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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２回会議 

日   時 平成２９年１０月１２日（木）午後６時～午後７時２０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：藤田俊彦、 委員(代理)：小山宏、 

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(代理)佐々木薫子、 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)：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：三上ナツエ、 委員：成田洋子、 委員：多田健司、 

委員：宮崎晃一、 委員：杉間修一、 委員：三國典央、  

委員(オブザーバー)：石澤誠   [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、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  

[７名] 

会議の議題 青森県地域医療構想について ほか 

会議資料の

名称 

・青森県地域医療構想について【資料１】 

・地域包括ケアシステムについて【資料２】 

・予防、健康管理に係る取り組みについて【資料３】 

・先進医療等について（ゲノム医療、再生医療等）【資料４】 

・ＩＣＴを活用した先進事例について【資料５】 

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 

  ・前回会議のおさらい 

３ 案件 

 （１）国・県の動向等の説明 

  ＜事務局説明＞ 

  ・青森県地域医療構想について ほか【資料１～５】 

 （２）意見交換 

(清藤座長) 

・マスコミからの情報として、市立病院と国立病院を一緒にしてできない 

かという話しがちらほら出ているが、実際市民は分かっているのかとい 

うと、なかなか詳しい話はわからないということがある。その辺につい 

ては、この機会ですので、皆さん方から、どうなっているのかという話 
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しを含めていきたい。 

・「包括的」という言葉が、事務局説明にあったが、市民一人ひとりの健康 

管理ができないかということで、弘前の場合は、市立病院と野田にある 

保健センターがそういう役目を果たしてきたという現実がある。 

・あとはいわゆる「予防」、つまり病気になる前にどうするということを含 

めて、しっかりやっていこうということが話題になっている。 

・また、日進月歩でいろいろな新しい技術等が出てきている中で、これか 

ら弘前市はどこに向かうのか、総合的な市民の健康、福祉、短命県とい 

うことも含めて、ご意見を頂戴したいと思う。 

(藤田委員) 

  ・資料１に、青森県の地域医療構想において提案している病院機能の再編  

   成についてのイメージ図があるが、この中に医師を供給している弘大が 

   出てきていないことに違和感がある。医療構想に対しての弘大の関わり 

   はどういう形なのか。 

(赤石健康福祉部長)  

・県のイメージ図には、弘大附属病院は含まれていないが、地域医療の再 

編等を考える際は、弘大も一緒に入れるべきと思う。 

(清藤座長) 

・冒頭申したが、これから(病院統合の話しが)どこに向かうのかの方向性 

は、話になっているが、じゃあ具体的にどうなっているかは、市民は分 

かっていない。 

・市民目線ということであれば、私らは知る権利もあるので、しっかりと 

把握したうえで論議に臨みたいという所が本音である。その辺を含めて 

もう少し知りたいところはある。 

(佐々木委員(代理)) 

・病院の再編とか統合に関して、弘前市としてどのように考えているか。 

(外川地域医療総合戦略対策室参事) 

  ・弘前市としては、救急医療を安定的に行わなければならないため、中核 

   病院は必要であると思っている。 

  ・今回の提案の以前、平成２６年に津軽圏域の８市町村で二次救急医療を 

維持するため、公立病院の機能再編による中核病院整備を目指していた。 

  ・その協議の最中に、県が地域医療構想を作らなければならなくなり、そ 

の内容との整合が取れていなければならないので、県が構想を作るのを 

待って、協議をいったん中断している。 

  ・その結果、昨年の１０月に県の方から国立病院弘前と弘前市立病院を統 

合すればどうかと提案された。 

  ・県の提案であったので、まず協議しましょうということで協議を開始し 

現在に至っている。ただ、統合に合意したということでなくて、今、協 

議の途中ということである。 
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  ・県の提案は、津軽地域は病床過剰地域であるので、病床の適正化を主眼 

とした県の提案であるものとこちらでは考えている。 

(赤石健康福祉部長) 

  ・現在の協議の状況は、昨年１０月の青森県地域医療構想調整会議以降、 

県の調整のもと、概ね月２回程度の頻度で協議を設けている。市は本年 

５月１５日までに８回ほど、この協議に参加している。 

  ・市としては国立病院機構が考える中核病院の姿がどういうものなのか、 

   具体的な整備計画や運営計画の提出を待っているが、具体的に示されて 

いない状況である。 

・調整役の県からは協議再開の案内もないため、市としては早急に調整し 

てくれるよう依頼している状況である。 

(清藤座長) 

