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はじめに 

今、常滑市が抱える最大の行政課題の一つが「市民病院問題」です。私は、市長就任

以来、悩みに悩んだ末、「やはり、常滑市の将来にとって、市民病院は必要である。」と

の結論に至り、昨年秋から、新病院建設に向けて大きく舵を切りました。 

私が最も気になっていたのは、「開設５２年目を迎える常滑市民病院が、市民にとっ

て、まるで“空気のような”当たり前の存在であるために、市民病院の存在意義につい

て深く考える市民が少ないのではないか。」ということでした。「新しい市民病院のあり

方を市民のみなさんと一緒に考えたい。そうでなければ、新病院を建てても、運営はう

まくいかない。」そんな思いから、「みんなで創ろう！！新・常滑市民病院１００人会議」

を開催することとしました。 

「100 人会議」という手法は、常滑市行政史上、初めての試みでした。「無作為抽出

でお願いをしても、はたしてメンバーが集まるだろうか。仮に集まったとしても会議は

うまく進んでいくだろうか。」当初はそんな心配をしていました。ところが、ふたを開

けてみると、自薦公募２７名、無作為抽出による応募者６４名の計９１名の市民のみな

さんが集まり、病院・行政メンバー２０名を加えて総勢１１１人の「１００人会議」を

立ち上げることができました。 

メンバーのみなさんには、5 月 15 日（日）の第 1 回から計 5 回、1 回あたり 2 時

間以上にわたり、本当に熱心にご議論をいただきました。「回数を重ねるごとに、参加

人数が減るのではないか」との心配もしていましたが、最後まで多くの方々にご参加い

ただき、回を追うごとに議論も白熱し、内容も高度になって行きました。 

５回にわたる会議では、事務局から様々な資料を提供させていただくほか、医療・行

政スタッフとの意見交換、院内見学（第 3 回に実施）なども実施しました。メンバー

のみなさんには、これらを通じ、市民病院やそれを取り巻く医療界の現状や課題をかな

り詳しく知っていただいたと思います。それらを踏まえ、熱心な議論を経て、各自でま

とめていただいたのが、この「私ならこう創る 常滑市民病院」シートです。本書には、

本当に数多くの貴重なご意見、ご提言が盛り込まれています。市民病院のことをここま

で真剣にお考えいただいたメンバーのみなさんに、心から感謝を申し上げます。 

私といたしましては、これらのご意見、ご提言を、できる限り新病院の建設・運営に

反映するとともに、みなさんのエネルギーをいただきながら、みなさんとご一緒に、「市

民の誇り」となるような新病院を創り上げたいと思っています。 

最後になりましたが、卓越した医療知識と体験を生かし、市民メンバーの議論を活性

化し、深め、時に軌道修正し、１００人会議の成功をサポートしていただいたコーディ

ネーターの皆さまに、心より感謝申し上げ、ごあいさつといたします。 

 

平成２３年１０月                    常滑市長 片岡憲彦 
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【100 人会議の概要】 

（１）メンバー構成について 

  市民メンバー91 名、病院・行政関係者 20 名の計 111 名です。 

 内 訳 募集・選定方法 人数 

公 募 枠 ホームページ･広報などで広く募集 27 名 

無作為抽出 市民 約 1,000 名に募集案内を発送 64 名 

病 院 ・ 行 政 関 係 者 病院関係者等から 20 名を事務局で選定 20 名 

合計  111 名 

 

●市民メンバー名簿（91 名） 

相武謙志 片山凉子 瀧田知多夫 前川幸治 

赤崎友理子 勝山智暁 竹内士郎 増田美紀 

浅井千香代 加藤俊和 竹内教浩 松下淳一 

明壁智代美 鎌田真規子 竹上友子 

マ 

間野時次 

天木克則 神谷ひろみ 

 

田原由美 水上喜統 

ア 

天木富雄 河木春男 チ 近崎武善 水野裕仁 

飯尾 歩 川村真司 ツ 土田和男 

ミ 

三輪信男 

飯尾美智子 

 

神原冨雄 ト 堂本睦明 村川比呂志 

磯村薫子 岸上富士子 中根佐知子 村田尚子 

磯村智恵子 

キ 

岸本美穂子 中村清美 

ム 

村田美香 

磯村仁美 ク 九澤俊輔 中村武史 盛田博子 

磯村 勝 後藤かず子 中村充良 森田靖子 

伊藤文一 

コ 

小林和寛 中村恵美 

モ 

盛田裕紀 

伊奈佳輝 齋田豊宏 

ナ 

夏目直彦 栁本知宣 

犬飼正志 斎藤恵美子 ニ 西本成子 栁本香代子 

岩川佳弘 齋藤 昇 畠中英二 山澤昭仁 

岩﨑千登世 榊原規芳 

ハ 

服部厚子 山田紀子 

岩田和子 榊原聖久 肥田美恵 山中和子 

イ 

岩田将敏 

サ 

澤田精一 

ヒ 

平松奈菜 山野一江 

ウ 上田知靖 シ 閏野和江 古川裕二 

ヤ 

山本晋作 

樫尾治良 鈴木陽子 藤井咲子 吉田美紀 

梶田まゆみ 

ス 

砂子澤富子 藤井彰二 芳山弘美 

カ 

片岡 寛 タ 髙谷達之輔 

フ 

藤原潔志 

ヨ 
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●100 人会議出席状況調べ 

①各回における出席者数及び割合 

分類 人数 
第 1 回 

（5 月） 

第 2 回 

（6 月） 

第 3 回 

（7 月） 

第 4 回 

（8 月） 

第 5 回 

（9 月） 
平均 

24 人 24 人 18 人 21 人 21 人 21 人 
公募（市民メンバー） 27 

89% 89% 67% 78% 78% 80% 

49 人 43 人 33 人 36 人 33 人 39 人 
無作為（市民メンバー） 64 

77% 67% 52% 56% 52% 61% 

73 人 67 人 51 人 57 人 54 人 60 人 
市民メンバー 小計 91 

80% 74% 56% 63% 59% 66% 

 

20 人 20 人 20 人 20 人 20 人 20 人 
病院・行政メンバー 20 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

93 人 87 人 71 人 77 人 74 人 80 人 
合計 111 

84% 78% 64% 69% 67% 72% 

 

 

②市民メンバーにおける出席回数毎の人数及び割合 

全 5 回のうち、3 回以上出席いただいたメンバーは 63 名で、全体の約 7 割を

占めています。 

分類（出席回数） 人数 割合 
  

公募  

人数 

公募  

割合 

無作為  

人数 

無作為  

割合 

０回出席（全欠席） 8 9%   0 0% 8 13% 

１回出席 6 7%   1 4% 5 8% 

２回出席 14 15%   2 7% 12 19% 

３回出席 12 13%   4 15% 8 13% 

４回出席 23 25%   9 33% 14 22% 

５回出席（全出席） 28 31%   11 41% 17 27% 

合計 91 100%  27 100% 64 100% 
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（２）開催内容 

平成 23 年 5 月～9 月までの毎月 1 回、計５回開催しました。 

回 数 日 時 主な内容 

第 1 回 5/15(日) 14:00～16:00 病院の現状説明、自己紹介など 

第 2 回 6/19(日) 14:00～16:00 情報提供、グループ討議など 

第 3 回 7/17(日) 14:00～16:00 テーマ別グループ討議など 

第 4 回 8/21(日) 13:30～16:30 コーディネーター座談会、全体討論会 

第 5 回 9/11(日) 14:00～16:00 グループ討議、市民メンバーの時間 

※第 3 回会議前には、希望者を対象とした院内施設見学ツアーを開催。 

 

（３）コーディネーター紹介 

毎回の討論を引っ張り、会議をサポートしていただいたコーディネーターの皆さま

です。 

氏名 所属など 

肥田桂子 半田市立半田病院 前看護局長 

野中時代 医療法人偕行会 名古屋共立病院 看護部長 

山本秀明 社会医療法人宏潤会 事務局部長 

林 良考 JA 愛知厚生連 総務部長 

山本行俊 株式会社システム環境研究所 代表取締役 

竹原 潤 株式会社システム環境研究所 東京事務所・大阪事務所所長 

剣 彰彦 株式会社システム環境研究所 福岡事務所マネージャー（所長代理） 

佐藤洋周 株式会社システム環境研究所 大阪事務所マネージャー 

西澤隆行 株式会社システム環境研究所 大阪事務所シニア・コンサルタント 

高岡登志彦 株式会社システム環境研究所 大阪事務所チーフ・コンサルタント 

村山幸子 株式会社システム環境研究所 
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【「私ならこう創る 常滑市民病院」シートの説明】 

 

これまでの 100 人会議等を踏まえ、市民メンバーの皆さまに最終的なご意見を書い

ていただいたシートになります。 

各シートの始めに記載してある次の項目は、 

在住地区 年代 性別 

を示しています。常滑市は南北に細長いため、意見者が市内のどの辺りに住んでいる

のかを把握するため、市を４つに区分しました。北(名古屋方面)から「青海」「鬼崎」「常

滑」「南陵」の順になります。 

例えば、 

青海 50 男性 

は、青海地区在住、50 代、男性、の意見です。 

 

 

※各メンバーから提出していただいたシートの編集作業は、市民メンバーの１人であ

る明壁智代美さんにもお手伝いいただきました。ありがとうございました。 
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「私ならこう創る 常滑市民病院」シート 
 

青海 50 女性 

 

まず脳性マヒの上に、その二次障害のため頸椎症になった私。やはり整形外科で、そ

の特徴をつかみ研究がされるよう希望し、湿布や鎮痛剤を出すだけではない医療を目指

して頂きたいものです。それは知的・身体障がい者などの知識があって、つくづく医師

が頼りになれる病院にします。 

次に障がい者の在宅生活者には、社会福祉協議会から意見がだされたように入浴サー

ビスの協力と病気に応じて訪問してほしいです。これはヘルパーさん不足の解消につな

がり、ほとんど高齢の親と暮らす私たちにとって市民病院の存在が大きく近づきます。

そこで総合医療があって、生活サポートがあれば安心に結びつけば市民病院にかかる気

持ちになりますので、体に障がいのある私としては非常に必要です。  

また駅から遠くなる新・常滑市民病院、これまで来ていた患者たちなどが困るので病

院独自の巡回バスを、私なら走らせますのでぜひ何とか前向きに考えて下さい。そうい

ったバスが走れば、ボランティアさんを呼び込めることにまで役立ち、院内が明るく活

動的になるというものです。 

ほかに私なら念頭に、市民はもちろん『医師・看護士・事務職員の本人、その家族が

受診と入院したくなる市民病院』といったことを思って創ります。 
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鬼崎 ４0 女性 

 

 市が財政難の中、高コストをかけて建てる「新市民病院」に市民は何を求めるのかを

考えました。 

 せっかく建て直すのなら、現状以上のものを創って頂きたい。いろいろ夢や希望を抱

きますが、現実は慢性的な医師不足に加え、予算は限られている。隣には半田病院もあ

るので、欲張った施設、機能は要らないと思います。 

 この会議を通して、常滑市民病院は知多半島の中で２番目に医療機器が整っている事

を知り、あの外観のイメージとはかなり相異なり驚きました。ならば、現状維持にて、

総合病院の欠点は「待ち時間が長い」ところにあると思います。なので、少しでも事務

処理の効率化を図り、受診から会計までの時間が短縮出来るように工夫し、「常滑市民

病院は待ち時間が短いよ」と評判になるぐらいの「新市民病院」が出来たらいいなと思

います。又、体の不自由な方への配慮ある建物である事は必須です。完成を楽しみにし

ております。 

 

 

自動再来受付機 

 

自動精算機 
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常滑 ５0 女性 

 

私の周りには、「新病院は絶対に必要だ！」とか、「借金が増える。病院なんかできる

訳ない！」と色々な意見の方がみえます。 

１００人会議に無作為で選んで頂き、参加する中で、様々な事を公開して頂き、知ら

ない事ばかりで勉強になりました。コーディネーターの皆様には、外から見た常滑市民

病院について貴重なご意見も聞かせて頂き、市民でもないのに、一生懸命な姿に感動し

ました。 

５０年以上経って老朽化した建物、市内に病床を備えた病院がない事等を考えると、

やはり新病院は必要だと思いました 

 『こんな病院が欲しい』と言い出せば、きりがありません。一番の難題はドクターや

看護師の確保でしょう。これは、私などには良い案は浮かびませんが。研修医の先生が

言われた様に、常滑市民病院の良い所である、他の科との連携の良さ等の長所をどんど

ん宣伝して、働く環境も魅力あふれるものにしていく必要があります。更に開業医の先

生方との連携や応援も必要になると思います。 

今年は、東日本大震災や台風での大洪水等、今ま

で経験した事のない大惨事を目の当たりにしまし

た。今の病院では、津波を避けられません。一日も

早く建設する必要があると思います。また、想定外

の事が起こっています。想定外に対応する災害に強

い建物にして欲しいです。 

アクセスも大事です。高齢者の方達がいわゆる、“足”の心配をしなくても良い様に考

えなければいけません。 

 今回、会議に参加して一番感動したのは、多くの方が、猛暑の中、会議に参加して一

生懸命に意見を言ったり、考えたりしている光景でした。高見の見物者ではなくて、“新

病院応援隊”として一市民としてできる事があるのではないか？と思えたのです。 

国際空港の地元として、世界の人を迎えるにふさわしい、又人柄の良い地運を生かした、

希望溢れる新病院の開院を心待ちにしています。 

有難うございました。 
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南陵 40 男性 

 

1.地域連携と地域分院 

 

南北の距離がある常滑市にあって開業医もなく市民病院までのアクセスもなく、近隣

市町の他病院に行く地域も少なくない。そうした開業医がいない地区に公共自治体の建

物(学校・公民館)を利用した一次医療の分院を設置する。 

市民が求めているのは地域密着で利用しやすい一次医療施設と、いざと言う時に安心

できる二次医療施設である。開業医との医療連携によって、新市民病院は二次医療に特

化することにより、初期費用・維持費用ともに削減効果が期待できる。 

 

2.身の丈に合った病院づくり 

 

市民のあらゆる夢や行政のプライドを全て取り込んで巨大化した、総額80億円の豪

華船「市民病院丸」が船出する しかし、その船出は、建設費の数十年に渡る借入返済

と毎年赤字を補填する維持費によるもので、一度も乗船しない市民でもファーストクラ

スの費用を払い続ける。                                                                                                                                                         

常滑市民にとって永らく必要なものであるからこそ、数十年未来の市民に負担がかか

らないように、楽観的でない少子化人口減少を盛り込んだ長期に渡って独立採算で収益

が確保できる建設計画と、行政に依存しない経営責任体質の確立を強く望む。 

 

 

(参考)少子化により全国的に(都心でも)廃校になる小中高学校は多数あり、都市圏で

は遊休教室の多目的利用が促進されている。 
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南陵 ５０ 男性 

 

 最終的には、必要最低限度を満たし、必ず備えなければならない施設、医師、設備と

それらに附帯する項目から決定づけていく事になると思います。 

第１に、中部国際空港の直近病院としての機能ははずす事はできないと思います。緊

急及び救急対応医療及び設備。（初期対応のみでも可） 

第２に、女性及び子供の安心できる科目及び医師、設備。安心して子育てができる街

づくりの一環としての病院機能は備えておくべきだと考えます。その上で、第４回の資

料にいただいた「柏原病院の小児科を守る会」の活動を参考にした子育て世代に対する

サポート活動を活かす事ができれば、医師、看護師の負担軽減策を同時進行で。子育て

中の親世代へのサポートまでできる体制づくり。 

第３には、受診患者の多い診療科の初期対応施設（人的配慮も含めて）。当然、他の

公立・私立・開業医とのバランス（地域バランス及び科目バランス）を見ての初期対応

診療科の設置。良い意味での「市民病院」として、「シンプル・イズ・ベスト」凝った

飾りや施設は必要ありません。現代ではあたりまえになったバリアフリーや障害者向け

の対応のみでかまわないと思います。 

最重点課題は、医師と看護師の確保だと思います。大

学及び大学病院との連携を第１に考えて頂き、学閥を超

えた患者目線の連携をお願いしたいという事です。新し

い病院だというメリットを最大限利用し、太い絆をつく

って頂きたいと思います。 

最後に、市民負担を含めた財源についてですが、納得のいく、背伸びをしすぎていな

い構成に関しては、ある程度の市民負担も納得してもらえると思いますが、完成後、数

年で破綻したり、赤字の増加がとまらないようではどんなすばらしい病院ができあがっ

ても本末転倒です。また、中途半端なもので、４～５年で時代遅れの施設になり下がる

ようなものでしたら、意味がありませんよね。一番大事な事は、医師・看護師が安心し

て働けて、満足した日々がおくる事ができ、そしてそれがそのまま患者である市民も同

じように満足できる事、利便性も含めて「市民病院に行こう」と思ってもらえる意識を

皆が持つ事ではないでしょうか。抽象的な意見ばかりで申し訳ありませんでした。いろ

いろ勉強させて頂きありがとうございました。 
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南陵 50 男性 

 

○百人会議の中から浮かび上がった最大の問題点は、一次医療と二次医療、高度医療の

区分が、市民の間にほとんど浸透していないことだ。病院建設に着手する前に、この分

かりやすい広報に、通り一遍ではなく全力を挙げる必要がある。 

 市内とその周辺の開業医にも何度か集まってもらう必要があるだろう。 

○その中から、二次医療機関としての常滑市民病院の位置づけを盤石のものにすること

が大切だ。病院建設のための心の基礎工事である。 

○ノルウェーでは、歯医者と郵便局があれば「町」になれると聞いた。同様に、市民病

院、あるいは市立病院は、いやしくも市政を名乗る基礎自治体にとって、不可欠のもの

である。これまで多くの公立病院は、市立病院であった。だれかに与えられたものだっ

た。新病院こそ、本当の意味での市民病院を目指すべきである。市民がオーナーとして

の自覚を持つべきである。病院の瑕疵は我が家の瑕疵、病院の赤字は我が家の赤字、病

院の失態は我が家の失態である。 

 百人会議はそのための第一歩として大いに評価されていい。だが、継続機関の設置は

不可欠で、その存在が新病院の将来を決めると言っていい。速やかな移行をただちに準

備すべきである。 

○新病院の市内や地域における位置づけが確定すれば、必要な人員、機材のレベルはお

のずと決まる。その決定過程においても、透明性は十二分に確保し、可能な限り、後継

市民委員会の意見を取り入れなければならない。与えられたものは、どこかなおざりに

されがちだが、自分で手に入れたもの、ましてや自分で創ったものは大切にするのが人

間だ。 

○廃線になる電車を惜しむより、残す努力が必要だ。人が乗れば電車は残る。なくした

ものを元に戻すのは極めて難しい。電車が市民の足ならば、病院は市民の命綱。だれの

ものでもない、市民自身のものである。 

○多機能過ぎて使いづらい携帯端末よりも、まずは通話機能が確かな携帯電話を目指す

べきである。日本一コミュニケーションの良い病院を。 

○大学をピラミッドとする医局制度、医師会本位の内向きの業態が、この国の医療をど

れだけゆがめているか。地域の外から張られたネットワークが、いかに非合理なもので

あるか（開業医が施す一次医療を「末端の」と呼ぶのは失礼だ。開業医も「末端」に甘

んじているべきではない。医療は日々進歩する。開業医には開業医ならではの臨床経験

があるはずだ。研究の余地も機会も豊富にあるはずだ。市役所の仕事が霞が関のそれと

同様に大切であるのと同じである）。一連の議論でその一端が明らかになってきたはず

だ。外からの都合で地域医療のあり方が左右される。外の都合が地域医療の命運を握る。

それはすなわち、大学や医師会の都合が地方に暮らす人々の命と健康を左右するという
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ことだ。こんな状態が長く続いてはならない。地域発、地域による地域のための地域の