  ・第 1回会議の皆さん方の話の中で、弘前大学があるということで、市民 

は安心して、健康・福祉に関しても頼っていたという事実がある。 

・ましてや市立病院も国立病院もあるという地域であって、それから開業 

医の皆さんもがんばっているということで、ここは病院に恵まれた地域 

なので、健康も福祉も当たり前であるのが普通であるというような状況 

である。 

・市民の立場から言うと、今までの役割は役割としてしっかりと見守って、 

変な形になると違和感を覚えるというのが、当然市民の立場から言えば 

あると思う。 

・「包括的」というのは、高齢化に伴っての、医療だけでなく介護だとか、 

それに伴う関係するところとの連携、それから「予防医学」も大切な切 

り口となっている。 

・病気にならないためにはどうしたらいいかをもう少し連携をして、今の 

様な施設を使って、なんとか弘前市民の健康・福祉を守ればどうかとい 

う話しもある。 

(柳田副座長) 

  ・医学において、予防の段階であればまだいいが、いざ病気になってしま 

った時のことを考えれば、病院という事業を弘前が手放すということは 

ちょっと考えた方がいいのではないか。もう少し慎重に。 

  ・向こうには、統合すれば経営が安定するなどの理屈があるかもしれない 

が、弘前市は病院から手を引いて、今までのノウハウを全部投げ打って 

しまっていいのかとすごく疑問に思う。 

(清藤座長) 

  ・市立病院は市民の目線では、今までずっと運用されてきたということ、 

市民にとって頼れる病院であることは事実である。 

  ・戦時中の話をしてもだめだが、国立病院の生い立ちというのは、専門の

病気というような切り口でできたという風に聞いているので、市民にと
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っては若干違和感を覚えるのかなと個人的に思う。 

・商工会議所でもよく今の話があるが、市民目線でなんとか進めてくれな 

いかという声はよく会員の皆さんから聞くということを付け加えさせて 

いただきたい。 

(川口委員) 

  ・統合案については、２００５年にも出されていると９月の新聞記事に載

っていた。協議が進まず２年後に白紙撤回になったということですが、

その時どうして白紙撤回になったのか、協議が進まなかったのか理由を

明らかにしたほうがいいと思う。それが解消されなければ、１０年たっ

た今もまた統合案も進んで行かないのではないか。 

・統合した時の経営が国立病院機構なのか市なのか、そういうことも関係

してくるのではないか。それが解決されなければ協議しても進まないと

いうこともあるのではないかと思う。 

(櫻田市立病院事務局長) 

  ・２００５年、平成１７年当時のことですが、その時も県の方から国立病

院と市立病院を統合すればいいのではという提案があった。 

・当時は、国立病院は独立行政法人化の前であったかと思うが、その時点

の提案では、弘前市がすべて譲渡を受け、全体を運営すればいいのでな

いかという提案であったかと思う。 

・その時点では、病棟等も相当国立病院が老朽化していたということで、

弘前市単独で国立病院と市立病院の両方を建て替えるということには財

源的な問題もあったので、弘前市の方ではその時点では受け入れられな

かったということで記憶している。 

(今委員) 

  ・統合のいきさつがだんだんわかってきたが、納得いかない部分がある。

この資料では、平成３２年度の稼動を想定している。そして参考として

は、現在の国立弘前病院の敷地内に整備するとなると、国立弘前病院の

敷地内に中核病院ができるというような県の想定になるのか。 

  ・例えば、現在健生病院さんもあっちの方に行っているし、市立病院もあ

っちの方に行ってしまうと、なかなかお年寄りの方が通ったりするのに

不便なことが起こるのではないかと思うがいかがか。 

(外川地域医療総合戦略対策室参事) 

・あくまで県の提案であるが、国立病院機構弘前病院を増強して、弘前市

立病院はなくして、そこに新しい中核病院を作り、運営は国立病院機構

でやりましょうというのが県の提案となる。 

・お話のとおり、通院などについてを考えているのかという話になると、

ほぼ考慮されていないのではないかと我々は思っている。 

・やはり、病床数をなんとか適正化しようとするのが基本の考えなので、

そういう利便性等についてはあまり考慮されていないと思っている。 
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(清藤座長) 

  ・国にもお金がなくて、苦労して弘大もやられているようだが、そういう

こともあってこういうことになったと理解した方がいいかと思う。ただ

国立が吸収する、国立そのものを生かすということではなく、今の皆さ

んのお話は極端に言えば、市立を残して、国立をなくするということも

可能なのかなと。私が勝手に言っている話ですが。 

(小山委員(代理)) 

  ・この会議は、県から提案された両病院の統合の提案に対して、もっと市

民の声を反映させようと。いろいろな分野の方から。それを協議の方に

生かそうという考えだと思うが、最後４回の会議をやって意見集約して、

市の方針のような、報告書のようなものを作る予定はあるのか。 

(清藤座長) 