医療ネットワーク、その中心に市民病院を位置づけ、それを市民自らがオペレートする。

将来は人材育成を含めて地域で自己完結できる。そんな、地域医療の萌芽をめざす。理

想主義と言われるかもしれないが、それくらいの構えがないと、地域医療は存続しえな

い。それはやがて、地域が存続しえなくなるということだ。 

もちろん、多くは国の制度改革に関わることだ。だが、もうすでに国に頼れない時代

が訪れてしまっているのは明らかだ。国の気づき、反省、自覚、変化を促すようないく

つかの種を、市民自身の手でまくことができる、豊かな土のような市民病院を創りたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 4 回 100 人会議 コーディネーター座談会 
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南陵 50 女性 

 

①「百人会議」の延長として「市民病院応援団（仮称）」を結成する。病院と行政、市

民が一緒に「新市民病院」を創っていくべきと考える。そのためにも市民のボランティ

アが欠かせない。例として、託児、花壇の草取りなどの環境美化、施設案内、広報活動

などがあげられる。 

②救急医療への対応：夜間などにおける思いがけないケガや発熱、腹痛などに対応でき

ること。ただし、コンビニ受診とならないよう救急車の利用も含めて、市民に“救急時

のケガや病気の症状に応じた受診の仕方”などのリーフレットを配布するなど広報を行

う。また、「市民病院応援団」との情報交換により知識の共有ができると思われる。 

③二次医療としての市民病院：一次医療（近所の開業医）とのすみ分けが必要であり、

「一次からの紹介と、一次への逆紹介」など連携が重要だと思われる。しかし、市民の

中には一次と二次の違いを知らない人も多いようであり、広報が必要である。 

 ＊朝日新聞(8/28) の記事、津島市民病院での「病診連携」の一歩として、「紹介状

持つ患者の直接予約制導入」をご覧ください。（診療所から市民病院への紹介状を持っ

た患者は、診療所の医師の手を経ずに直接予約できる制度で、患者や診療所、市民病院

の時間的負担の軽減を図るもの。） 

 ＊上記の救急医療の対応や一次医療との連携により、市民病院の医療スタッフへの負

担は軽減すると思われる。 

④施設・設備：市民病院の敷地内に「付属する喫茶・食堂」ではなく、わざわざ行きた

いカフェやベーカリーなどをテナントとして誘致する。計画では、新市民病院の近隣に、

スーパーや高齢者福祉施設、子どもの保育施設ができるようであり、そちらへ来た人が

ついでに寄って行きたいような店舗があると良いと思う。テナント料の収入が見込める

ことにもメリットがある。 

 ほかには、乳幼児を持つ医療スタッフ等が、安心して勤め続けることができるための、

託児施設が必要である。ただ、近隣に子ども園または、保育園ができればそこを利用で

きるようにすればよい。 

 また、設備としては、「女性が望む市民病院」をテーマとしたワークショップで出た

意見を参考とされたい。プライバシーを尊重した診察室や子どもと一緒に入れるトイレ、

また、幼い子どもを連れた患者のための託児室など。 

⑤出資：毎年、一定の金額を出資してもらう。出資者には、年に数回の広報紙を送付す

ることと、サービス特権が与えられる。そのサービスとは、商店や喫茶店などに「○％

OFF」や「○○プレゼント」「お茶の接待」などの提供を依頼し、出資者に贈呈する。

使用期限は出資の期間内とする。サービスを提供した商店や喫茶店などは、広報紙に無

料で CM を掲載できる。また、広報紙は、ありきたりのものでなく、医師からの“知
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っておきたい家庭の医学”などを掲載し、読んで得した気分になる内容とする。広報紙

の発行は、ボランティアが担うようにする。 

⑥人事：事務局は、病院採用の職員にすることを検討されたい。短期間の異動によるデ

メリットの解消をめざすものである。また、昇給などは年功序列でない、能力に応じた

賃金体系にされると働く意欲が増すと思われる。 

 

 

 

 

第 5 回 100 人会議 市民メンバーの時間 
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南陵 50 女性 

 

医療の役割分担と連携 

常滑市に市民病院は必要か？ 

市内に入院設備を持つ病院が皆無であることや大震災などの広域災害への対応を考

えれば、市民病院は絶対に必要です。これは市民の安全保障の問題であるから、ある程

度の税金の投入はやむを得ません。 

 

新市民病院の医療レベルと役割は？ 

 誰しも地元で高度な医療を受けることは理想ですが、常滑市の財政状況を考えればそ

れは無理でしょう。新市民病院は、救急車を受け入れることができて（２次救急）入院

設備のある中程度レベルの総合病院を期待します。つまり現在の市民病院の役割から大

きな変更を望みません。 

 中程度レベルということは、初期医療と高度医療をつなぐ役割も期待され、医療機関

や介護施設との役割分担・連携が重要です。 

 ・ 持病があってリスクの高い人以外はちょっとした不調なら、まず近くの開業医へ

行く。夜７時過ぎまで受け付けている医院もあるので、仕事のある人でも通院で

きる。 

・ 開業医が重症と判断したとき、すぐに市民病院へ紹介してもらい、検査・治療す

る。この時、開業医には総合医療の確かな実力が要求される。信頼できる開業医

を見つけたら、かかりつけ医として長くお付き合いしよう。 

・ さらに高度な医療が必要なときは、市民病院から大学病院やがんセンターに紹介

してもらう。または３次救急に転送する。 

・ 病状が落ち着いたら市民病院へ帰り、入院治療または通院する。 

・ 病状がかなり回復して安定したらかかりつけ医に帰る、または介護施設に入所・

通所する。 

患者の体力的負担を考えれば治療場所は近い方がいい。中間レベルの市民病院には、

急性期ばかりでなく回復期の患者にも対応することが望まれます。開業医と市民病院、

市民病院と高度医療機関の間の患者移送・情報伝達ルートが確保されて初めて、市民は

中程度レベルの医療機関でも満足できると思います。 

 

救急医療は必要か？ 

 救急医療はお金がかかるからやらない方がいいという意見もあるそうです。でも事故

や急病はいつ、誰に降りかかるかわからず、１分でも１秒でも早く治療を受けたい。だ
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から常滑市の救急車は常滑市民病院へ走ることが決まっているべきです。たらい回しと

かあってはいけない。多少の税金を投入しても保険のつもりで救急を維持するべきで

す！でも今は骨を折っただけでも半田病院へ搬送…。早く整形外科医を確保して！ 

 

勤務医の負担軽減策は？ 

 市民病院は医師不足で、救急を維持するために医師は過酷な勤務になっていることを

１００人会議で知りました。医師の負担を少しでも軽くするにはどうすればよいのでし

ょう？ 

 

 一つめは医師の過酷勤務実態を市民に知らせることです。また、あくまで救急治療な

ので、ちゃんとした治療を受けるためには正規の時間に再受診しなければならないこと

も周知しなければなりません。 

 

 二つめは常滑市医師会と連携して、休日診療当番医が市民病院で診察をする（定点診

療）ことです。２００９年に新型インフルエンザが流行したとき、市民病院の休日診療

に医師会が協力したことがあったそうです。定点診療のメリットは次のようなことが考

えられます。 

・場所がわかりやすい － 当番開業医が遠くだと場所がわからない 

・市民病院の勤務医と２人体制にすることで重症患者対応の余裕を作る 

・老練な開業医の患者対応術は若手勤務医の勉強になる 

などです。 

 

市民に知らせる方法は？ 

 医療機関同士の役割分担・連携を医療関係者だけが納得しても、市民（患者）が知ら

なければうまく機能しません。これは病院の中だけでは解決しない問題です。公立病院

の強みを生かし、行政機関と連携して市民に広報する場を確保しましょう。特に若者や

働き盛り世代は病院と無縁だし常滑市広報もあまり読まないので、次のような場面が考

えてみました。 

 

 学校      学校保健委員会で市の仕事としての救急や市民病院の機能を、救命

救急法と一緒に生徒に教える。 

         夏休みのプール開放前に開かれる救命救急法講習会で、市民病院の

２次救急としての機能を保護者に知らせる。 

 保健センター  妊婦（父親、祖父母）向けの講座や乳児検診などで、乳幼児のけが

や病気、小児救急についての基礎知識を教える。近所にかかりつ

け医を持つことも指導するとよい。 
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 児童館     母親クラブの行事として幼児のケガや病気についての学習会を開

き、賢い小児科や救急の受診の仕方を知らせる。育児現在進行形

の母親達なので、質問がいっぱいあるはず。Ｑ＆Ａコーナーの充

実を。子連れで参加しやすい場所であることもいい！ 

 公民館     家庭教育学級で市民病院の機能（診療科）や救急について保護者に

知らせる。子どもの健やかな成長のためには保護者の健康も大切

なので、市民病院や保健センターで受けられる各種検診について

も宣伝するとよい。 

 市役所     市民病院や消防署や保健センターは、依頼があれば出前講座に講師

を派遣できることを市内の各種団体に周知する。具体的な講座例

も付けるとよい。 

         講座では、市民病院の機能と２次救急の役割、救急医の勤務実態な

どを必ず説明し、安易な１１９番通報やコンビニ受診を防ぐ意識

を市民に広げる。   

 

人は目前に差し迫った問題以外に関心を持ちにくいものです。対象者を絞って必要と

される知識を重点的に知らせることで「役に立つ講座」という評価が上がります。参加

者への直接的な効果の他に、口コミ等による間接的効果も期待できます。 

教育には時間がかります。１０年くらい活動し続ければ、市民の認知度は高くなるで

しょう。 

 

病院サポーターは必要か？ 

 病院外の団体との折衝に多忙な医療関係者だけで対応することは不可能です。市民病

院・市役所・市民から成るサポーター組織が必要でしょう。市役所職員は病院事務に精

通することはもちろん、事業の行く末を見届けることができるくらい長く市民病院担当

であることなど、人事上の配慮が必要です。市民は多様な年代・職業を代表し、市民の

声を集めるアンテナであると同時に市民病院の正しい情報を広める発信者にもなりま

す。定期的に新メンバーを募集して組織の新陳代謝をはかることも必要です。 

 新市民病院建設のための１００人会議ですが、建物ができた後の延長戦をやってもい

いかな、と私は思っています。 



- 18 - 

 
常滑 50 女性 

  

市民が支える病院をつくりたい。 

① 病院と行政、開業医、福祉、介護施設が連携し、地域医療に関する情報提供・発信を積

極的に行っていくことにより、市民ひとりひとりの健康に対する意識を高めていく。 

 市民病院の経営や臨床についても情報開示していく。 

 「市民病院だより」を「医療だより」にして地域連携を図る。 

 病院の現状や医療ｽﾀｯﾌの過酷な勤務状態などを市民に発信し、理解してもらう。 

 コンビニ受診を減らすためにフローチャートを作る。「病院に行くその前に」 

② 100 人会議を継続していくような形で、市民・行政・病院がコミュニケーション

を図り、市民が病院を支えていく。 

 施設見学やイベント（市民からも実行委員を出して）を定期的に実施して地域

医療への関心を高める。 

 医療スタッフが保育園・学校・PTA・町内会・老人会など地域へ出向き、意見

交換をして理解を深める。 

 病院でボランティアをして、協力したいという市民を増やしていく。（長期休業

中は学生にも声をかける。学校もボランティアしたことに対して何らかの評価

をしてほしい。）車いすの介助・託児・花壇の手入れ・本の読み聞かせ・音楽な

ど、ひとりひとりがやれることを見つけて、お世話になる病院に協力していこ

うという気持ちを持ち続ける。 

③ 何としても常滑市に入院ベッドのある新病院を建設するために、市民のひとりとし

て、できる限りの経済的な支援もしていく。 

 市民債の募集に協力する。 

 大変な社会状況の中で寄付は難しいことかもしれないが、痛みを分かち合うと

いう意味でわずかでも協力する。 

※税金を払っているから、行政にやってもらうのは当たり前という時代ではない。

市の職員も懸命にやって下さっている様子に頭が下がります。元市職員の方はどう

思っていらっしゃるのでしょうか。何かの形でぜひ応援してもらいたい、というの

が市民の正直な気持ちです。 

 

100 人会議のメンバーになる前は、この財政難で新病院をつくってさらに赤字を増

やすのは反対と思っていたが、今はぜひ常滑につくりたいという気持ちに変わってきた。 

年金を受け取ることができ、ある程度裕福な？高齢者にとってはもちろん、これから

の常滑を支えていく若い世代の人々のために、今この常滑に身の丈にあった小粒でも魅

力のある自慢できる病院をつくりたい。 
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常滑 20 女性 

 

 貴重な会議に今回参加させて頂き、ありがとうございました。たくさんの病院関係の

方、常滑市役所、会を運営して下さった皆様に感謝致しております。 

 市民の声を一つ一つ丁寧に聞いて下さり、毎回嬉しく思いました。 

 最終的な意見として、第一に新しい市民病院を是非、実現して欲しいというのが一番

です。又、実現していく際にもここで終わらず、建設中、建設してからも、このように

市民の声を聞いて頂きたく思いました。 

 内容的な事、具体的事項で、個人的に女性側としての意見は、毎回意見させて頂きま

したが、産科・婦人科の充実、女性医師の確保を願っております。 

また、このような市民会議を開いて下さいますよう、よろしくお願い致します。 

 ありがとうございました。 
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常滑 ５0 男性 

 

 百人会議に、参加させていただき、ありがとう御座いました。 

私どものような素人を相手に、スタッフ皆様方のご苦労は計り知れなく、さぞ大変な事

だったと思います。きっとすばらしい新常滑市民病院が出来ると感じております。 

今回さまざまな問題が有る事を知り、又考えさせられ、それらを踏まえて自分なりの意

見を述べさせていただきます。 

 使いやすい病院として、最低限患者のための駐車場と市内巡回の送迎バスが必要だと

思います。 

頼れる病院として、救急の受け入れと入院が出来ること。 

 信頼できる病院として、医師不在の診療科を増やすより総合診療科的なものを設けて、

その患者に合った治療のできる病院に紹介、転院などのシステム作りが出来ないか。 

 診察の待ち時間は短ければ、それに越したことは有りません。しかし、患者は具合が

悪くてそれを治したくて診察を受けるので、そのことが優先される。 

 予防医療などを市民病院から住民に対して発信してみてはどうか。 

 売店、喫茶、待合室、コンビニ、その他病院内の何処にいても診察の順番が来たこと

がわかるように。 

 以上、贅沢を言ったらきりがないですが、種々の問題をクリアーして、少しでも理想

の病院に近づいてもらえたらありがたいです。 

 これから非力ながら、常滑市民病院を応援させていただきます。 
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常滑 60 男性 

 

新しい市民病院を創るというとこを前提とした 100 人委員会が発足して4 回が経過

しました。 

昭和 34 年 5 月の開院以来市民の総合医療を担ってきた病院も医師不足や耐震問題、

市民１人当たり 20,000 円以上の負担を強いられる経営状況であり経営改善、民間委

託等改善も進んではいるものの今以上を求められています。 

年間救急搬送 1,800 人を含む救急患者 8,000 件を拒否することなく受け入れたこ

とに対し 100 人委員会、委員全員といっていいほど感銘を受けました。先進医療もさ

ることながら 4 回を通じて常滑市民病院がいかに再構築していくかを病院、行政、100

人委員会で検討しました。 

現在老化も進み、今後起こるであろうとされる東海、東南海大地震等による液状化現

象、津波も予測されニュータウンへ建設が予定されています。 高台とはいえ東海大雨

のときは常滑中学校へ通じる道はすべて遮断されました。どんな場所へ建設されたとし

ても想定外はありうることですので危機管理は今以上に必要とされます。 

診療科目において心配されているのが特に呼吸器、整形外科であり老齢化が進むにつ

れ総合医療から観ても必要であり基本構想策定委員会プラスアルファ（市民全体依頼）

で要望していく必要があると思います。 

特定感染症指定医療機関について、常滑市は中部国際空港の直近であり海外からの感

染者、空港で働く方々が感染した場合の対応、治療が可能な施設を共有ことが望まれま

す。 

また、市医師会と協力して二次医療病院としての確立を図ることを求めます。 

昨今、安全、安心という言葉が 1 人歩きしているように思われます。 

安全は「おもいやり」からうまれ、安心は「こころづかい」からうまれる。院内では

車椅子とストレッチャーがとおり過ごすこともできないし、エレベーターでは看護師と

ストレッチャー、機材が同時にスムーズ乗れない、院内表示は健常者の目線でありうつ

むいて歩く患者の目線ではない、事務職は患者に 120%で接して 90％の理解が得ら

れる。 

院外をボランティアの人と車椅子で散歩できるような「ゆとり科」ができて欲しい。 

アクセスについては市民病院だけではなく市全体として民間と協力して再検討して

いただきたい。 
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常滑 ５0 男性 

 

 大災害時にも十分に対応できる「新市民病院」であってほしいと先ず思います。かと

いって総合病院的な大規模な病院でなくても良いと考えます。常滑はこれから多少の人

口増加が見込まれるものの、一層高齢化が進むなかで「新市民病院」にとってどこに重

点を置いて設立すべきか考えてみました。 

① 高齢者が利用する診療科の充実を図る。 

② 新しい命を安心して誕生させられる産婦人科の充実。 

③ 空港関係で起こりうる災害に対応できる緊急対応施設の充実。 

以上の３点を「新病院」設立の３本柱（診療科目の厳選→厳選した理由を市民に理解

してもらう）にする。 

①～③の３本柱が機能するためには、一次医療・二次医療・三次医療について市民に理

解してもらう必要があると思う。ちょっとしたことで「救急車」を呼んだりする現状が

あることを今回の話し合いで知りました。恥ずかしい話しですが、今まで「一次医療」

と言われても意味が分かりませんでした。「１００人会」に参加することで分かりまし

た。広く市民に例えば「救急車の利用について」知ってもらうためにも「一次医療」な

どと難しい言葉は使わず理解しやすい言葉で説明をする機会を設けたり、「防災マップ」

のように、「病院マップ」「こんなときは」というマニュアル（B4 版のポスター形式で

家庭内に貼れるもの・子供用に下敷きに印刷）を各家庭に配布してはどうでしょうか。

一人暮らしの家庭には、各地域の民生委員に協力してもらい説明をするなどの努力をし

たらどうでしょうか。市民一人一人に周知してもらうまでは時間がかかると思いますが、

こうした広報活動は必要だと思います。そうすることによって、「新病院」の３本柱と

なる診療科がより充実すると考えます。 

「常滑市民広報」がどれだけの人に読まれているか分かりませんが（私自信隅々まで

読んでないのが現状です）、市民に知ってもらいたいことをしっかり伝える方法も検討

すべきだと思います。 

広報活動により「新病院」の３本柱について理解され実際に運用されるなかで、私が

現市民病院を利用して思ったことをもとにこんな風だったらと思うことを次にあげま

す。 

ア 駐車場の整備と止めやすい駐車スペースの確保 

イ 診察室での医師と患者とのやりとりが聞こえない診察室 

ウ 診察までの待ち時間を短縮するために予約制を導入する 

エ 子供と一緒に利用できるトイレやウォシュレット付のトイレの設置 

オ 巡回バスの新設 
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受付・案内という観点で、８月２１日の会で話題になった、「～様」について考えて

みました。ある時期から「～様」と呼ばれるようになりとても違和感を感じました。し

かし、どこへ行っても「～様」が増え、私が通っているスポーツジムでも「様」が使わ

れるようになり聞き慣れてきました。しかし、改めてこの「～様」について意見を求め

られ、やはり以前感じていたような違和感を持つようになりました。この「～様」を使

うことについては、インターネットで調べる限り、最近では「～様」から「～さん」へ

戻す病院が増えてきているとのことでした。私が思うに病院において患者である相手が

目に見えない所にいる時は「～様」を使っても構わないが、面と向かって患者に「～様」

を使うのは不自然だと思います。～コンパクトで明るい病院～ 
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南陵 60 男性 

 

1､ はじめに 

常滑市民病院は、常滑市の基幹的な公的医療機関として、地域医療の確保のため

重要な役割を果たしているが、近年、損益収支をはじめとする経営状況が悪化する

とともに、医師不足に伴い診療体制の縮小を余儀なくされるなど、その経営環境や

医療提供体制の維持が極めて厳しい状況になっている。そして、それが市の財政を

著しく悪化させている。このような状態が続くと、現在計画されている新病院建設･

移転どころか、病院存続も危うくなる。 

そこで、病院再生のため、つぎのような病院関係者全員による活動の導入と展開

を行うことを提案する。 

 

2､「全員参加の病院保全」THM の導入と活動展開 

1) 収支健全化の目標の設定 

９億円/年の補填ゼロを目指すためには２つの方向がある。１つは収益は増えな

いとみて、費用を削減する。もう１方は、費用を削減せずに収益を伸ばす方向。

前者には、相当な痛み（人件費カット(△19%)）を伴う。後者は、入院および外

来収益を２０％上げることにより達成できる。（次ページの収支改善表参照） 

2) ｢悪魔のサイクル｣から｢天使のサイクル｣への切替え 

321 人の職員のみなさんが、日夜懸命に働いてなお２０％に近い赤字が発生し

ている状態を｢悪魔のサイクル｣に陥っていると見える。これを関係者全員で意識

を変え、明るくホスピタリティに溢れた病院に一歩一歩楽しい活動を展開するこ

とによって変えていく、いわゆる｢天使のサイクル｣を回していくことにより、そ

の結果として目標が達成される。 

3) ｢病院保全｣の導入 

この活動は、病院の｢あるべき姿｣(理想状態)を達成し維持する要因系の活動で、

その活動が正しければ、結果はおのずと付いてくる。｢あるべき姿｣へ進むには、

数段のステップ（段階）がある。 

医師チーム、看護師チーム、職員チームなど、各チーム毎に、サービス保全、

品質保全、看護保全、救急保全、事務の効率化などの活動をステップ展開してい

く。活動は｢活動板｣で見える化する。 

ステップ展開は、例えば、①目標設定、②実態把握、③要因分析、④改善活動、

⑤維持管理となる。 
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3､ まとめ 

 詳しくは、後述に譲るが、これらの全員活動を通して、不可能に向かっていくプ

ロセス（過程）の重要性を体験でき、全員の感動と感激を呼ぶことになる。そして

その先に日本一の患者に喜ばれる病院として、また再建の鏡となり、病院を訪れる

多くの患者様の｢ハートフル･センター｣となるであろう。 
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鬼崎 ５０ 女性 

 

・ 常滑市民病院から発信！めざせ常滑村づくり。 

・ まず常滑駅からの道を「やきもの散歩道」のコースとして増やし、市民病院へ向

かうコースもつくる。 

 

① 夜間診療は地域の開業医との連携があってほしい。専門医がいないと救急外来に

行っても意味がない時があるので。 

② 待ち時間や混雑を防ぐ為にも電話予約やインターネットで予約したりできたら

便利。診察時間が近づくと鳴るベルなどを渡すサービスがあったらいいとも思う。 

③ 診察室はカーテンで仕切ると話し声が聞こえてしまうので扉にしてほしい。 

④ 市民病院村で、食事、買い物～千円以上された方は無料バス券、無料タクシー券

などあったらうれしい。あとポイントカードがあって、貯まったらバスチケット、

タクシーチケットや買い物券になったりしたらいいかなとか。 
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常滑 ６０ 女性 

 

 先ずはこのような企画がなされ、それに参加できました事に感謝申し上げます。 

市民病院には、義父、義母、兄と最後まで手厚く看ていただき、大変お世話になりまし

た。 

それゆえ、心の拠り所として、最後には市民病院へ行けば良いと思っています。 

 さて、新病院には、ぜひ産婦人科、整形外科、呼吸器内科を備えてほしいと思います。

産婦人科は、子どもを産むという大事を他市へ行かなければならないとは不本意です。

整形外科、呼吸器内科は、常滑市は高齢者の割合が高いので必要だと思います。整形外

科については、先日院内を見学いたしました折に立派な手術室が使われず、道具置場に

なっているのを見て、とても残念に思いました。 

ただ、診察は何が何でも市民病院というのでは、待ち時間も長くなり、診察時間が短

いということにもなりかねません。ですので、まずは家庭医を持ち、高度医療とか救急

医療の場合に市民病院を利用するなど、二次医療を目指すべきだと思います。２４時間

コンビニ診療では医師を疲弊させ、運営に支障をきたします。診てもらう私たち市民の

方も考えなければいけないと思います。 

 次に施設、設備の事ですが、入院となるとそれは患者にとっても、家族にとっても非

常時であり大変な事です。それを少しでも和らげることのできる雰囲気が病院にあると

嬉しいです。例えば、パステルカラーのような優しい色合いの壁であったり、ギャラリ

ーがあったりです。 

また、病室では、ポータブルトイレは仕切りの中の一角に置くことができ、外からは

目につかないようにするなど、同室の人にも配慮のできる部屋であると良いと思います

し、そういった気配りは必要だと思います。 

シンプルで清潔感があり、ゆったりできる空間が良いと思います。そして何より、家

庭的で温かい対応のある病院であること。これを新病院の特徴にしていただきたいと思

います。ただ、それは今の市民病院の雰囲気をそのまま持ってゆけばいいと思います。 

 市民として、またこの会に参加させていただいた一人として、新しい病院を期待を込

めて楽しみにしています。 

交通の便の事も考える必要があります。 
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鬼崎 ７0 男性 

 

 「経営改善の一助として、事務局長職の充実を」市民病院事務局長任命の現状は、定

年に近い部長級が配置され、異動サイクルは２．３年で行われている。このような現状

では、本人の能力、資質は別として、やはり腰を据えて経営のノウハウを学習し、能力

を発揮することを期待することは難しい。 

 市民病院の事務局職は、部長級より上の参事級の待遇とし、病院経営の経験を有し、

実績を挙げている民間の有能な人材を登用すべきである。なお、任期も 5～１０年程度

は必要と考える。 
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南陵 60 女性 

 

〔１〕立ち位置 

○ 今までの築き上げてきた財産…市民とのつながりや人材、医療機器等を活かす。 

○ 常滑市民の健康と安心を守る視点を堅持する。病気を治すという視点だけでは不十

分と考える。 

○ 市民全員が使いやすい病院であり、そこで働く人が働きやすい病院でありたい。 

 

〔２〕 新病院に期待する役割・機能 

○ 現在でも１万人以上の救急患者を受け入れている常滑市民病院である。新病院にな

ってもこの救急病院としての機能は欠かせない。 

○ 現在、高度な医療機器が整備されている常滑市民病院である。これを活かすことを

考える。つまり、１次医療を行なっている市内の医療機関と連携した２次医療に力点

を置いた病院を考えたい。市内の医療機関から紹介されて高度な検査や治療を行い、

その検査や治療の結果、必要であれば更に高度な３次医療を行なっている病院を紹介

し、あるいは、可能であれば（通院の負担を軽減するためにも）治療は市内の医療機

関で受けられるようにする。このようなシステムをもった病院でありたい。 

○ 社会福祉と連携した病院が必要である。常滑市は、愛知県内でも高齢化率が高い市

である。終末期医療や、独居の高齢者の健康管理や退院後の生活支援など、社会福祉

と連携した病院経営を考えたい。必要であれば、病院の近くに高齢者福祉施設を設置

して、高齢市民の健康と安心を守ることも考えたい。 

○ 同様に、出産、乳幼児にも目を向ける。常滑市には産科医院がない。安心して出産

し子育てができるよう、産科や小児科の設置は必要である。 

 

〔３〕その他 

○ 新病院の建設計画地は、市民の足を考えると大変不便なところである。現在の市民

病院も不便ではあるが、それ以上に不便である。コミュニティバスなど、公共の足の

確保を考えたい。 

○ 市民病院で働く人が、人間らしい働き方ができるようにしたい。そのためにも、保

育環境の整備は必要である。保育所のみならず、長期休業中の学童保育も考えたい。 

○ 常滑市民の健康生活の基盤づくりのため、あるいは、医療活動・救命活動への関心

や人命尊重の精神の育成のため、病院スタッフが積極的に子ども達の教育にかかわる

ことを考えたい。 

○ ８０億円は大金であるが、必要以上の医療行為や投薬をするなど採算を優先した行

為はしない。 
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常滑 ６0 男性 

 

 現在の市民病院のスリム化、必要最小限の科目にする。 

事務局のいっそうの努力によって赤字を最小限にする。 

黒字の病院の経営方針の取り入れ、どんな科目を中心に取り入れているか調べて新病

院に取り入れること。 

あった方がいいなという科目は一時とりやめる事。 

経営改善については、若手職員の採用により人件費削減。 

救急医療中心にする事。 
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青海 60 女性 

 

◎市民が創り支える病院 

・市民から愛され、大切に思われる病院 

・市民のボランティアが支援する病院 

・寄付募集及び、小額の出資額を決め募集により多くの協力者にサポーター意識を持っ

てもらう。 

・市民が入った評価委員会を設置し経営・医療・その他全般にわたる評価・問題指摘を

継続して行っていく。 

 

 

◎新病院に期待する体制・意識・機能 

・医療業務は院長が司り、経営業務は別のプロフェッショナルを迎え、民間のいい面を

取り入れながらチームを組んで常に改革及び問題意識を持って業務する体制。   

市職員も病院専属で募集した方がよい。(市長=会長 経営管理者=社長 院長=工場長 

という立場か? ) 

・２次医療を中心に亜急性期にも力を入れる。(空きベッドをつくらない努力) 

・１次医療でも患者には違いないので親切に受け入れる体制を。 

・多くの患者に来てもらう努力が必要。経営者の立場なら当然。 

・病院関係者全員が危機感を持って健全経営に取り組む意識を啓発する。 

・患者のニーズに答え、回復期、リハビリ、慢性期の受け皿を民間施設との連携で紹介

する。(その親切さが次の患者を増やす) 

 

※救急車利用は市民のニーズが高いがタクシー代わりにさせないために 1,000 円

～2,000 円程度の有料にしてもよい。それで救急車を呼ぶかどうか考える選択

肢が発生する。 

 

・コンビニ受診を防ぐため小児救急の受診の目安の冊子を配るか、又は病院だより、市

の広報などで「病院に行くその前に」対応の仕方を市民に呼び掛ける。 

・名大病院と半田病院と特に密接な連携を保つ。(市長もそのために行動する努力) 

・半田病院からの患者の受け入れも必要。プライドより経営の健全化を重視。 

・開業医とのよりよい連携・常滑市民病院に紹介・逆紹介などでいい関係を保つ。 

・市民も口コミで医者、医学生を捜し紹介する。 

・現在の温かい人間関係を持続させつつ病院スタッフが働きやすく魅力を感じる病院に

する。 
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・診療科は産科、整形外科復帰はもちろん、現在の診療科が必要なら維持。 

・常滑ならではの特科をつくり有名医師を招くことは理想。 

・事務は最新機能を導入し、できるだけ事務職員は減らしてもよい。 

・医師、看護師、看護補助員等、直接患者に接する職種の人は人数にゆとりが必要。 

・またかかりたい。家族知人に勧めたいと思わせる病院 

・医師数にゆとりができたら午後の診療・夕刻からの診療も考えてもよい。 

・患者の待ち時間を短くする知恵の結集が必要。 

 

 

◎どんな施設・設備を望むか? 

・各地の新設病院の利点を参考にした上、設計の段階で必ず複数の女性が参加し意見が

言える場を設ける。(女性医師、看護師、事務職員、一般利用者など) 

・事故などの救急患者をすぐに手術室に搬送できる設計(エレベーターで上がれば手術

室等) 

・現市民病院にある高度な医療機器は出来る限り持っていく。(コスト削減のため) 

 

・全体に威圧感のない造りで、ロビーは憩える雰囲気が必要。 

・スペースに余裕のあるゆったりとした設計。 

・設計会社は病院建設に経験豊富で優秀な会社を選定。 

・将来高齢者用の施設が隣接してできるような、また増築も可能な将来を見据えた用地

の使い方が必要。 

・病院スタッフのために診療科・病棟以外の環境を整える。(仮眠室・休憩室・食堂等) 

・患者のために検査室等は機能的に配置しなるべく動線を短くするよう設計する。 

・ロビーから各科の表示が見渡せる造り。 

・診察室の待合はプライバシー(声が聞こえないよう)が守られるような工夫が必要。 

・トイレは多目的の、子供連れでも入れるおむつ替えのベッドや椅子付きのものが必要。

身障者用と兼用でもよい。 

・待合で連れてきた健康な子供が遊べる小さなコーナーをつくる。 

・会計支払いはわかりやすくスピーディーにできる仕組み。 

 

・病棟は明るく南側の部屋が多いつくり。 

・個室を規定数分つくる。洗面・トイレ・シャワー室を付ける。 

・大部屋にも１つづつ全員で使うトイレ・洗面が必要。スペースがあれば着替えを入れ

る収納タンスがあるとよい。 

・見舞いに来た人と気兼ねなく話せる団らん室またはコーナーが各病棟に必要。 

・院内保育所の設置(女性スタッフが働き続けられるように配慮・外来患者のための託
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児も併設) 

 

・レストラン・喫茶の充実。一般の人も来たくなるような魅力的なもの。 

・隣接のベイシアと間隔的に可能なら交渉し病院とつながる屋根付き通路を設けてもら

う。 

・ベイシアの他、商業施設用地に人気のある店舗を誘致し、隔離された病院ではなく人

が集まり憩うようなゾーンにしたい。 

 

・現在のテレビ・冷蔵庫用のカードは高すぎる。半額位にしてもよい。 

・植栽を多くし、ベンチを置いたりして、軽度の患者が戸外で少し憩えるようなスペー

スもあるとよい。 

※花壇をつくりボランティアに管理をしてもらう。 
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南陵 40 女性 

 

(1) 新病院に期待する役割・機能は？ 

・私はガン治療に力を入れた病院にして頂きたいです。ガンは東日本大震災の原発 

事故の影響で、これから患者数が増えると思うからです。今の市民病院には、放射

線治療の設備がないとお聞きしました。高額な設備を投入しても、それに見合う患

者数がないと・・・というお話も聞き、治療が必要な患者さんには、半田病院と連

携して治療していただくという事でした。でも、新病院には絶対にどんなガンに対

してもパーフェクトな治療ができる設備を入れていただきたいと思います。 

・常滑市内でお産できる病院が一件もないので、産婦人科は絶対に必要だと思います。 

 

 

(2) どんな施設、設備を望むか？ 

・現市民病院はトイレ、エレベーター、廊下がせまく、きたない印象しかありません。

新病院には、清潔感ただよう落ちついた広々とした雰囲気にしてほしいです。ソフ

ァーなどは、汚れの目立たない濃い目の色を選ぶと良いと思います。 

・診療室は今だと前の患者さんのお話がきこえる時があるので、できるだけプライバ

シーが守られるよう考えていただきたいです。 

・駐車場の 1 台 1 台のスペースを今よりも広くして頂きたいです。小さな子供をチ

ャイルドシートから降ろしたり、お年寄りの乗り降りにも、スペースが広くないと

不便です。 

・病室から、セントレアの景色を見ることができるとうれしいです。飛行機の離発着

や、海の輝きを見て前向きな気持ちになれると思います。入院中はつらい治療や痛

い思いをするので、心が癒されるような病室になると良いと思います。 

 

 

(3) どんな医療サービスを望むか？ 

・他病院にはないサービス。例えば、平日の夕方、週に１～２回診察して下さるとか、

中高生向けに予防接種の時間を考えて頂くとか・・・そんなサービスがあると利用

する機会が増えると思います。 

・喫茶についてですが、美浜町の知多厚生病院のような、焼きたてのパンが食べられ

るカフェがあるととてもいいと思います。小児科での待ち時間や、お年寄りの付き

添いとしての待ち時間に気楽に入ることができ、イライラすることなく、待てると

思います。又、入院している患者さんやお見舞い客にも気をつかわずお話できるス

ペースになると思います。 
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・コンビニも入ってほしいです。すぐ近くにベイシアが出店予定ですが・・・やはり、

病院内から出られない、患者さんや付き添いのため必要だと思います。 

 

 

（４） 市民が創り、支える病院とは？ 

・私はこの 100 人会議に参加させて頂き、これから建設される新病院がとても楽し

みです。個人として少しかかわることができると、常滑市民から愛される病院にな

ると思います。ですから、新病院のオープン前には、見学ツアーを何回も行うとよ

いと思います。そして常滑市民みんなの力を合わせてできた病院となると・・・市

民が大切にきれいに利用できると思います。 

・今の場所より、不便な場所だと思うので、交通手段の確保は必要だと思います。バ

ス停を小刻みに作ってほしい。（お年寄りが自力で行ける） 

・看護師さんの教育にも、力を入れていただきたいです。体が弱っている時、やさし

くされると本当にうれしい気持ちになり、又、利用したいと感じます。利用者数を

増やす事が経営改善につながっていくと思います。 

・空港に近いから、感染症対策や、震災がおきてもしっかり対応できる病院にして頂

けると心強いです。 
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常滑 60 男性 

 

  市民病院のあり方については、病院側の期待と利用者（患者・市民）側の期待が真逆 

になることがしばしばある。例えば、患者の受け入れひとつとっても、病院側はできる

限り多くの患者を受け入れたいと考え、受付をオープンにすることが一般的だが、その

ことにより、受付ロビーには診察待ち、薬待ちの人たちで溢れかえる光景をしばしば体

験したことがある。（常滑市民病院は診察したことが無いのでわかりません）患者側か

らすると、病院に行くと一日仕事になると考える人も多いと思う。民間医院の多くは予

約制を取っているので、診察を受けたいときは事前に電話を掛けて診察可能の時間を確

認して予約を入れ、その時間に医者に行けばいい。3～4 時間かけて数分の診察を受け

る。病院側としては、申しわけないと思っていても中々改善が進まない。（最近は、外

来と緊急・入院で患者対応を分けて対応していて外来については予約制の所もある） 

 

また、経営についても病院側と市民側では大きな乖離がある。市民病院側は市民・地

域の健康と安全が第一と考えることが基本理念であり採算は二の次になる。民間の医療

機関の多くは特殊な技術をベースとして市民が羨ましい程の高収益を達成して居る機

関・個人が沢山ある。何故だろう疑問を感じる。「様々な収益改善に取り組んでいます」

と言っているが本当だろうか、国鉄・電電・専売など民営化された今、多角化など様々

な収益改善に取り組み、競業企業を相手に優秀な企業に成長している。様々な法的な制

約が有るものの税金による収益補填を背景に、収益に対する改善の取組の本気度が低い

と疑わざるを得ない。病院側と市民側にギャップが有ると考えられる。市民としては、

現状は多くの公的病院が額の大小はあっても税金による補填は必要だと考えず、徹底的

に要因解析と対策に取り組んで頂きたいと思います。 

 