  ・私が聞くには、あくまでも皆さん方のご意見をまとめるということより 

も、方向性だけでも、いろいろな意見があるだろうからその意見をとり 

あえず聞いて欲しいというようである。 

  ・基本的に右左をつけるということではなく、各階各層の方々のご意見に 

は、いろいろな意見があるであろうと。 

・医療、福祉、いわゆる市民の健康という大きな目標があるが、これから 

のものの考え方をしっかり論議するということと承っている。 

(今委員) 

  ・その中で、前回、青森県は日本一の短命県だと。その中でも弘前市は死 

亡率が高いだとか、検診率などが県平均より低いなどがあって、これを 

もっと高めるためにはどうすればいいかなどのご意見を皆さんから伺う 

ということでよいか。 

(清藤座長) 

  ・それも必要だと思う。長野県とよく比較される。長野県は長寿県で同じ 

りんごが取れるのになぜ弘前がそうなのかという話しがある。 

  ・生活習慣をきちんとやらないと短命県返上にならないという話しもある 

が、あとでご意見があれば伺う。 

(小山委員) 

  ・今、構想的なものがいろいろ説明されたが、市民としては、新たな中核 

病院となれば、今以上に医療の高度なものが使われて、しかも今までの 

病気そのものが早期に治るのか、良い医療を使うのかというイメージを 

持つが、ここにある中核病院の医療の機能は、本当にこうなるのかと 

１７万の市民が心配している。 

・今、市立病院と国立病院が統合になった場合は、国立病院に行くとなっ 

ているが、市民としては非常にアクセスが非常に大変だということが言 

われている。 

・本当に国立病院になれば、病床そのものが少なくすればいいという、単 
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なるそういう問題でなく、１７万の市民が本当に良かったと言える医療 

ができるようなスタイルに本当になるのか、ならないのか、そこが市民 

としては非常に疑問を持っている。 

・いつやるのかとかそういう問題でなく、もしもなった場合には、それら 

のものをよく勘案して、市として考えてもらいたい。 

・今、苦慮されているのは遠距離の方であって、果たしてその方が弘前に 

来て医療を受けるとなると、金はかかる、アクセスはない、しかも時間 

はかかる、それでいろんな問題で不便を感じる、それを克服してもらう 

ような中核病院というものを作ってもらわないと市民は納得しないと思 

う。 

・まだ情報が市民にないので、いろいろなことは言えないけれども、町会 

連合会としてはそういうことを望んでいるので、何とか市民が満足でき 

る医療ということを訴えていきたいと思っている。 

(清藤座長) 

・本当に情報が少なく、マスコミから得る情報しか私たちはわからない中 

で、協議のプロセスの中では、県が言う方向性に、「はいわかりました」 

というわけにはいかないことだとは思う。 

・そのプロセスの中では、いろいろな議論があると思うが、市民の声は当 

 然あるので、お金だけで判断するのは違和感があるので、情報を出して 

もらいながら、なんとかいい方向で、市民の方が言うように、健康とい 

うことと、ここで安心して暮らせる、ということが必要であろうと思う。 

(斎藤委員) 

・合理的な事だけを第一に頭に入れて物事を進めて行くのではなくて、予 

防とか検診とか介護とか、すべてが包括的にできていて、市民が弘前に 

いて良かったなというような、まちづくりの部分でも病院・統合につい 

ては、皆の意見を聞いていって欲しいなと思う。 

(清藤座長) 

・なかなか、医学の話しと技術の話しとお金の話は、トータルで物を考え 

られない話であるが、商売ということではなくて、お金がかかるからや 

める、やるというものではないような気がする。その辺については判断 

が必要だという風に思う。 

(木村委員) 

・県内のほとんどの病院は赤字だと言われている中で、統合した場合の経 

営はどうなるのか。 

・患者との関係は大事だと思うが、どういうことになるのか。 

・合併した場合に、弘前病院に行った場合に時間的なバスの問題もあると 

いうことが話に出たことがある。 

・年寄りが外に出て、いきいき体操をすることはあるが、自宅の中で簡単 

にできる体操があってしかるべきと感じる。 
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・健康問題については、家庭でやれるような体操を考えていただきたい。 

(赤石健康福祉部長) 

・県が提案する今回の統合後における中核病院の経営は、国立病院機構が 

担うという提案である。 

・建設コスト等は、弘前市に応分の負担を求めている状況となっている。 

・ランニング、いわゆる運転の部分についても、市に入る歳入の部分を国 

病機構の運転資金の方に回してほしいと言われている。 

・我々は、国立病院機構の方に市立病院を廃止して委ねるということにな 

るので、市民の声が届く仕組みがなければ、なかなか市立病院をなくす 

るという大義がなくなるのではないかということで、市民が入った、ま 

た、市の意見が入った協議会の様なものを作って欲しいということを申 

し入れているが、現在返答がない状態である。 

(今委員) 