  多くの市民の方が、新生市民病院に期待することは箱物が新設され、綺麗で清潔にな

り頑丈で安心できるし高度な医療設備が導入されたといった他力主体のハード面（ある

程度、お金を掛ければ出来る）ではなく、精一杯、知恵を出した病院運営システムなど

ソフト面ではないだろうか。私は常滑市民病院の現状について理解していないので、一

般的な内容になり申し訳ありません。素人ついでに、新病院に下記 4 点を提案したい

と思います。 

 

① 受診方法に予約制の導入 

診療科目別に予約情報を公開し、インターネット・電話で自分の希望時間を予約

できる。病院の押し付け時間ではなく公開された予約情報から医師・日時が選べ

る。 
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② 効率の良い診察 

多くの病院では、医師毎に自分の診察室が在り、患者がその室に呼ばれて診察を

受ける方法が多いが、私が診察を受けたアメリカの病院では診察室に医師はいな

く診察で看護師など他のスタッフで対応できることは他のスタッフが対応する

ため、医師が複数の病室を巡回して診察をしていた。（入院患者の対応と似てい

る）医師が動くことにより、医師の待機時間が不要になる。他のスタッフについ

ても仕事量のムラ・重複・待機・動線など現状把握と解析を実施してムダの徹底

的排除と、市役所職員による応受援体制の確立。 

 

③ 診療科目の洗い直し 

現在、対応している 20 科目の診療科目別の収支内容はどうなっているだろうか。

医師に合わせて診療科目を決めていないだろうか。診療科目別に収支状況を把握

して、短期的に収益改善が難しい科目については民間医療機関も含めて代替を検

討し、可能であれば廃止することも必要では、合わせて収益の高い科目の強化・

新設を考える必要がある。 

 

④ 経営責任の明確化 

院長以外に経営に責任を持つ事務長を置く。但し、従来型の市職員による身分保

障された定期的な人事異動の考えをすてて、市長直属の特別採用の人が望ましい

のでは。 

 

前述したとおり、私は市民病院で一度も診察を受けた経験が無いので、今回の提案が

実施済みかもしれません。また、できもしない無茶苦茶な提案かもしれませんけど、思

いつくまま提案させていただきました。 
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青海 30 男性 

 

・ 市民病院は、急性期病院、回復期病院、出産、子育て支援、疾病予防に関する情報

提供と総合的な施設提供が必要。 

 

     「継続的な質の向上」と「徹底的な効率化」 

 

・市民病院に求めるもの 

① 安心、安全、丁寧な医療（スタッフに対する適切な人事評価も含む） 

② スムーズな診察、治療（特に外来の待ち時間短縮に対するコメディカルの効果

的な活用や医療コンシェルジュ、総合診療科の導入） 

③ 動線を考慮した診療、および、検査などの施設内配置 

④ 健康診断実施から医療的フォローの連携 

⑤ 医療からみた健康増進事業の推進 

⑥ アクセスの利便性（駐車場と病院の位置や公共バスなどの巡回） 

⑦ 複数階（立体）の駐車場の配置 

⑧ 憩いの場、研修の場、情報発信の場（健康フェスティバルの開催） 

⑨ 市内の開業医との連携体制 

⑩ 市内の福祉施設との連携体制 

⑪ 中部国際空港（セントレア）との連携体制 

 

 

・ 医師が働きやすい、効率的な、かつ、適切な対応をとるためには、コメディカルの

役割は大きく、特に外来での待ち時間短縮については、看護師による状態の聞き取

りの適切化を図ることが必要 

 

・ 市民病院職員は、院長はじめ、医師、看護師、その他のスタッフ全員に至るまで、

患者、利用者の立場に立った医療、その他のサービスを提供する意識を高め、継続

することが大切（組織や責任の明確化が必要） 

 

・ 医師、および、コメディカルにおいて、やりがいのある病院（職場）にするために

は、治療に対する適切な評価、また、治療だけではなく、患者の心や環境にどれだ

け配慮ができ、結果的に治療に対する効果をもたらせられたかの適切な評価を行う

努力を継続する 
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・ 全体の調整が取れ、新しい医療、考え方に対応することができる、企画室を中心に

各部署の責任者とその責務の明確化、情報伝達、決定機関の明確化が必要 

 

・ 第三者、もしくは、患者、利用者の定期的な評価（目安箱の設置）も、人事評価に

加えることでより迅速に的確にニーズを捉え、対応することができる（地方公営企

業法を全部適用の一日でも早い議会での可決と安定的な実施） 

 

・ 公的な病院とは言え、「赤字はしょうがない」という組織は、お金の無駄遣いにとど

まらず、効率化、適切化できることまでも「しょうがない」と、向上心も低下する 

 

・ 医療だから赤字はしょうがない（お金より治療が大切）から、利益（少なくとも赤

字の減少に務める）とともに得た利益で、よりよい医療（施設、スタッフともに）

へ常に向上心を持てるような意識に変えてほしい 

 

・ 常滑市は、高齢化率の上昇もあり、高齢者医療に力を入れる一方、常滑市民に限ら

ず、他の地域からも指名で紹介されるような市民病院になってほしい（有名な病院

へは、スタッフもやりがいや誇りを持って働くことができ、また、他の地域からの

患者を受け入れることで利益の向上、保険者の医療費の低減が図られる） 

 

・ その上で、常滑市民のみの特権を創る（例えば、地域の開業医からの紹介状のある

患者については、予約が優先される。また、入院時の治療にかかる費用以外の費用

を割引するなど。） 
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青海 60 男性 

 

１．はじめに 

・ 市民目線での初の取り組みに参加でき大変良かったと感じています。 

・ 本会議を企画、運営されたコーディネーター並びに関係者の方々が市民様々な意

見に耳を傾け聞く耳を持って対応、毎回資料作成、グループ分けなど新鮮な且つ

散漫にならない工夫、場の提供に苦労され概ね成功裡であったと思います。 

・ 関係者の皆様に敬意を表したいと思います。 

・ これからが本番ですが、是非ご努力を続けていただきたいと切望します。 

・ H27 年開業が大変待たれます。 

 

２．総括 

・ これまでにまとめられた新・常滑市民病院基本構想骨子（案）そってブレない着

地をまとめていただきたい。 

・ あえて付け加えていただければ太字の文面追加を検討願いたい。 

新病院の基本方針（７）の・・・・医療の公共性を確保するとともに、魅力あ

る診療内容を提供し活気ある病院に向け来院患者拡充と合理的かつ・・・ 

 

理由；患者数確保が全ての力、根幹、生き残りの統べ、生命線 

 

３．患者数確保のため 

（１）新病院の売り（特色） 

・いざのときの二次救急受け皿 

・安心・安全・信頼を目指した情報開示 

・安心感をいつくしむ解放的広い空間施設 

・病院/患者双方のムリ・ムダ・ムラ排除を目指した予約制 

・人間ドック/各種健康診断/地域診療機関との連携要検査患者の紹介受け 

・予約制度/定期健診継続 

・再診者の予約取り付け 

・地域診療医との連携/共有電子カルテの採用 

・待合室長時間待機の環境改善（空港を参考） 

 

４．経営の健全化 

（１）経営責任者の明確化 

・ 公共性を逃げ場にしない（医療内容・医療報酬に私立との差異はない、専門性
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の差異は経営方針） 

・ 税金の使い道/監査には行政の責任（天下の番人が必須。病院任せは非） 

・ 行政内に病院事業部新設/議会内に議員担当新設 

 

（２）二次救急対応医療設備中心の重点整備 

 

（３）医師 Vs 看護師比率の改善工夫 

・私立半田病院並み（半田 1；3、常滑 １：６） 

 

（４）病院施設、特色 PR のための定期内覧会開催 

 

（５）医師、看護師チームでの課外優良医療機関出張研修 

・仕組み・システム/モチベーションのたゆまぬ学習 

 

（６）潜在患者の発掘 

・予防、治療、悩み相談等全ての市民の方々に目を向け、足を運んでむらうため

の改善活動 

 

（７）医療スタッフの接客サービス 

・上から目線の時代に終止符 

患者 1 人当り診療費負担額；27,600/日・回（含む保険、市税負担）の高

額徴収に見合う対応 

 

５．課題 

（１）市立半田病院との経営統合若しくは医療連携 

・医師/看護師ほかの人事交流 

（２）市保健センター/半田医師会健康管理センターとの関係強化 

（３）夜間救急患者受け入れ体制 

・診療所医師の輪番当直協力システム（負担の分かち合い） 
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鬼崎 ７0 女性 

 

１． 新市民病院は対しては、市民・私共に大変期待しております。 

 診療科目は今まででいいと思いますが、整形外科、呼吸器内科の常勤医師は必

要と思います。現在、私の周りを見ても若い人達（足・腰の悪い人）が多いの

にびっくりします。 

 救急患者数は毎年７千件から８千件を受け入れていることと中部空港も近く

で海外からの感染症など重要な役割を果たしてほしい。他院との連携も大変大

事に思います。 

  

１． 施設、設備としては、ロビーはゆったりとして、廊下はベッドや車イスが楽し

く通れるように。待ち合い室等は緑の風のような空気の良い外景がみえると

いいですね。 

 トイレはゆったりとキレイで、ミュージックが流れているとホットします。 

 診察室はカーテンではなく、他人に聞こえないように。 

 

１． 現病院は若い看護師さんが多いけど、挨拶がしっかりできてないと思う。 

 誰に対しても明るく笑顔を心掛けてほしい。不安と心配で来る患者さんは、ス

タッフの笑顔が一番の薬といいます。又、職員同士でもさわやかな挨拶はとて

も気持ちがよいものです。 

 売店や喫茶店は、車イスの方も入れるように少し広い方がいい。 

  

１． 市民が創り、支える病院にするためには 

 医療費を払わない人を減らす。そのため、急に大金が必要な時などクレジット

カードの使用も役に立つと思う。 

 医師の負担はこの会議で討論を開き、改めて大変なことがわかりましたが、医

師の使命は「人間の命を救う」又「守る役目」と思います。患者さん第一に思

う真心の現れが、安心感となって老若男女がやはり市民病院は素晴らしいと思

えるようになり、病院を支えていこうと思えるようになると思います。 

 

１． 屋上に太陽光発電の設備をと思います。 

今、全国の公共の建物にこの設備が多く使われていますので、今回新しくなる

市民病院もどうかなと思います。 
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常滑 ６0 女性 

 

 今までに病院の事をこんなに考えた事はありません。色々と皆さんの意見が沢山出て

来て、あたり前にある病院が、こんなに沢山の問題をかかえているとは思いませんでし

た。 

近くにあって、あたり前の市民病院を作り上げてください。誰でもが、気軽に行ける

病院を作ってほしい。 
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青海 40 男性 

 

 １００人会議に参加して、市民病院の事が少し理解出来ました。何より病院に興味が

持てた事は私にとって良い経験になりました。市民病院の「強み（良い所）」、「弱み

（悪い所）」を踏まえつつ「新常滑市民病院のあるべき姿」をまとめました。 

 

●「市民病院の強み」 

・ 救急患者の受入れが可能。 

・ 病院職員が熱意を持って仕事をしている。 

・ スタッフのコミュニケーションが良く職場環境が良い。 

・ 建物は古いが医療設備は充実している。 

・ 市民の利用率が高く市民に必要とされている。 

 

●「市民病院の弱み」 

・ 慢性的に赤字経営で市政を圧迫・市民負担増 

・ 医師不足 

・ 市民病院を知る機会が少ない（どんな診療科があるか、必要とする先生が何曜日

にいるか、利用する為のルールなど） 

 

●「新・常滑市民病院のあるべき姿」 

①病院利用ルール一本化 

まず、第一に市民が利用しやすい病院創りが必要です。その為には、どうゆう

手順で病院を利用したら良いか、かかりつけ医と市民病院の役割の違いを分かり

やすく市民に知らせ、利用する側も安心して利用出来る仕組み創りが大切だと思

います。その結果として、市民が担う役割が明確になり、それに伴うボランティ

ア活動の役割も整理出来ると思います。 

 

②若手医師、看護師の教育・育成 

地方都市で公立病院ということから、ブランド力、収入でのアピールは難しい。

市民病院の強みは、スタッフのコミュニケーションが良く、職場環境も良い。そ

して、救急をやっていることから、実践的に多くの事例を経験することが出来る

ので、この利点を生かし、若手医師、看護師の育成に力を注いだら良いと思いま

す。「常滑市民は良い」との評判、クチコミが広がれば医師不足の解消になるだ

けでなく、医療、医師の質の向上にもつながると思います。「常滑市民」がブラ

ンドになれば、市民として誇りに思います。 
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③得意分野を伸ばす、創る 

常滑市民病院にはいくつもの診療科があると思いますが、その中で得意分野、

強い部分をさらに伸ばすことが必要だと思います。常滑市は高齢化率が高く、今

後３０年～４０年の経営を視野に考えた場合、市民中心の利用だけでは経営が難

しいと思います。可能な範囲で専門性を伸ばし、患者の減少を解消していくこと

が安定経営の基盤創りを構築してほしい。 

 

④国際化への対応 

セントレアのある街として国際化への対応は不可欠かと思います。海外からの

医師の受入れ、常滑からの派遣を行い国際化の情報発信を検討してほしい。また、

外国人旅行者向けの医療サービスとして、人間ドックや健康診断など新しいビジ

ネスモデルの構築を行い、セントレアのある立地を生かす取組を考えたらどうか

と思います。 

病院の建物が新しくなくても、今から皆で出来ることを地道に行い「みんなで

創ろう」の意識を高めていきたい。 
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鬼崎 40 男性 

 

職域（歯科医師会）の代表の一人として、出席させて頂いています。今回、参加させ

て頂き、とても勉強になりました。ありがとうございました。 

 

・口腔外科の常設 

常滑市民の口腔外科は現在、月・金の午後のみの診療です。地域の歯科診療所で治

療困難な方を口腔外科に紹介する際、他の曜日を希望する方には、半田市立や知多

市民を勧めているのが現状です。ちなみに当院では、常滑市民への紹介率は約３

５％に留まっています。 

 

また、病院に口腔外科がある場合、入院患者さんから我々開業医に往診依頼があっ

ても、「口腔外科がある病院では保険診療で往診してはいけない」という健康保険

上の決まりがあり、気軽に依頼に応じることができません。（自費なら可能です

が・・・） 

つまり、口腔外科を設置するからには、そこで入院患者さんの口腔管理もするべき

というのが、国の見解と言えます。 

 

以上の理由から、口腔外科の常勤医を置き、地域のニーズに答えると共に、入院患

者さんの口腔ケアまでフォローできれば理想と考えます。 

是非、実現できるようお願い申し上げます。 
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南陵 60 男性 

 

●参考テーマごとに自分の考えを書きます。 

(1) 診療科目は現状程度で、不足分は科目ごとに専門の医師を派遣してもらい月に何日

か開設する。 

救急医療は必要で大切ですが、患者に対応できる医師の確保が問題、専門外の時の

処置を考える。（とりあえずでは困る） 

開業医→市民病院→専門医療・大学病院の連携を特に大切に、確実かつスムーズに

行う。回復期になれば逆の連携をする。 

(2) 最新設備は望まないが、受付・会計・検査・診察の電子化・診察券が重要な役割を

する。検査情報、診察室パソコンに。 

(3) 待ち時間の有効利用（病気健康に関する情報を受け取れる様にするテレビ、資料等） 

セカンドオピニオン制度（希望、ハッキリしない病状の時） 

健康管理、予防医療を推進する。安価な人間ドックを年 1 回程度受けられる様にす

る。 

(4) あまりわからない 

 

その他：医師、看護士の自主研修を推進し、やる気と新しい技術を身につけてもらいよ

り良い医療スタッフになってもらう。 

 

●視点についての意見 

(1) 信用・信頼・納得があればどのようにでも 

(2) 研修医師、定年後の医師の積極的な活用 

(3) 患者により変化する 

(4) 救急医療の初期対応は必要、高度医療については連携により対処する 

(5) 色々専門分野の違いもあり、得意医療機関と事前に連携をできるよう努力する 

(6) (2)で書いた事と、近隣病院（開業医も含む）と交流（一時派遣等）に努力する 

(7) あまり経営という事になじまないと思う。市民に喜ばれる病院にすること 

(8) わからないが、是非そのようになってもらいたい 

※市立の病院の場合 

公立病院であるため、病院に係る法律、条例等でできない事は沢山あると思います

がその事はわかりません。 

 

身近で安心して頼れる病院が出来る事を願っております。 
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南陵 20 女性 

 

私は５回あった１００人会議に２回しか参加できませんでした。 

そのため他の方々とは違い、これまでの会議の理解が乏しいかと思いますが意見を述

べたいと思います。 

 

「患者の満足と医療スタッフのやりがいの両立について」 

 患者に対応するのは医療スタッフなので、まずは医療スタッフのやりがいを感じるこ

とのできるような余裕をもたせないをいけません。 

やりがいというものは賃金といった即物的なものではないので、心に余裕がないと

「やりがいを感じる」ことは難しいことかと思います。 

よって、医療スタッフの心に余裕をもたせるために、働きやすい職場を用意すること

が大事かと思いました。 

どこの病院でも、人件費を考慮しないのであれば医療スタッフ、特に看護師や医者を

増やしたいところでしょう。 

そこで看護師は女性が多いので、結婚していても、子育て中でも働きやすいような環

境を整えるべきだと思います。 

たとえば、病院に託児所を作る、短い時間（午前だけ、午後だけ）でも働くことがで

きる、などといったことが整備できたら賃金は多少ほかよりも低くても、働きたいとい

う看護師や医者はいるのではないかと思います。 

いきいきと働いている医療スタッフに対応してもらうことができれば、接遇に関して

患者の満足度もおのずと上がると考えられます。 

建物は新しく、きれいなのですから設備に関しては患者の満足度はもともと高くなる

と思います。 

働く人にやさしくない職場は、患者にはやさしくできないと思いますので医療スタッ

フが物理的にも精神的にも働きやすい病院をつくってください。 

 最後に、「お金がない」というのはどこの会社でも一緒です。お金をかけなくてもで

きる患者へのサービスはあります。 

笑顔であいさつをする、ゆっくりわかりやすく説明してあげる気遣いだけでも患者の

病院への満足は上げるかと思います。 

医療現場のことをわかっていない！と思われるのを承知で書いております。 

失礼な文章がありましたら、申し訳ありません。 
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南陵 ６0 女性 

 

 今の常滑市民病院は全体に暗い狭い。新しい病院は全体的に窓、廊下、待合室など広

く明るく。交通の便も良く。飾りなどシンプルに（高価な者は寄付で）常滑焼も活用し

たら？ 

 

 

 



- 50 - 

 

鬼崎 ６０ 男性 

 

 今、手元に常滑市民病院発行「看護師募集のご案内」リーフレットがあります。オー

ルカラーで、院長・看護部長のご挨拶はじめ、看護部の理念・行動指針、キャリア開発

概念図、新人教育プログラム、先輩・他部署からのメッセージ、そして、常滑ってどん

な所？など、内容豊富でスタッフの輝く笑顔がいっぱい掲載された案内書です。表紙に

は「輝く未来へ輝く笑顔で」その次に、「２０１５年 新病院開院します！」とはっき

り表示されています。本文、院長のご挨拶でも、わざわざ吹き出しで「平成２７年 新

病院開院です！」と、力強く宣言されています。嬉しいですね。頼もしい限りです。一

次医療とか亜急性期、臨床工学技師、特定感染症、医療シーリズムなどの医療用語はも

ちろんのこと、医療資源（医師不足など）や経営改善（一般会計繰り入れ金など）の専

門的な事は難しくて、素人のぼくには分かりません。でも、ぼくには新常滑病院（総合

病院）が必要なのです。ぼくには生涯薬を続けなくてはならない慢性疾患が複数あるか

らです。ぼくにとって、病院へ通うことは非日常的な関わりではなく、ぼくの、生活の

一部なのです。 

常滑市民病院は医局が大きな一つの部屋になっていて、科を越えての連携が良いとの

こと(院長のお話)。患者にとって、本当に心強いことです。常滑市民病院のスタッフは

どの部署の方も接遇、応対が、とても感じ良く、いつも感心しています。笑顔で挨拶、

呼びかけ、声掛けをしてくれます。病院利用者には、お年寄りも多くて、時には大きな

声での説明や何度もくり返しての案内などが必要で、苦労も多いと思いますが、大きな

病院ではマネの出来ない、まるで隣のおじいさん、おばあさんと話すような、気安さで

キメ細かい、工夫・努力をされています。看護部の「おもてなしの心」が全職場に行き

渡っている証だと思います。ありがたいことです。ひとりひとりの患者さんに寄り沿い、

大切にしていることがよく分かります。 

１００人会議で、どなたかが提案されていました。新常滑病院の目玉を「日本一コミ

ュニケーションの良い病院にしよう。」と、大賛成です。その実現のために、ぼくも市

民の一人として出来ることをこれからも続けてまいります。 
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常滑 40 男性 

 

  市民病院は、今後精神医療分野を教育や福祉等の行政をサポートする意味でも常設し

てもらいたいと考える。他の地域や機関に調査分析依頼することなく市独自として医療

行為だけでなく、就学診断や自殺対策、生涯教育等の行政サポートとしての市民病院を

目指すのも一考ではないかと思う。 

  あと障害者、女性、高齢者、様々な社会的弱者が弱者にならなくてすむスロープ、エ

レベーター、トイレ等の設備はもちろん、スタッフの教育やボランティアの育成、参加

の機能と機会を作りましょう。 

  “市民”病院であるから、スタッフもできる限り市民になってもらうべく市の環境整備、

住宅生活、インフラ整備を推進し、病院建設のひとつの事業と考え、病院建設と他の建

設及び公共事業をできるだけ連動させトータルな社会事業として位置づける。そのこと

により、医師不足対策として、”この町に暮らしてみたい”と考える医師が現れれば幸い

かな？（疑） 

以上 3 点が主に”病院をつくる”ことに関しての意見であるが、それ以上にこの市民会

議を通じて考えさせられることは、市民が集まることの力の大きさです。様々な意見、

アイディア、視点が示され、日常生活の中から生まれる情熱を感じます。行政や研究を

成業とする人の集団からもたらされる視点や意見に対し、新鮮なエネルギーや考察の道

すじを与えることができると感じました。 

市民病院の運営には、斜余曲折があると思います。50 年前と 50 年後では大きく異

なり、今から 50 年は”建てたら OK”という発想がすでに通用しないことは明らかで、

建てる前からメンテナンスや建替まで見通し、建設後、数年ごとの見直しが求められて

いくことになります。行政の展開速度も加速していくと思われます。”市民病院”のこと

が常滑だけで解決していく問題ではもはや無いと考えます。そのことにより、この会議

の成果を成果として残すためには”発信力”が大切だと思います。市の内外に向けて”考
える 100 人会議”の情報を広く発信することを要望します。国に向けて、医師に向けて、

市民に向けて、アピールして頂ければ幸いです。特に今後この問題が行き詰った時、再

招集すれば打開のパワーになると考えます。また、参加者も有権者以外、特に子供たち

の発想も取り入れる機会があればいいと思います。継続して、市民病院のサポート会議

でもよいし、別の問題（財政全般、競艇、焼き物観光）について取り組むもよし…。 

是非、市民パワーを発信する機能と機会をより具体的に形にしていきたいと願います。

そのための協力はおしまないつもりです。ありがとうございました。 
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青海 60 男性 

 

 最初に話をしなければ成りませんが、半田病院との統配合については、「NO」と言う

事です。新病院を正常に近い状態で運営することが出来るのか考えて進めなければいけ

ません。まず、初めに市税からの繰入金の大幅な減額を実施すること、これが実行でき

なければ市民にとって不必要と言わざるをえません。 

それで医療の質の低下をさせない、お客さん＆患者さんのニーズにあったサービス

（医療面・ソフト面）両面を合体させたサービスの提供をすることが大切かと思う。そ

れでは、以下に具体的に項目をかかげ、話をいたします。 

 

① 外来、入院を別棟とする。 

② バリヤフリーで身体障害者にやさしい建造物とする。 

③ 交通手段 

イ． バス路線の新設 

ロ． 駐車場の完備（利用しやすい） 

④ 税の繰入金の半減 

当病院は同一規模と比較した場合、大幅に押さえるのが必要。 

⑤ 近隣病院、又地域の診療所との連携を図り、患者さんに対しスムーズな対応を取る

ものとする。 

⑥ 病院でのスタッフ、全職員の経営学の向上 

お役所的な考えは切り捨てる。 

⑦ 健全な病院運営を行う上で、病院サイド、市側、一般市民、三者間での委員会をも

うける。（病院運営委員会） 

⑧ 現病院の現状移転 

医療機器、サービスの内容、スタッフで新病院をスタートさせ、市民が安心して生

活できる所として発展させて下さい。 

 

最後に現病院・スタッフ・機器は、私個人の考えですが、賞賛するものがあると思う。

この立派な物（スタッフ等）を大切に、経営感覚をしっかり合わせもった病院運営をす

ることが大切と思う。 
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青海 40 男性 

 

統計データをみても、年々患者数は減少傾向にある。セントレア開港により、人口 

は増加傾向に反転したが、患者数がそれに連動して増加するとは思えない。そもそも 

医療の目的は疾病の撲滅であり、患者が減るということは、喜ばしいことともいえる。 

（もっとも、常滑にアクセスするよりも名古屋の方がいいという理由で患者が減って 

いる側面は否定できないので、上述の論は的外れだとは思うが。）いくら建物を新しく 

したとしても患者数のパイが増えるわけではないので、診療科目は現状維持が望まし 

い。強いて言うならば、セントレアの直近病院として、空港における災害に即応でき 

るような診療科目の充実は必要であると思うが、新たに診療科目を増やす必要はない。 

 むしろ、二次医療に徹するべく、半田市立半田病院や地域の診療所等との連携につ 

いて、システム化すべきである。こうした連携は医師だけではなくて､MSW などコ・ 

メディカル・レベルでの連携、あるいは行政の仲介、市民の意識変革なども必要であ 

ろう。そして、一番重要なのは市民の意識改革であると思う。 

 

 新市民病院ができれば、当然､あれも欲しい､これも欲しい、という声が上がるのは 

必至である。しかしながら、それらの声を全て拾っていたら、いくら財源があっても 

足りなくなることは自明のことである。今このご時世で、そのような大盤振る舞いが 

できるほどの余力は常滑市にはないはずだ。 

 

分相応という言葉がある。例えば、ガンマーナイフ。これを市民病院に備え付けた 

としたら、それは目玉になるだろう。だが、立派な設備を設けても、ランニングコス 

トのことを考えると赤字を増やすだけである。 

 市民病院は市民の健康のための施設であり、新市民病院を建設するというは常滑市 

は公的責任において、市民の健康保持に寄与していくということと同意である。であ 

るならば、市保健センターや地元医師会と連携して健康管理についての普及啓発事業 

を展開していく中で、「市民のための市民病院」というイメージを広く市民に認知して 

もらうことが行政課題となる。そのためには、市民病院は市民から信頼される病院に 

なる必要がある。市民病院だけで自己完結的に治療を終結するのではなく、内容によ 

っては、半田病院や名古屋方面の大病院への紹介、あるいは、地域の診療所への紹介、 

など積極的にしていくべきである。市民病院が患者を囲い込むのではなく、医療機関 

の役割分化を明確化していくことが大切であろう。 

 

また、不要不急のコンビニ受診は､当直医の労働環境を悪化させ、医師不足の一因と 

なるが、それだけに留まらず、医療費増大の一因にもなり、市財政を圧迫しかねない。 
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これは市民のモラルの問題だが、市民病院建設と並行して、国保等保険当局からも 

医療費の削減を目的とした医療の適正化を市民向けに呼びかけるべきである。市担当 

部局と市民病院が両輪となって、「市民の健康に責任を持つ」という真摯な姿勢を広く 

市民に理解してもらうことで、医療費の適正化や市民病院への適正受診が促進される 

のではないだろうか。病院の現状についての情報は常にオープンにして透明化すべき 

ではあるが、新市民病院建設を機に､我々市民一人一人が自らの健康を考えるきっかけ 

とし、病気予防をしていくことが最も大切であると思う。 
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南陵 ５0 女性 

 

＜新病院に期待する事＞ 

  まずは先生方をはじめスタッフの方達が新たにやりがいを感じられる病院である

事を願います。さまざまな問題を抱える現状の中で、可能な限り現場の意見を反映さ

せていただきたい。 

  次に患者の側から言えば、アクセスの問題が重要です。常滑市全体が車社会のため

か、自動車での来院が当たり前のような空気が流れている事に非常に違和感を覚えま

す。病院に通う交通手段があるのは当然で、巡回バスや知多バスの充実に市の方も真

剣なサポート体制がほしいと思います。各科によって現在の通院・入院の患者さんが

どの方面から来ているかの統計などをとってみてもよいかと（１ヶ月程）。何しろ建

て替えても今以上に通いにくい病院では意味がありません。 

 

１００人会議に参加させていただき、たくさんの方達のご意見やお考えにふれ、この

芽をつまないように現在通院・入院の方達からの一言アンケートなどが提出できるよ

うにしてはどうかと。各科、総合受付などに置き、意見を収集する方法をとっていた

だきたい。生の声は貴重かと考えます。 

事務処理も相当スムーズに進み、待ち時間の短縮につながると期待できますが、反面

年齢層の高い患者に機械化が負担にならないようにボランティアの増員などでフォ

ローをお願いしたい。 

病院が広くなれば、車椅子などの利用も増えるかと。備品においても充分な確保を。 

 

＜今後への期待＞ 

○ 土曜日診療を検討していただければ。休みをとらなくても検査が受けられたり、

診察に通えれば非常にありがたい。 

○ 救急医療の継続と充実を。 

 

 何しろ先生方、医療スタッフの方々のご苦労や負担が少しでも改善され、患者に優

しい新病院になることを期待しています。 
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青海 60 男性 

 

新病院に期待する機能 

建設時に策定した「基本構想」と新病院稼働後の「現状」を常に評価し、そして改善

につなげて市民の医療ニーズに応えていく『 評価・改善機能 』です。 

その為に次の作業を行う。 

 

Ⅰ実施計画の策定 

（１） 長期に継続的に検証すべき事項を「新・常滑市民病院基本構想」から（例えば、

基本方針とか主要機能から）抽出する。 

（２） 抽出した事項の内容を次のように整理する。 

①  抽出した理由は何か。 

②  現状をどう見直したいのか。 

（３） 実行の具体的な工程表を作成する。 

 

Ⅱ実施計画の見直し  

（１）１年後に実施計画の進捗状況を評価・改善し新たな実施計画を策定する。 

（２） 評価・改善を行う組織には第三者を加え、結果は市民に公表する。 

 

Ⅲ以降、同様に繰返す。 
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鬼崎 70 男性 

 

１， まえがき 

今回、まったくの一市民として、参加してきました。予想した以上に、みな

さん、「市民病院」への知識が薄かったですね。 

現場調査・確認し、正しい現状認識を持つことが、対策立案の原点。この１

〇〇人会議、時間は掛かるが、進め方、うまく、進められていると、納得して

います。 

 基本構想策定委員会の方は、１００人会議に歩調を合わせなくても、どんど

ん先に進めていただいて、良いのではないかなと思います。大震災・耐震構造

によって、ますます早い時期の新病院移転が望まれています。 

 市民の新市民病院への、市民の期待は大きいものがあります。 

  

２， 経営と医療 

 「医療従事者」と「経営陣」は、相互理解が重要だが、現状では、前者は激

務、充実した後者が最重要。医療陣を整えるのも重要だが、有能な経営陣の方

が、更に、重要と心得ます。 

 経営陣に期待することは、先ず、「人を育てる」こと。ところが、これが難し

いし、「育て続ける」ことの方も難しい。「人は宝」、これを「経営」の念頭にお

いて、進めて欲しい。 

 

３， 情報伝達 

 市民病院は、市民がお世話になるが、市民が支えるものでもある。ところが、

市民病院にお世話になっていない市民が大半。この大半の市民への情報発信が、

これからの新市民病院の強力な支援部隊になる。 

今まで、市民病院の利用方法が判らなかった市民から、市民病院利用者を増

やすために、開業医と市民病院との利用の仕方を理解してもらうことが重要と

思います。 

待合室に、大きな広報スペースを設けて、「待ち」時間の有効利用を創造して

ください。 

 

４， 医師の確保 

 全国的医師・看護師不足は、医療機関同士の医師・看護師の争奪戦。 

魅力ある病院に、魅力ある若い医療関係者が集まるのです。 
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５， 診療待ち時間の短縮 

 新市民病院に、もうひとつ期待する改善は、診療待ち時間の短縮。 

私の処へ届く、市民病院に関するお話しで、最も多いのが、「待ち時間」。 

「市民病院は、安心できるが、行くと一日仕事、なんとかならんかなー」です。

このシステムを、是非、みんなに喜ばれるものにして行きたいものです。 

 

６， 移転費 

 世界経済状況から、ますます、地方の財政は、困難が続きかねません。そん

な中ですが、新市民病院は、やりぬきましょう。そのために必要であれば、市

民からの財源協力を仰いでも良いと思っています。 

 

 

 

 
富士通フロンテックホームページより 
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常滑 ６0 男性 

 

 新病院は、市民から愛され、親しまれ、安心を与えられる、病院が望ましい。その為

には、市民の生活の中に病院が存在するような環境が必要になってくる。他市からも安

心していける交通網又他市には無い特徴を持った病院、現在常滑市には、温泉施設が無

い、高齢化が進む常滑市にあって、温泉や、温泉プール又市民が憩える緑の散歩道等健

康設備の整った市民の健康をサポートする救急医療を含む総合的な病院を希望します。 
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鬼崎 50 女性 

 

 今回「みんなで創ろう!!新・常滑市民病院 100 人会議」のメンバーとして（無作為

抽出の市民代表）委嘱され、昭和 34 年 5 月開院の現・常滑市民病院の基礎知識や医

療現場（具体的で明確資料が大量でした。）を身近に知ることが出来たことが収穫でし

た。病院は、病気に深夜も日曜も関係ないため、どんな患者に対しても分け隔てなく診

察や治療をすることが医療機関の務めであり、（ただし、対人間ゆえ、医師や看護師の

過酷な状況には限界があるし、かなり大変だと思います。） 

新・常滑市民病院には市民の、市民による、市民のための病院経営を軸（基本）とし

て患者の満足（そして家族も含む）と医療スタッフのやりがいある病院を熱望していま

す。 

加えて、喫茶コーナーでは、（本格的な）抹茶が飲めたり、（少し高級で無農薬）お茶

が飲めたり、心リラックスできる空間（接客スタッフは、一般の熟女ボランティア等が

人生経験豊富で話を聞いてくださるし、<注：情報を漏らさないこと、他言なし!!> お

すすめです。全商品の料金は低価格のこと。）な施設が必要であると思っています。 

 

<追伸> 新・常滑市民病院が完成した時、今回の委嘱メンバーを公開見学させていただ

きたいと希望いたします。 
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常滑 ４０ 女性 

 

どんな施設、設備を望むか？ 

子供の入院の付き添い、私自身が入院した時に感じた事です。 

 

＜ロビー・談話室＞ 

  病院という場所なので亡くなられる方もみえました。その際、親族の方が消灯後、

階段の踊り場で近親者の方へ電話連絡や葬儀の日程等お話されていたのですが、その

声はつつ抜けで、もし自分が親族の立場だったらその様な話はあまり人に聞かれたく

はないので、防音設備のついた静かに話が出来る様なロビーや談話室があればいいと

思いました。 

 

＜病棟トイレ＞ 

  男性、女性が同じ出入口から使用する所があり、病棟も（産婦人科、小児科、眼科

が一緒でした）老若男女さまざまで、先に男性の方が入っておられた時、年頃の女の

子は入りにくそうにしていたので、男性と女性と別々にして欲しいのと、点滴など持

って入られる患者さんの方もみえるので、付き添いの時、入りにくい思いもしたので

付き添いや、お見舞いの方が入れる様なトイレを設置してもらえるとありがたいと思

いました。 

 

＜駐車場＞ 

  高齢者や足などが、ご不自由な方が使えたらいいと思う。南出入口付近に、おそら

く入院患者の付き添いの方だと思いますが、いつも同じ車輌が朝から晩まで止まって

いたので、入院患者の付添いの方専用など外来の方と別に駐車スペースがあれば、外

来の方の駐車も少しは楽になるのではないかと思います。それと老人ホームの方の車

が南出入口に横ずけで、それを回避する為、狭い駐車場を右往左往する車の姿をみか

けるので送迎用の出入口もあればいいと思います。 

 

＜喫煙スペース＞ 

  ７月１日より市民病院が全面禁煙になりましたが、喫煙はゼロにはならないと思う

ので、全面禁煙にしてしまうと周辺にポイ捨てなどで汚れてしまうのではないかと思

うので、病院の外に灰皿を設置した方がいいような気がしました。 

 

※ 産婦人科（産科）の再開を希望します。常滑市内で出産する病院がない為、不安で

す。 
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鬼崎 ６０ 男性 

 

[１] ・地域(ニュータウン)の特性も有るが、小児科、特に夜間外来の小児科は設置すべ

き。 

  ・医師不足の中では、半田病院との中で連携し、役割り分担の中で医師不足を補

うべき。 ※医師不足が解消された時点で一本立する。 

 

[２] 診察時間が一目でわかるような表示をする。（今何時の予約者が診察をしている

かがわかるように） 

 

[３] 今の市民病院の不満は、診察までの待ち時間が長いこと。 

   ※いろいろな方法は有ると思われますが 私の今かかっている病院を参考にす

ると良いと思います。（豊橋市民病院…パスポート方法等） 

 

[４] もっともっと病院を知ってもらう為に病院便りを発行し、市の広報と一緒に市民

に配布する。（２～３ページ／月刊誌）内容はスタッフ紹介、医療設備、かんた

んな病気の早期発見方法、予防方法、ベッド状況等々。 

 

 

◎ その他 

病院までの足については、今後今以上に老人が多くなる中で病院迄のアクセスは不

可欠です。（車で行ける人は良いが） 

しかし、常滑市は南北に長い為、路線バスを走行させる方法も一つです。１つの方

法として、北部側（青海、鬼崎、大野、常滑地区を月水金）、南部側（小鈴谷、西浦、

常滑地区を火木金）その反対も一考。 
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鬼崎 40 女性 

 