・今日の話題としては、地域包括システムのことを話し合えばいいのです 

か。次回会議で話し合うのですか。 

(清藤座長) 

・地域包括については、考え方として示したので、これはこういう考え方 

で、今の医療がやった方がいいのではということと、沖縄とか九州でや 

っている包括的な考え方でうまくやっている所があるという事例を出し 

たということで、弘前もそれを参考にしたいということ。 

・包括的ということは、いろいろな流れの中で一人ひとりの健康というこ 

とについてスクラムというか、３師会を含めて行政でやっている保健セ 

ンター、市立病院そういったものすべて網羅したうえでやったらどうか 

という資料だと思っている。そういう仕組みを新しく作るということか 

と思う。 

(今委員) 

・もっと広い意味でのネットワークづくりをするということか。 

(清藤座長) 

・広い意味でそうです。介護を含めての総括的ということで。病気になっ 

てからも含めての話しで、市民一人ひとりの健康・福祉について、包括 

的な考え方でやられた方がいいのではないかという提案を事例というこ 

とで認識頂きたい。 

(藤野委員) 

・一人暮らしのおばあちゃんなどは、病院に一人でなかなかいけないとい 

う人たちはたくさんいるのかと思う時に、地域の中で一つになって、す 

ごくいい医療ができるのもいいと思うが、通えなくなるというのはすご 

く問題ではないかと感じる。 

・お金のこと等も考えると、変わっていかなければならないこともあるか 

と思うと、ＩＣＴの利用はすごくいいと感じる。 
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・予防を考えた時に、弘前の中にたくさん幼保連携型認定こども園ができ 

ていて、赤ちゃんとかいろいろな人たちが関わる場所があり、そこで妊 

娠期から健康というのは大事であるというのは皆さん言われている。 

・その中で、子ども用のフードログというのがあって、食べたカロリーな 

どいろいろ出てくるアプリもうまく活用してやってる事例もあるので、 

弘前独自のシステムとして、ＩＣＴを使って、乳幼児が関わる施設と病 

院のほか色々な所でつながっていければ、場所が減ったとしてもうまく 

できないかなと思う。 

(大髙委員) 

・病院の統合に関する話ですが、病院と患者さんの間で何が一番大事かと 

いうことを考えるとやはり信頼関係でないかと思う。 

・資料の図の（ア）に「医師の集約化、増強が図られ」という文面がある 

が、お医者さんの数が増えて、まるでよくなりそうな雰囲気の文章であ 

るが、実はいろいろな意見を言う人が増えるということにもなる。 

・今でも、例えば大きな病院に行くと、曜日によって担当の先生が違うと、 

違うことを言われて帰ってきたとか、そういうことがあるらしいので、 

その辺のケアも含めて、ちゃんとした医療を続けて行けるのかというの 

が一番の重要な所なのかと思う。 

・私たちは、知的障がい者の保護者の会ですので、あまり「頭が痛い」、「腹 

 が痛い」と言わない子どもたちの体調や様子を見ながら判断して、どこ 

の病院に連れて行くのかを決めなければならないので、基本的に病院の 

選択肢が減ることは、個人的にあまり望まれることではないと思ってい 

る。 

(清藤座長) 

・第１回目の会議では、短命県の返上をしましょうということで、大きな 

課題ということで取り上げて、これを返上して短命県からの脱却という 

のが一つの切り口である。 

・子供さんの出産からお年寄りまでの所で、包括的なケアという一貫した 

市民一人ひとりの人生に寄り添ったケアが重要だという話しが出たよう 

な気がする。中身についてはまだ話が出ていないが、流れの中ではやる 

べきであろうということが一つ。 

・予防のための医療というか、予防医学というのか、こういうのに重点を 

置いた取り組みが必要ではないかということ。 

・それから、当然医学は日進月歩で動いているので、ＩＴやロボットを使 

 ったものなど、当然知る必要があるし、医療技術というものも当然情報 

 収集しなければならないだろうということが話されたと思う。 

・いろいろな話が出た中で、大きく言えば、市民一人ひとりの健康・福祉 

 については、しっかりと取り組んで行くべきだということが話されたと 

 思っている。 
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・この会議は、右・左を付けるものではないが、皆さんのご意見をまとめ 

るという意味では、そういうことで話をいただいたということでまとめ 

てみたいと思う。 

・次回、第３回会議はもう少し掘り下げてみたい。具体的なものを出して、 

今日の意見を参考にしながら更に皆さんからつっこんだ意見をいただき 

たいということである。 

・特に合併の話しは、皆さん方のそれぞれの立場からいろいろな意見があ 

るということだけはしっかりと伝えていかなければならないので、それ 

については全部議事録にとって、あるべき姿はこうだということでまと 

めるというか、方向性を出していきたい。 

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１名 

・報道機関取材２社 

  