 私は、これまでの 100 人会議でいろいろな年代、立場の違う出席者の意見や市の担

当者の人の説明を聞いて、また多くの資料を見て、どんな病院であって欲しいかいろい

ろ考えてみました。 

 まず、診療科目ですが、今現在の科を維持して呼吸器内科や整形外科、放射線科、麻

酔科の常勤の医師の確保をお願いしたいと思います。産婦人科も産科と婦人科別々にで

きれば女医さんに来ていただきたいと思います。さらに新たな科として感染症科やペイ

ンクリニックもあるとうれしいです。 

 予算が無いという理由でどこにでもありそうな病院にしてしまうと、医師側からも患

者側からも魅力を感じられなくなってしまいます。一つは何か魅力のある科が必要だと

思います。極端な夢のような話ですが、PET 検査のできる病院にするという案も考え

ました。空港に近いことと焼き物の町という観光地であるメリットを活かして一泊二日

のツアーも良いと思います。 

 医師にも患者にも魅力を感じる病院にするには、施設、設備も重要です。特殊なデザ

イン等にする必要はありませんが、シンプルで明るいイメージの建物で、清潔な更にお

むつ交換台を備えたトイレ、プライバシーが保たれる診察室、臨床検査センターの待合

室の新設。待合室はどこの科も必要ですが、検査センターの場合は、ほとんどの場合最

低 30 分位は待つ必要があるのでテレビ等あるとうれしいです。また、検査前に食事を

抜いている人が多いので近くに軽い食事ができる場所があると良いと思います。女医さ

んや看護師さんが働きやすいように託児所もあると良いと思います。 

 駐車場は、隣にショッピングセンターができるようなので、ゲートを設けて例えば名

鉄パレの駐車場のようにカードを総合受付で提示することにより無料にし、病院に関係

のない駐車を有料にする必要があると思います。 

 屋上にヘリポートもあると安心です。 

 医療機器は、私自身いろいろな大学病院の立派な機器を多く見てきましたが、市民病

院にはなかなか導入は難しいと思います。でも、今現在透析の機器は最新であるように、

できる限り良い機器があると安心です。 

 医師不足も深刻だと思います。でも、施設が新しくきれいになり、ある程度最新の機

器が導入されれば、来ていただけるのではないかと期待します。病院の建設予定地が開

発中のニュータウンにあるので医師専用住宅も考えてみても良いと思います。今の病院

の医師は短い期間によく変わることがあるので、長い間定着していただくために住む所

は重要だと思います。 

 最後に、限られた予算の中で妥協せざるを得ないことも多いと思いますので、例えば、

神社の改築等のときの寄付のように、市民から集めるのも必要かと思います。 

 素人の意見なので、どの程度参考にしていただけるかわかりませんが、100 人会議

に参加させていただいたメンバーには、開院前に内覧会等お披露目の機会を設けていた

だけるとうれしいです。 
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常滑 30 女性 

 

１ 小児医療アンケートから  

   

とこなめ子育て支援協議会では、2008 年に子育て支援に関するアンケートを行い、 

要望の多かった病院について、子どもたちの健やかな成長のために小児医療を考えてい

こうと、2010 年に子どもの医療部会を立ち上げました。 

１００人会議で配布させていただいたアンケートは、０歳から３歳までのお子さんの

保護者を対象に行い、３８８人の回答がありました。 

 このアンケートの結果では、全体では子どもの病気について困ったことがある人は６

８％ですが、ほぼ子どもの年齢が上がるにつれて、子どもの病気について困ったことが

ある人が増え、４歳以上の子どもをもつ保護者では困ったことがある人は８７％になっ

ています。 

全体的に、夜間や休日・夕方からの発熱、夜間・休日・救急の医療を受診したことが

ある人が多く見られます。 

４歳以上の子どもをもつ保護者は、85.8%の人が夜間や休日に子どもの発熱を経験

したことがあり、80.9%の人が夜間・休日・救急の医療を受診したことがあります。 

困ったことがあるグループの人には、ないグループの人に比べて、病院や診療所の時

間外に相談できる人がいない、という回答が多く見られます。 

また、要望や提案に寄せられた自由意見では、夜間・休日・救急時の小児医療の充実

を求める声が多く（１８７件中６４件）ありました。続いて、医療側の説明・対応・連

携の改善、子どもの医療費無料化の拡充、待ち時間の解消・予約方法の改善、電話相談

窓口の受付時間の拡大となっています。 

 

２ ”市民”病院としてのありかた  

   

１００人会議が行われて、病院と市民の間に、常滑市民病院を応援していこうという、

機運が盛り上がりました。これは、大変すばらしいことだったと思っています。 

今現在、市の財政がひっ迫している中、市民の意見や知恵を集めて取り組んでいくこ

とが、もっとも大きな力を得ることだと思います。 

小児医療への要望には、よりよい市民病院創りのためのヒントがたくさんつまってい

ます。 

”市民”病院創りはこれからです。多くの市民の力を得て、よりよいものも作ってい

きましょう。 
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鬼崎 ４0 男性 

 

老人の交通の便利を考えてください。常滑市民病院のトイレを広くしてください。 

採血の医療スタッフを増やしてください。患者さんの市民病院をつくってください。 

医師のスタッフを増やしてください。 
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常滑 60 女性 

 

私は当初、この財政難の時に、新市民病院などは無謀で、第２の夕張になると強い危

機感をもっていました。 

今でも、その気持ちにかわりはありません。 

ただ、１００人会議に出席をしたり、病院内の見学、働く人の意見、そしてみなさん

の意見を聞いて、ただ建設をやめるのではなく、どうしたら効率のよい、必要とされる

病院になるか・・・・と考えるようになりました。 

 

 

話を聞いている途中に、新しい病院をつくり、患者さんが帰ってくれば、なんとか維

持できる・・・・という病院側の意見がありました。 

わたしも以前は市民病院を利用させてもらっていました。 

１回目にお話ししたのですが、ちょっといやな思いをして以来、もう１０年ぐらいこ

こに来ていません。 

今は、開業医の先生のお世話になっています。 

以前は、検査等があると紹介状をもらって市民病院に検査にきましたが、今は開業医

の先生から電話で、半田市の板山町にある医師会館に予約を入れ、検査が行われ、その

結果も開業医の先生から聞くことができるようになっています。 

わざわざ、紹介状をもって診察を受け、検査の予約をとらなくてもいいのです。私の

ような人が、病院が新しくなったといってすぐ帰ってくるでしょうか？わたしの周りで

も、半田の市民病院でずっと検査してもらっているから今更代わろうとも思わな

い・・・・という人が多くいます。 

 

また、以前に比べ、常滑地区には随分開業医の医院が増えました。あんなに増えてや

ってゆけるのか・・・・と思うほどです。そのため、各医院はいろいろ考えています。 

待ち時間の問題、働く人の教育・・・・etc 

それに新しい市民病院が対抗できるのでしょうか？ 

 

入院施設がない、救急医療としての必要性、専門的な検査機構・・・ 

どれも必要だと思います。 

しかし、どのように経営すべきなのか、専門家でないのでわかりません。 

ただ、開業医の先生とお互いに連携しあったらどうでしょうか？検査を医師会館では

なく、市民病院でやるとか。 
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口腔外科の必要性を話していた開業医の先生がいました。 

常駐でなく、普段は自分の医院で診察し、必要に応じて設備をそういう技術を持った先

生に使ってもらい、使用料を取るとか・・ 

開業医の先生が入院の必要な人を送り込み、その先生は治療する・・・・ 

なんて素人が考えることですが・・・・ 

 

また、今、健康保険の家族は、自分で病院を選び健康診断を受けます。 

それを専門に扱う・・・というのはいかがでしょう 

常滑は老人が多い、老人の健康指導に力を入れるとか・・・ 

 

 

とにかく、今のままで新病院を建設しても、決して赤字は改善されないどころか、今

まで以上に借金は増えるとおもいます。 

 

常滑人は質素、倹約の土壌です。だから、不況でも持ちこたえています。 

液状化、津波、老朽化・・・ 

問題は山積みです。 

建設に反対ではありませんが、もっと考えるべきことがあるのでは・・・ 

 

市民、医療従事者、議員、いろいろな人からもっと話を聞いて、新しい病院の方向性

を見いだして欲しいと思います。 

 

いろいろご苦労なことが多くあります。がんばって下さい。 
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南陵 ７０ 女性 

 

 市民病院は絶対必要。 

航空機事故、伝染病、災害など大きなことが起こった時、病院は命の安心のため、必

要だと思います。 

病院の設備はすばらしいと思いました。診察室の医師の言葉は大切だと思います。（コ

ミュニケーションが大切）患者に勇気を与えると思う。 

又、病院と診療所の連携を密にする必要があると思います。科によっては夕方の診療

も必要かと思います。 

産科（産科には女性職員が必要かと）整形外科は必要ではないか。 

なお、終末期医療（特にガン）もお願いします。透析の機器のすばらしさ、採血の結

果が３０分でわかるとは努力の成果だと思う。継続を強く望みます。 

救急の受け入れは確保され、市民にとって大きな大きな安心だと思います。 

救急車の利用は有料でも良いと思います。（安易な利用をなくすため） 

 

すばらしい機器と信頼出来る先生、医療に携わる人も市民も身の丈にあった規模でよ

くばらず安心して来院できる病院を希望します。 
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常滑 ５0 女性 

 

 私は、常滑市民となり３８年、以前は名古屋の住民でした。年と共に、この５万人の

小さな田舎が暮らしやすく、楽しい場所となり、大切な故郷となりました。子供たちは、

仕事や学校の都合で市外に住んでいますが、ぜひ、住みやすい街であり続けることを願

っています。 

私の考える市民病院とは・・・ 

○ 未来の子供たちの為に、経営が黒字になること、その為に収入源となる科を持つ

こと。一案として検査部門を充実させ、民間に近いサービスの向上（他の病院に

ない程）広く利用者を募集し、健診、人間ドックを行い収益を上げる。（常滑検

査センターを作る） 

○ 地元住民対象に、急性期の救急体制を充実させる。コンビニ受診をなくす為、受

診の参考目安基準を示し、市民への教育活動をする。 

○ 地元医師会との十分な協力体制を作る。 

各科ごとの意見交換をし、お互いプラスになる為の全体交流も行う。（常滑検査

センターを利用する） 

○ 市立半田病院との連携 

三次医療は半田にまかせ、二次、慢性、回復期を常滑で受ける体制を希望します。 

幅広い診療体制がないと研修医他、医師の確保もむずかしいと思います。 

○ 災害時の拠点病院となる設備の充実は必要だと思います。非常時の玄関ホールの

活用（ソファーを代用ベッドとする）備品の配置など検討して頂きたい。隣接地

のスーパーにも協力してもらえる様、市として地域の力を利用して頂きたい。 

○ 地域の人たちが、利用しやすい様考慮する。 

タクシー、自家用車だけでは負担が大きいので、例えば、駅から、１日数回有料

としてもコミュニティーバスを出す。 

 

などです。 

 

色々な問題は沢山ありますが、市民があって良かったと思える、病院を望みます。 

日頃の関係者の皆様の御努力感謝申し上げます。 
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鬼崎 50 男性 

 

100 人会議に出席して色んな資料やお話を伺いましたが、基本的には現状の機能診

療科目をそのまま移転する考えでいいと思います。 

ただ、現在、診療曜日、時間が限られている科では開業医が紹介し易い様に診療日数

等をこの機会に再考していただきたいと思います。 

例えば、歯科口腔外科に関して言えば現在月曜日と金曜日の午後、名大の先生が鼻科

の診察室を間借りして往診用の機材で診療していますが曜日と時間が限られるため市

内の歯科医院が紹介しようとしても患者さんが半田病院や知多市民病院を希望される

場合が少なからずあります。また、口腔環境と全身疾患は密接な関係があり入院患者さ

んの口腔ケアや全身疾患のある患者さんの抜歯等で医科の先生と密に連携が取れるよ

うに口腔外科医の常勤化が必要と考えます。 

歯科は特殊な器具機材を必要とするため専用の部屋が必要で、当初は無理でもいずれ

機材が設置出来る様、水道や排水その他の配管を設計の段階でしておけば後に大きな工

事と出費を避ける事が出来ると思います。 

全体の話ですがドクターの確保や経営など難しい問題が沢山有りますが常滑の良い

ところは伸ばして病診連携や将来の拡張性等を考慮して診療体系や設計を決めていっ

て欲しいと思います。 

市民病院だけでは解決できませんが通院方法を心配しいてる方も多く、常滑駅⇔病院

のシャトルバスだけでは無く大野や坂井、旧常滑地区の巡回バスが有ると高齢者は利用

しやすいかなと思いました。 
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鬼崎 60 男性 

 

 100 人会議に参加をして２次医療圏における常滑市民病院の現状を表面からではあ

るがいくらか理解ができました。救急医療への対応、近隣病院との連携、医師不足の解

消、医療スタッフの負担軽減、赤字経営の縮小、皆様の意見をお聞きし全て重要事項に

て改善の必要があると感じます。 

現状患者の高齢化が進み呼吸器系、整形外科リハビリ系の患者が増加傾向にあるよう

です、市民サービスを考えるとニーズに応える必要あると思います。ただ会議に若い現

役世代の参加者も多く見えましたが、現役世代の視点で自分たちにとってどんな医療サ

ービスが必要か意見が少なかったように思います。 

私は防衛医療とでも言いますか、人間ドック等含めて検査、健康指導そんな医療機関

が常滑市にもあればと思っていました。市民すべての世代が利用する新市民病院になれ

ばと思います。 

次に赤字経営については切実な問題です。原因の１つは事務の電子化の遅れです。電

子化については必須条件です、新市民病院の運営を見据えて早急に進めることが必要で

す。 
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鬼崎 40 女性 

 

１．病院に極力かからずにすむ病院 

   身の丈にあった規模の病院となると、あまりあれもこれも望むことはできない。

そこで、開業医、保健センターはじめ、さまざまな団体や企業、市民の力を借り

て、なるべく病気にならないための健康づくりをすすめる。仮に病気になったと

しても、早期に発見して手を打てるよう、健診・ドックの受診率を高める。 

   不必要な医療やコンビニ受診を避けるための啓蒙活動をすすめる。 

いざ、救急医療、高度・専門医療が必要となったときに備えて、近隣病院との連

携・情報交換は不可欠。 

 

２．顔が見えて声の届く病院 

   病院職員が地域へ出て（出前講座のような形で）、病気の話、治療の話、最先端

医療情報、営利目的のマスコミ宣伝に惑わされないエビデンスのある正しい情

報発信をする。 

   市民も病院へ出向き、ボランティアをする。 

それにより、受診時だけでない、市民と病院職員の日頃のお付き合いができ、ま

た、お互いに育ちあうことができる。 

 

３．経営の見える化 

健全経営のための指標が常に分かる。たとえば、「今月はあと、○人健診を受け

たら目標達成。」「○○科の医師が不足。お知り合いはいませんか？」といったよ

うな・・・。市の財政はみんなの大きなお財布と考え、一般市民でも参画できそ

うなアプローチがあれば応えてくれる人はいると思います。 

 

＊余談ですが、数年前から常滑市子育て支援協議会に参加していて、常滑の子育てを良

くしようと熱い思いを持った方がたくさんいることを実感しています。同様に市民病院

についても、みんなこんなに一生懸命になって病院のことを考えているんだとうれしく

なりました。これからも、困ったときには市民パワーをうまく活かすことで、医療のみ

ならず、くらしも良くなるのではないかと思います。５回にわたる百人会議のための準

備等、事務局の方たちは、本当に大変だったと思いますが、願わくば、同窓会のような

形でこういった集まりがまた持てることに期待します。 

 

＊建設予定地や建設現場の見学にも、是非参加したいと思います。 
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常滑 70 男性 

 

(1) 新病院について大きく期待してます。 

役割、機能について専門的なことで特に意見はなし。 

 

(2) 施設・設備について、県内の新しい公立病院を視察してもらえば今後の参考にな

ると思います。 

 

(3) 現病院の気づいた点は、受付に際し初診でもないのに 15 分程の時間がかかる 

がどうしてなのか？ 

高齢者が多くて診察時間が長く、医師と患者との会話が病気外の話が多く長引

くため、他の患者さんに迷惑がかかるので思いきって必要外の話はキッパリと断

る必要があると思います。これも一つのサービスとなります。 

採血の際、人手不足なのか３台の採血台があっても１人で対応しているため、

機能が駄目である。 

 

(4) 医療施設については非常に厳しい状況にあり、多くの専門的分野の方々が努力さ

れることであり十分期待をしています。特に意見はありません。 

お願いしたい事は、医療業務外の外注費について極力削減を望みます。病室利

用率について、個室の利用頻度が気になる。未収金の方策はどうなのか？ 

医療資源（医師不足）については、新しい病院が誕生すれば心配ないと思いま

す。 

 

当病院での入院、受診、治療の経験者であり、定年後約 1 年間、名鉄バス会社

でモニターとして運転手の評価に関する仕事をしていた関係で、県内各バスセン

ターから数多くの路線を走り、５，６ヶ所の病院ルートを乗車し時間調整のため

病院内の見学等を経験したことで、今回のメンバーとして良い事だと思ってます。 

是非、病院スタッフの方々の他病院の視察は参考になると思います。 
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鬼崎 ５０ 男性 

 

 市内で歯科医院を開設している関係上、現在の市民病院の口腔外科のことが気になる

のですが、開設時間が月曜日と金曜日の午後だけということと耳鼻科の診察室を間借り

して診察しているということで、歯科治療を行うのに必要な配管設備もしてないので、

充分な治療ができていないというのが現状です。 

したがって患者さんを紹介したくても、どうしても知多市民病院や半田病院の方へ紹

介してしまう開業医の先生も少なくありません。最近の常滑市民病院口腔外科受診者の

データが減ってきているのは、決して患者数が減ったわけでなく、常勤の先生がいない

のと設備が不十分というのが原因だと思います。 

先日、国会で歯科口腔保健法が可決されました。この法律は、「口腔の健康が国民が

健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしているとともに、国民の

日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効であ

ることに鑑み、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持の推進に関し、基本理念を定

め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進

に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施

策を総合的に推進し、もって国民保健の向上に寄与すること」を目的とし、責務として

は「歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士等は、歯科口腔保健に資するよう、医師その他

関連業務の従事者と緊密な連携を図りつつ、適切に業務を行うとともに、国及び地方公

共団体の施策に協力するよう努める。国民に対しては、生涯にわたって日常生活で自ら

歯科疾患の予防に向けた取り組みを行うとともに定期的に歯科検診を受け、必要に応じ

て歯科保健指導を受けること」と掲げています。 

口腔外科の主な診療内容は、難しい抜歯、顎関節症、口腔ガンの診断等ですが、最近

になって近隣の病院では歯周病が糖尿病の合併症のひとつとなっていることもあり歯

科との連携システムをつくり、内科の方から口腔外科の方へ歯周病治療の依頼をするケ

ースも少なくないようです。 

また、入院されている患者さんの口腔ケアも非常に大切で、特に高齢者になると口腔

機能が低下して誤嚥性肺炎を起こし、命の危険を伴う場合もあります。よって口腔機能

向上の指導ができる常勤の歯科衛生士を備えることも不可欠だと思います。病院の中で

はあまり目立たない診療科目ですが、それゆえに歯科医である私が歯科口腔外科の必要

性を皆さんに分かって頂きたくて、この１００人会議に参加させて頂きました。新・常

滑市民病院には、是非とも常設常勤の口腔外科の設置を強く要望します。 
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常滑 30 女性 

 

家庭の都合で第 1 回目の会議しか出席できなくなり、申し訳ありません。資料を見

させていただいて、女性としては、是非、女性外来をお願いしたいと思います！！新し

い病院ができることを楽しみに待っています。 
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南陵 ６0 女性 

 

 ４月１日 中山 隆新院長、中村英伸副院長の抱負。２人の共通する、人間医者様 新

病院で頑張らず、ゆっくり患者さん達と進んでください。 

○ 知多地域の他の病院のことも詳しく説明していただき有難う御座いました。 

○ いろいろな視点から検討されていて安心しました。 

○ 救急患者１００％受け入れていると聞き、市民病院・消防の方に感動しました。 

救急の対応、大変さを実感しました。 

○ 副院長さんのお話を聞き、自分も大事にして下さい。 

○ 100 人会議に出席でき、市民病院の実態がわかり良かったです。 

○ 麻酔医がいない、おどろきました？ 

○ がんの治療で放射線治療を行っていない。びっくり。患者に成っても、希望がもて、

先が明るく見えます。 

 

 初めての顔の方の考えを聞いて「そうね」とうなずくばかり。 

最終会に出席出来て良かったと？ 

近所の方に新病院話をしてあげようと思いました。 

最後に話されたこの先５０年後のことを話され、言葉が良い意見ですね。 

色々ありがとうございました。 
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鬼崎 30 女性 

 

病院名： 

 「常滑市民病院」というと「市民」だけのもの、のようなイメージにつながるので、

「市立常滑病院」とか、「常滑市立○○病院」と変えると感じがいいのではないでしょ

うか。名前を公募しても良いかもしれません。 

 

施設： 

 駐車場を立体にするなら、病人を歩かせる距離がその分短くできますし、雨や日差し

も避けられます。土地に余裕が出る分は、タクシーや送迎車の昇降スペース、入院患者

の木漏れ日散歩道、防火用水を兼ねた噴水池などに活用できます。 

 病院という性質上、内装は全体的に白色のパネルやビニールクロスが多くなるとは思

いますが、ぜひ可能な部分で木材を使用してほしいです（予算と化学物質と山のためを

考えると国産の間伐材を使うのも良いでしょう）。柱、壁、手すり、カウンター、天井、

面会室、ナースステーション、書類棚、などに使えると思います。木視率が３０％ある

と脈拍を下げリラックス効果があり４５％では脈拍や脳活動を高める効果があるそう

です。ヒノキの香りにも、血圧を下げリラックス効果と作業能率を上げる効果があるそ

うです。 

 病棟は、個室を必要最小限にとどめ、きちんとしたパーテーションで仕切られた大部

屋を中心にすることによって、看護の効率を良くします。各病室の脇にトイレをつくり

ます。 

 常滑の病院ですからトイレは模範的にしましょう！使い方のわかりやすい多機能ト

イレを各所にお願いします。 

 車いすでの使用を前提に、患者エリアの扉はスライドドアを使用します。待合室には、

椅子の横に車いすスペースを確保し、介添え人が並んで座れるようにます。 

 案内表示は、わかりやすさを重視します。また待合室には、あと何人で自分の番かが

分かるような表示を出します。 

職員用の仮眠室、職員と患者が利用できる託児室を設けます。 

介護用品やストマ用品や補装具、補助具などについての情報コーナー、レンタルコー

ナーのようなものがあって、商品や、費用の補助などについてのアドバイザーがいてく

れると便利。 

また、願わくば市役所にあるような、安くて早くておいしい食堂がほしいです。 

 

診療機能： 

 標榜科は、半田病院、医師会、開業医との連携を前提に、知多医療圏の不足を補う診
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療科と、地元で特に必要とされている診療科からなるのだと思いますが。医療連携が円

滑であれば必要最小限の診療科があればよいとも言えるので、ここでは個人的に気にな

る科をあげておきます。 

  総合外来 または、医療ソーシャルワーカーのいる医療相談室があってほしい。 

整形外科 高齢者が多く、必須。 

  産科   半田病院がハイリスク分娩を受け入れているとしても、常滑市内に少な

くとも普通にお産できるところがほしい。 

  小児科  こどもの二次医療の受け皿は必要。 

  心療内科 または精神科。近くにないため、必要なのに受診できていない人も多い

はず。病気について理解を深める情報を提供し、積極的に受診を励まし、

周囲の偏見も取り除く工夫が必要。できれば小児も扱える医師にいても

らいたい。 

  その他 救急搬送されることの多い傷病に対応できる専門科。 

など 

  平日の夕方で外来診療を受け付ける日を、週に１，２日設けましょう。 

 

医療連携： 

① 紹介、逆紹介が円滑にいくようにする。 

② 検査の外注を受ける。 

③ 退院調整が円滑にいくようにする。 

④ 当院で扱えない患者に、ふさわしい医療機関の情報を提供する。 

⑤ 少なくとも電子カルテによって院内の診療科間が患者情報を共有する。 

 

このためには、医療機関同士の滑らかなコミュニケーションが日ごろからあって、良

い関係が保たれていることが必要だと思います。地域連携協議会などを設け、定期的に

情報交換や親睦を図りましょう。 

患者のがわには、一次医療として地元のかかりつけ医を頼り２次的に市民病院へ、と

いう考えが定着するように、広報が必要です。 

 

カルテの開示： 

   電子カルテを、患者が望むときにパスワードを使って自分で閲覧できるようにします。

ＰＣを持たない人でも閲覧できるような小さな端末室を院内に設けます。 

   これによって、医療機関間でカルテを共有するまではいかなくても、患者がパスワー

ドを持っていれば自分で、他の医療機関に緊急にかかるときなどに履歴を示すことがで

きます。 
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広報： 

市民病院内には、院内マップや診療科、受付時間、連絡先、などを示した利用の手引

きを備えます。 

市の保険センターで、医療に関する冊子（とことこ子育てガイドのような保存版のも

の）を作成し、市民病院、市内の開業医、市内で受けられない医療を扱う他の市町の医

療機関、市内のリハビリセンターや介護福祉施設などについての情報を載せ、各世帯に

行きわたるようにします。その中で、医師の横顔と方針、診療科、機能、設備、得意な

傷病、バリアフリー度、診療時間、連絡先、ホームページについて具体的にわかるよう

にします。また、市民病院にかかる際も開業医にかかる際も安心できる連携体制がある

こと、救急のかかり方など患者として受診する際にどのような協力ができるのかをわか

りやすく説明します。とくに、かかりつけ医を持つことを圧力にならない仕方で励まし、

そうすることの益を説明します。多くの人が理解してくれるように、マンガなどを使っ

て読みやすく工夫します。２，３年ごとに改訂します。 

内容の変更や、医師の移動、新機器の導入、ボランティア募集などの情報は、医療ニ

ュースとして市の広報に随時掲載します。 

また、開院のさいには、病院の魅力を伝え医師を募集するパンフレットを作ります。 

 

ボランティア： 

 ボランティアの受け付け窓口を明確に設け、必要に応じて研修会を行います。  

終末期患者の病棟にはホスピス的機能をもたせ、慰安ボランティアが関われるように

します。 

外来の入り口に、案内ボランティアを複数配置し、来院目的に合わせた窓口に向かえ

るように助けたり、車いすや歩行器での移動を補助できるようにします。 

送迎の登録ボランティアを募り、送迎してくれる家族がない人の送り迎えを市民で助

け合います。（帰りはタクシーが待っているとして、行きだけでも） 

病院の建設や引っ越しにもボランティアを募ってはいかがでしょう。 

 

その他の経営改善： 

未払を防ぐために、初診料だけは受付時に先払いすることにしてはどうでしょうか。 

また、検査室の機能に余裕を持たせて、検診や人間ドックを積極的に受け付けて収益

につなげます。 

開放病棟を設け、入院時もかかりつけ医が関われるようにします。 

可能な限り、旧病院の設備、機器、什器を引っ越しして活用します。古いものも手入

れして大事に使いましょう。 

設計段階で、外気や自然光を取り入れたり木の植え方によって空調照明代をおさえる

などの工夫をします。 
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南陵 30 男性 

 

 新生常滑市民病院建設にあたって、これまでコーディネーターの方々、100 人会議

に参加された市民の方々のご意見を聞いてこんな形で運営をしてみてはどうかと考え

ました。 

 

経営の黒字目標、地域連携、医療サービスの現状維持もしくは向上などいろいろなテ

ーマがありますが、まずは環境に柔軟で判断が柔軟にできるように経営陣に民間に近い

大きな権限をもたせてあげることが先決ではないかと思います。 

そのような体制に近づけていかないと、現状のように何をするにも議会で審議・議決

や条例の制定が必要では経営判断にスピードをもたせることはできません。 

さらに、経営陣は広く世間から公募もしくは長く経営に携われた方をお迎えして経営

陣の給与は経営成績から決まる出来高制にし、大きな権限もたせると同時に経営責任を

取らせ緊張感を持って運営にあたれるようにすべきと考えます。 

 

また、経営 TOP の考え方、行動が従業員の行動に大きく影響を与えますから、現在

のスタッフの方々のよい雰囲気を継承しつつ、効率化・サービス向上の意識を芽生えさ

せていければと考えます。 

 

ただし、経営効率アップ、黒字ありきで物事が進んでしまうと『市民病院』ではなく

なってしまう可能性があります。 

100 人会議を前身としてもよいですから、市民による協力・監査団体を設けて、経

営状況、地域連携、医療サービスなどの進捗確認と今後の目標策定、イベントの共同企

画・運営をしていけばよいのではと思います。 

たとえば、小児科のコンビニ受診を減らす取り組みを日本全国で実施され成果をあげ

た方法を参考にしつつ、市民による協力・監査団体と協力して、保健センターなどで実

施しているパパ・ママ学級で講演してみるとかもいいと思います。 

常滑市、議会は一歩引いて後ろ盾になる感じでよいのではと。 

 

以上のような体制ですすめていくことができて、なお、運営的に厳しく市民負担が多

少なりとも出てきたとしても、常滑市民病院の『価値』を高め、『存在感』『安心』があ

れば納得頂ける市民も増えるのでと思います。 

『価値』・『存在感』・『安心』は医療サービス？地域連携？黒字運営？など、どれから

くるのか視点で変わってくると思いますが、当たり前の『安心』を市民に感じてもらう

ことが一番目玉になるのではと思います。 
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常滑 40 女性 

 

[1]新病院に期待する役割・機能は？ 

・診療科目－どれもこれもそろえて、内容が薄くなるよりは、経済面も含めて実状に

あった科だけをそろえて内容を深くした方がいいと思う。 

 

・救急医療、高度・専門医療－理想を言えば救急医療、高度・専門医療はもちろん欲

しい。しかし、それは、順を追って考えるべきで、経営難・人材難の今、考えるべ

きではない。まずは、ハードルの低い、身の丈に会ったことから始めるべである。

どなたかの意見であった、「検査機器の導入」もそれを診断する人材が必要だろう。

診断は、他院でしてもらうという、検査センター的な位置づけもいいかもしれない

が、機械は日々古くなっていくし、医療も日々進歩していくので、今高度なことで

もいずれ高度ではなくなる。それも考えて導入してほしい。 

 

・どなたかが発言されていた、発達障害(子供だけでなく大人の発達障害も含め)は、

新しくこれからの医療に必要であり、基本的な機械の導入が必要なくて良いと思っ

た。 

・多くの要望のあった産科については、手術や昼夜問わない医療従事者の勤務を 

考えると、近隣との連携が適切だと思う。 

 

・治療ステージ－救急医療は現状では無理だと思う。今後はあってもいいと思うが、

今はまだ準備段階とするべきである。 

・急性期・亜急性期は現状として無理があり、回復期以降の医療が中心となるのでは

ないだろうか。 

 

・近隣病院との連携、機能分担－公営の病院だけでなく個人の病院も含めて連携をも

っと密にして欲しい。常滑市内には、個人病院も含めれば医師は増えたと思うのに、

もっと協力してもらえばいいのではないか？ 

 

[2]どんな施設・設備を望むか？ 

<施設>全体的に、バリアフリーや感染の予防を考えた施設、また、災害時に備えたサ

イズ(廊下など特に)、個室あるいは大部屋ごとにトイレ(安城厚生病院イメージ)、衛

生的、臭いがない、ほこりっぽくない、各階に見舞客と会話できるロビー、詰所と

病室が近い・・・など。 

・新築なので当然ハウスシックにも気をつけて欲しい。 
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・夜間に時間外で来院しても、入院に至る状態でなければ「様子を見て、外来時間に

受診して」と帰されることがある。近くの住人なら良いが、常滑の地形からして遠

くから交通手段もなく来ている人もいることから、せめて外来時間になるまで休ん

で待てるスペースがあったらと思う。 

 

<設備>・エレベーターは、医療関係者(患者も含む)2、ひとりで移動可能な患者用 1、

業者用 1、見舞客 2～3 台欲しい。それぞれのエレベーターのフロアーは、プライ

バシーや感染面、作業効率から考えても分けるべき。 

・エレベーターだけでなく、入院患者と外来や見舞に訪れた人が顔を合わせる現在の

病院の状況は、プライバシーの面から言っても好ましくないと思う。 

・回復し少し身の回りができるようになった入院患者のために、各階にロビーを兼ね

て食堂(安城厚生病院イメージ) 

・コスト削減も考えて太陽光発電の導入 

・美容院 

 

[3]どんな医療・サービスを望むか？ 

<受付・案内・接遇・・・・等> 

・「お待ちくださいネェー」「おはようございマーース」など、語尾をのばすなど、ち

ょっとしたことだが、人によっては気になることもある。言葉遣いひとつで病院の

印象は良くも悪くもなる。市民の多い病院で親しみも必要かもしれないが、節度の

ある対応が必要だと思う。 

 

・「患者さま」「患者さん」の論議があった。看護部長が「対等でありたいから○○さ

ん」と述べていたが、わたしは対等ではないと思う。心身共に弱った状態であれば

患者は精神的に「下」にいることが多い。もちろん、直接治療に関わる医師や看護

師など医療従事者は「○○さん」で問題ない。むしろ、そんなことよりも、治療に

専念することが一番のサービスだと思う。しかし、受付・会計等、事務的な対応を

受け持つ者や、直接治療にはつながらないサービスを受け持つ者は、患者とその家

族の「気持ち」も扱っているのだという意識を持って従事することが、洗練された

病院につながると思う。「患者さま」という態度でいることでちょうど対等になれる

のではないかと思う。 

 

<医師・看護師> 

・深夜や明け方に心配で来院した患者の気持ちを考えると、時間外診療での態度は冷

たいと思う。タクシー代わりにするモンスター患者も一部いるかもしれないが、全
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てをその尺度で見られては善良な人の気持ちも傷つける。また、善良な人がむしろ

遠慮して手遅れになるように思う。 

・「救急来院した５割が軽度」であったとのことだが、外来を受けずに、かかりつけ

で治療を受けた人は不明なはずなので、来院時が軽度であっても後にそうであった

かは実際は分からない。来院する人する人に「この程度で来るな」というような時

間外診療なら要らないと思う。 

・以前、症状があってから 2～3 日後に仕事が休みになったので(平日時間内)病院に

行ったとき、「どうしてすぐ来なかったの？」と聞かれたことがあった。 

普通は平日は仕事をしている人がほとんどで、軽い症状では仕事は休めない。普通は

仕事を休んで利用して診察を受けるのが通常であると思うが、「病院とはどこか現世

とはかけ離れた世界だな」と感じたが、具体的にどんなサービスというよりは、そ

ういう、意識を変えて欲しい。 

・あえて具体的なサービスをあげるなら、早期発見してくれて、的確な診断と治療を

してくれることが一番のサービスだと思う。 

 

[4]市民が創り、支える病院とは？ 

<コスト削減のために> 

・市民一人当たりおよそ 2 万近くの税金が病院に使われていることを意識してほし

い。それは「利用しなきゃ損」的なものではなく、実際に病院を利用している人の

負担を少し増やすことで、それほど利用していない人との差をつけるべきだし、病

院存続につながるという意識を持ちたい。 

・病院で使う全てのモノに、モノそのものの値段だけでなく、維持に人件費がかかっ

ていることを意識したい。 

・入院時に使用するシーツ・タオルも、パジャマ同様個人で持ち込み、貸し出しの回

数を減らし、貸し出す人にはその差額分を徴収して入院費に差を持たせる。 

・施設内のゴミ箱の数を減らす。ゴミはできるだけ利用者が持ち帰ってもらう。 

・配膳場を利用する患者やその家族は、台所洗剤やタオルは自前を使う。 

・入院病棟の各階にロビーを兼ねた食堂があれば、患者は動くことでリハビリになる

し、配膳のコストも削減できるのでは。 

<寄付等> 

待合室に、募金箱を置いてほしい。 

 

・深夜や早朝に時間外を利用するのは、知識がなく不安だからで、そこは市民も賢く

病院を利用し、病院を守るためにも、自ら学んだりすることが必要だと思う。 
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常滑 60 女性 

 

 

１． 財政の健全化を考える上で、身の丈に合った病院づくりを心掛ける必要がある。

命が助かるかどうかの視点もいる。知多半島の医療環境を踏まえ、常滑市は何を目

指すのか？金（財源）と命のバランスを考え、優先順位を加味し、構築したい。 

 

 

２． 常滑の医療環境は地域によって偏りもあるが、１次医療の開業医は何とか満た

されている。急患、休日、夜間となると、途端に乏しくなる。つまり、公的病院は

救急医療と２次医療に専念してほしい。開業医との連携を綿密にし、２次医療と夜

間・休日の医療を充実されたい。少ない医師数で、医師の過重労働にならず、質の

良い医療を提供するには、固定観念や従来の考え方にとらわれず、新しいシステム

の構築が必要となる。医療の隙間を埋める知恵が必要となる。 

 

 

３． 救急患者の少ない科は、市民病院になくてもよいと考える。総合病院でなくて

もよい。知多半島５０万の人口に、余分な赤字病院、横並びの病院はいらない。極

端に小児科と内科でいいとも思う。当市の特徴は、高齢化率が高く、南北に長く、

新興住宅に若い家族が増えつつある。これらを踏まえ、どこを強化するのか。小児

科・循環器内科・呼吸器内科であろう。交通事故などでおこる多発外傷や高齢者に

多い重症熱傷は、救急救命センターに送らざるを得ない。 

 

 

４． 入院施設をどのくらいの規模にするか？ 外科的手術、急性期入院は他院で行

い、亜急性期入院を充実させる。それに伴い、リハビリ施設、整形外科・形成外科

の医師およびコメディカルの確保が必要。 

 

 

５． 空港のある市として、感染病棟を設ける。呼吸器内科を充実させ、医師確保・

専門医養成を目玉にすれば、感染病棟を維持できる。あくまでも感染病棟はいざと

いう時のためであり、その病棟の活用に伴うもの（システムや医師確保）を最大限

に利用しようとするのである。 
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６． 医師確保は病院維持にとって最重点課題である。コメディカルを活用して、医

師不足を補い、患者に快適な医療を提供する分野を、財政健全化のために設けられ

ないか？ 日帰り人間ドック・宿泊人間ドック・脳ドック・教育入院など、いろい

ろ考えられる。新しい施設で市民が年１回受ければ、予防医学にもつながり、医療

費の節約にもなる。健康維持のための施設も創ればいい。市民債など設けて、病院

維持のために活用すれば、債権者へのサービスの一環としての活用も考えればよい。 

 

 

７． 医師及び病院職員が働きやすい環境は、院内に設ける必要がある。特に女性職

員には、子連れでも働けるシステムが必要である。短時間労働・院内保育所・病児

保育所などが必要であろう。 

 

 

８． 快適な待合室、子どもの託児、ファミリーサポートセンターとの連携、予約シ

ステム、受付から予診・診療から会計・次の予約までのシステム改善・時間短縮な

ど、院内にいる時間を短縮し、院内の動線を短くし、早く診療すべき患者や隔離す

べき患者を仕分け、無駄のない医療の提供に努める。 
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常滑 50 女性 

 

可能な限り現実性を考え「私ならこう創る」にしました。 

 

・診療科目は、地域の開業医と連携を考える。例えば眼科は、午後診療している開業医

院の方が受診しやすいし、内科は地域のホームドクターにかかっている人が多い。現在

細かく分かれている内科など、一つ一つの科を検証して診療科を決める。 

経費の面からも、診療科目は重要。欲張らないほうが良い。しかし、感染症については、

補助金の関係があるのなら考慮するべき。 

 

・各診療科の収支を検証し、医師・看護師・事務職員にも、目標を持って努力してもら

う。 

 

・半田病院だけでなく、他病院との連携を（現在も行われていると思うが）強化して、

患者の状況にあったスムーズな転院・紹介をする。よく言われることだが、知多は一つ

の考えで、他病院に働きかけ、常滑が中心になって、建前だけでない協議会をつくる。

慢性期の患者をどうするかも、知多半島全体で考える。 

 

・常滑市民病院は入院ベッド数２００床、そのうち回復期・慢性期ベッド５０床。 

 

 

・施設は、豪華ではないが、明るく、柔らかさをもったロビーや病室。車寄せにはボラ

ンティアがいてくれるので、患者を預けて駐車をしに行ける。眺望の良いところに喫茶

室、総合受付から全ての科への行き方が見渡せる。子連れでも安心して入れるトイレ。

売店も充実。病室はトイレ付個室を増やす。 

※具体的な設計段階で、ぜひ市民、特に女性の意見を聞いてください。 

 

・院内に保育施設。優秀な医師や看護師にとって魅力的。 

 

・患者の動線を短くするために、電子データーや施設の配置を考える。 

 

 

・受付から診察まで、また入院しても、スタッフがにこやかで親切。医師はこちらの不

安や心配を取り除くように丁寧に説明してくれる。 

※お金のかからないサービスは、医師や看護師の気遣いや笑顔。患者や家族は精神的に
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弱っている場合が多い。その時にほんの少しの気遣いや行動が救いになる場合がある。

常滑市民病院の関係者たちは、かなり取り組んでくださっているとは思うが、２回親族

が入院したが、まだ、「またあの病院にかかりたい」とは思えない。 

保育施設などを充実させて、やる気のある人材にきてもらい、その上に教育をして、患

者から良い評判を得る。すると口コミで患者が増える。と、なるのでは？ 

 

 

・NPO などと提携して、タクシーより安く通院できるしくみをつくる。 

 

・病院ボランティアを活用する。各種団体などへ働きかけて、介助や案内などをお願い

する。 

 

・市民に病院建設で借金が増えること、赤字を出さないためにも利用してほしいことを

もっと説明する。 

※南部地域でたびたび聞かれるのは、「他の病院に行っているから、市民病院のために

年間 20000 円も払いたくない」という言葉。自分たちの病院だという意識を持って

もらうために、今後も具体的な計画案の紹介や意見募集をしていくことが大事だと思う。

私たちも個人的にできるだけ正確に広報（口コミ）していきたい。 

 

・職員とは別に、一般市民による病院運営のチェックシステムをつくる。 

 

 

最後に 

10０人もの市民に、毎回資料やまとめをしてくださった担当者の皆様、お疲れ様で

した。お陰さまでいろいろ知ることができ、よりよい病院を作らなくては･･･という気

持ちになりました。市民ひとりひとりが、自分の問題として考えて答えを出す必要があ

ると思います。 

また、今回集まった方々は、いつもの会議と違い、見知らぬお顔が多く、斬新な考え

の方もおられて興味深かったです。新人（？）発掘の良い機会で、画期的だったと思い

ます。 

これからも働きかけをよろしくお願いします。 

ありがとうございました。 
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常滑 ５0 女性 

 

 これまで常滑市民病院が市民の経済的負担により支えられているにせよ、入院できる

唯一の病院という役割を担って来たことに感謝ですね。これまで以上に新病院に期待す

るものであります。 

○ 救急医療は引き続き取り組んで 

○ 高齢者医療に対しては急性期後の回復期、慢性期の対応をする（リハビリはもちろ

んのこと） 

○ 病院連携、福祉施設等の連携の充実を図る 

○ 中部国際空港直近病院としての機能もはたす。（災害・感染症対策等） 

○ 高度医療機器に対して将来的に必要かと考えますので取り入れる 

以上のことは今後、新病院が果たす役割となって来ることでしょう。 

一番言いたいのは経営のことです。患者さんに足を運んで頂くためには、今やれてい

ないことをやるようにすればむつかしくないと考えます。 

① 以前に内科外来に予約なしで受診したことがありましたが、待ち時間が長くて、ど

の程度待てばよいのか、自分が何番だから今診察中の方は何番とか、解った方が安

心度があるので、全患者さんが解る方法があれば取り入れるようにする。 

② 自分の順番(名前)が呼ばれ、中待合い室でのこと、今、Ｄｒがしゃべっている内容

が “もれすぎ”でした。自分だったら恥ずかしいです。他の患者さんに知られたく

ないのでプライバシーは守る方法を取り入れるようにする。 

③ 日中受診することのできない若い人、働き盛りの人対策として、週１回程度から夕

方診察があると助かる人もいるのでは？ 検討して欲しいです。 

④ 院長先生が高齢者の回復期・慢性期の対応を考えていると答えがあり、少し安心し

たのですが、ベッド数の９０％以上をうめるようにする療養型等の検討も必要かと

考えます。 

⑤ 経営に対する理念を打ち出し、職員ひとりひとりが取り組む。 

 市民病院で働く職員の方々は、赤字経営に対しての認識度はどれだけなんでしょ

うか？小さな資材、材料費も職員の意識ひとつで控えて行くことができます。一貫

した教育、指導が必要だと考えます。常に収益性をあげることをひとりひとり考え

ていって欲しいということを強く望んでいます。 

⑥ その他 

 新病院へのアクセスを便利にして欲しい。 

 施設、設備等は普通でいいですが、サービス等はしっかり。受付・案内・接遇等

は、やさしく、はっきりすれば患者の満足度は↑↑するでしょう。 

いつも笑顔を忘れず、患者さん確保し、満足させて収益ｕｐ。 

頑張って全員で取り組んでいこうではないか！ 
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鬼崎 60 男性 

 

 今回の１００人会議に参加させていただいて、私にとっても大変有意義であったと強

く感じています。色々なテーマ設定されたなかで、多くの市民の方々の色々な感じ方、

考え方など活発な意見交換がありました。又、行政側の参事さん始め幹部の方々、コー

ディネーターの方々、市民病院長、看護部長、病院勤務医師の方々等の貴重なお話も聞

かせていただきました。特に医療現場の生の声を、一般市民の方々にお話していただい

たことは、医療現場の現況を知る上ですばらしい企画であり、大変重要なことだと思っ

ています。この様な会議を企画実行していただいた関係者に感謝申し上げます。 

 

現状の常滑市民病院では、院長先生始め医師、看護師、技師等々病院スタッフ全員が

毎日頑張っています。「過去の市民病院の悪い体験やうわさ」や「市民病院の現状を知

らないことによる反発や反対論」など、本当の姿を知っていただければ少しでも市民の

理解や協力を得ることができると確信しています。今後は、広く市民の方々に市民病院

の現状をご理解していただくために、「市民病院の院内施設見学会」「病院従事者と市民

やボランティアとの懇談会」等々の企画、実行を強く要望します。 

新病院建設のみならず、現在の病院運営や新病院運営のためにも必要なことと思われ

ます。色々な内部事情があると思いますが、是非実行してください。 

 

 今後の市民病院を考える上で必要なことは、「緊急時に必要な医療が受けられる体制

を地元常滑市に確保すべき」ということです。 

我々が住むこの地域には「東海地震」「東南海地震」「南海地震」「これらの三連動地

震」の大災害が高い確率（今後 30 年以内に約 90％）で予測されています。明日、こ

の大災害が起きても不思議ではない状況です。少なくとも、我々の子供世代までには確

実に被災すると思わなければなりません。これらの大災害が起きた時、私や私の家族、

知人、近隣住民の方々の災害救急医療体制はどうなるのでしょうか。毎日服用しなけれ

ばならないお薬はどうするのでしょうか。 

 

一部の方々に、「現在の市民病院は赤字だから、もう市一般会計からの繰入は中止し

病院は不要だ。」「市民負担（市繰出し金）はもう結構だ」等々、財政的な面から否定論、

又は縮小論があります。確かに現在の常滑市民病院は経営的には赤字です。しかし、今

回の東日本大震災における被災地の現状を見てください。被災当初は、日赤を始めボラ

ンティア医師等による緊急医療の応援体制が機能しました。が、この緊急応援体制に参

加する医療スタッフにも本来の業務があり、いずれ帰還し中止されることは必然です。

緊急応援体制には期限があるからです。緊急応援体制の医療スタッフが帰還されたら現
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在の被災地同様に医療難民になってしまいます。 

「市立半田病院があるからいいよ。」と回答するかもしれません。「自衛隊等に緊急搬

送してもらえば医療が受けられる。」と考えるかも知れません。しかし、広域にわたる

大規模災害時には、被災地で極少数機能している病院の医療スタッフ等も被災者であり、

救急医療と地域住民への医療体制が最優先されます。広域にわたる千数百万人の住民全

て満足に医療は受けられません。病院のある限られた地域住民のみが医療を受けられる

ことになります。これも、今回東北沿岸部の被災地で起きていることです。 

「自分たちの地域の医療を、自分たちで守る。」このことが一番大切であると、今回の

大災害で強く感じたことです。 

  

現状の市民病院は、全ての方に容認されないかもしれません。確かに昔の市民病院で

は、何人かの医療スタッフが非難されてもいたしかたない対応をしたと思います。 

今後は、我々が市民病院の現状を再度確認し、院長先生始め病院関係者全てに叱咤激励

しながら、より良い市民病院となるよう応援しようではありませんか。 

自分や家族、知人、地域住民のために、「安心して医療を受ける権利」を保障し、「市

民病院を自分達の医療の砦」として確保しておくためにも皆で協力していこうではあり

ませんか。小さな力でも、みんなの「絆」を大切にしていけば実現可能と思います。 
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青海 30 女性 

 

 

1. 患者講師によるセミナーの導入 

・ 病院における接遇は一般の企業とは異なるため、患者の想いを直接聞くことのでき

る機会があると良いのではないかと思います。 

・ 地域レベルや医大、意識の高い医療者の間では、すでに患者講師によるセミナーが

取り入れられていますが、自治体病院での取り組みは全国的にもまだ少ないので、

今から取り組むことは、病院としてのアピールにもつながると思います。  

 基本的には病院スタッフ向けの研修という位置づけであっても、外部の方（近

隣の医療機関従事者、医学生・看護学生、医療職を志す高校生など）も参加で

きるセミナーとして実施すれば、志の高いスタッフを集めるきっかけにもなる

のではないでしょうか。 

・ 病院スタッフが患者の想いに耳を傾け、患者の声を取り入れた仕事をすることによ

り、医療者側の想いも患者に伝えやすくなると思います。 

・ 参考 URL 

 アピタルブログ のぶさんの患者道場 

https://aspara.asahi.com/blog/nobusan/entry/kUrHWHgswz  
 患医ねっと 患者の声は”医療に活きる“ 

http://www.kan-i.net/school2011-2.htm  
 
 
2. 病院見学会の実施（大人向け） 

・ 100 人会議のメンバー向けに病院ツアーが実施されましたが、こういった機会によ

って病院スタッフの方の想いが利用者に伝わります。 

 私自身、病院ツアーに参加して、常滑市民病院への印象は良くなりました。 

・ 病院の中の「目に見えにくい部分の仕事」や「苦労していること」などが分かれば、

患者もそれに協力しようという気運が高まってくるのではないでしょうか。 

 目に見えにくい部分の代表に腎センターがあると思います。腎センターについ

ては、自分や親しい人に透析が必要な方がいなければ詳しく知ることはないと

思いますが、万が一透析が必要になってしまった時に「常滑市民病院は利便性

も高く、実績もあるので、ぜひ利用したい」と思ってもらうだけでも、広報活

動としての病院見学会の意義はあると思います。 
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3. 病院見学会の実施（子ども向け） 

・ 小学生・中学生を対象に、病院見学会を実施することにより、子どもたちに「病院

という場所とその機能」を理解してもらうことで、子どもたちの学習の機会にもな

り、病院でのマナーなどを子どもたちに学んでもらうこともできると思います。 

 副次的効果として、病院でのマナーを子どもたちが身につけることにより、マ

ナーを守らない大人への視線が厳しくなり、大人もマナーを守らざるを得ない

という効果も期待できるのではないかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 市民との意見交換の場を持ち続ける 

・ 100 人会議は終了しますが、100 人会議のように市民と病院関係者・行政などが

意見交換できる場を持ち続けることにより、「市民が創る」病院になっていって欲し

いと考えています。 

 すべての参加者が経営面から運営面まですべてに携わるのではなく、自分の得

意分野・興味に応じた分科会に所属できるようになっていると、より多くの人

が参加できるのではないでしょうか。 

・ 市民がより深く病院の運営に携わっていくことで、病院スタッフと市民の相互理解

が深まることは、長期的には病院で働く方々の負担軽減にもつながっていくと思い

ます。 

・ いろいろな立場の人が健康・医療をテーマに語り合う場を提供することにより、医

療者と市民の相互理解を深めるきっかけ作りをしてもよいのではないでしょうか？ 

 参考 URL 

 みんくるカフェのブログ 
 http://ameblo.jp/minclecafe/ 

 
 
 

第３回 病院見学ツアー（手術室） 

 

第３回 病院見学ツアー受付 
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5. 市民の健康拠点に 

・ 現在の常滑市民病院は「病気になってしまったら行くところ」ですが、病気になっ

てしまったときはもちろん、「病気にならないために利用する施設」という側面があ

っても良いのではないでしょうか。 

 予防医療に力を入れたり、「健康診断の結果、読み方セミナー」などといった

ミニイベントの実施により、「未病」の段階での対処に力を入れるのもひとつ

の方法だと思います。 

・ 医療、健康についての困ったこと「よろず相談窓口」があると良いのではないでし

ょうか？ 

 高齢者医療、がんに関することなどは比較的相談窓口も多く、書籍なども充実

していますが、それ以外の疾患については「どこに相談していいのかすら分か

らない」というのが実情です。せめて「相談先を紹介してくれる」だけでも良

いので、幅広く相談・情報提供に応じてくれる場所があると良いと思います。

（もちろん、高齢者やがんに関する医療に対する相談にものって頂きたいと思

います） 

 本来、病院としての機能ではなく、常滑市としての行政機能として提案したい

ことなのですが、「市民病院を市民の健康に関する事柄すべてにおける拠点とす

る」という考えに基づき、病院内に設置することを提案します。 

 私自身は、特定疾患の申請などにおいて、インターネットを利用できるスキル

があり、自分で調べたり問い合わせをすることができましたが、様々な事情に

より自分で調べることが困難な方も多くいらっしゃると思います。 

 

 

6. 多目的スペースの設置 

・ 小規模なセミナーや患者同士の交流の場として使える多目的スペースがあれば、ボ

ランティアなどによる患者サービスやレクリエーション行事が行いやすくなるので

はないかと思います。 

 手芸などの教室、患者の特性に合わせた衣服などのオーダー、患者向けのトー

クセミナー、病院ボランティアの活動拠点…などの利用方法を想定しています。 

・ セミナーや行事が行われていない時にも、図書室として利用できるようにしてある

と、入院患者も外来患者も利用でき、便利なのではないでしょうか。 

 小説など一般の図書とともに、一般向けの医学書や資料などを揃えておくこと

で、患者が病気と向き合える支援をする場所として活用できるとさらによいと

思います。 
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・ 参考 URL 

 名古屋大学附属病院 患者情報センター 広場ナディック 

http://www.med.nagoya-u.ac.jp/hospital/1406/1617/kanjajouhoucenter.html  
 
 
7. 総合診療科の新設 

・ 複合疾患への対応は、高齢化や社会の多様化・複雑化により、今後需要が増大する

と考えられます。 

 私自身が「市内診療所からの紹介→常滑市民病院一般内科受診→専門外来（膠

原病外来）へ院内紹介され受診→問題が解決せず、原因も分かっていないにも

かかわらず膠原病である可能性は低いという理由で元の診療所に逆紹介」とい

う経験をしました。 

 その後、元の診療所で再度経過観察→半田病院内科へ紹介→名大病院総合

診療科へ紹介され、現在も名大病院総合診療科で診療を受けていますが、

常滑市民病院で解決できない問題であるなら、その時点で名大病院など適

切な医療機関へ紹介して頂けていたら…と思います。 

 総合診療科の新設だけで解決する問題ではないと思われますが、専門外来

受診中も一般内科がフォローしていればこういう事態は防げたのではな

いでしょうか。ただ、消化器内科・循環器内科等を専門としている医師が

交代で診療に当たっている現状の一般内科にそこまでの機能を求めるの

は無理があると考えられるので、あえて総合診療科の新設を提案します。 

・ 半田病院にも総合診療科にあたる部門はなく、総合診療科は病院の特色として打ち

出せるのではないでしょうか？「プライマリケアの専門家」を志す若手医師は比較

的多数いらっしゃるようです。 

 

 

8. 救急医療、高度・専門医療 

・ 市内唯一病床を持つ病院としては、二次救急までの対応は必要だと考えます。 

 三次救急については、半田病院を中心に、他院との連携を強化すべきと考えま

す。 

・ 急性期は最低限の対応とし、亜急性期・回復期・慢性期を中心に対応することで、

半田病院との機能の切り分けをするのがベストではないかと考えます。 

・ 費用対効果の問題も含めて、すでに半田病院が持っている機能を重複して持つより、

基本的な病院機能の充実を図ったほうが良いと思います。 

・ 高度・専門医療については、常滑市民病院で実施することより、すでに高度・専門

医療に対応できる設備・スタッフのいる機関との連携を強化すべきと思います。 
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9. 病院の設備について 

・ 診察室の入口にはカーテンではなく「ドア」を設置します。 

 現状の「カーテンの外に中待合」という構造では、中待合にいる人に会話の内

容が丸聞こえです。 

 私自身は知人が診察を受けている最中に偶然中待合にいたことにより、知人の

病名を知ってしまったことがあります。逆の立場で、口の軽い人に聞かれてし

まったらと思うと不安に感じます。 

 小さい子どもには、カーテンは絶好の遊び道具です。診察を受けている最中に

知らない子どもにカーテンを開けられたことが何度もあります。子どもに罪は

ありませんが、不快です。 

・ 病院敷地内は、駐車場も含め全面禁煙にします。 

 私自身が気管支喘息患者であることもありますが、受動喫煙により病状の悪化

する病気も多数あります。医療機関である以上、分煙ではなく禁煙を望みます。 

・ 窓の外の景色が壁しかない病室がないようにします。 

 現在は使われていないようですが、旧西２階の一部（200 号室など）の窓か

らは壁しか見えませんでした。太陽光も入らず、晴れた日の日中でも照明なし

では過ごせない病室がかつての小児科病棟には存在していました。療養環境で

ある以上、せめて晴れた日の日中はすべての病室・病床に照明が必要ない程度

の明るさは必要だと思います。 

・ 駐車場の充実をはかります。 

 現病院より駅からのアクセスが悪くなり、車での来院者が増えると考えられま

す。そのため、現病院より広い駐車場が必要になると思います。 

 常滑市内は公共交通機関のアクセスの悪い場所が多い上に、新病院も車での来

院を想定した立地である以上、車での来院に不便を感じるようであっては、長

期的には来院者の減少につながると考えられます。来院者（収益）の確保のた

めにも、駐車場の整備は必要だと考えます。 
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あとがき 

～「みんなで創ろう！！新・常滑市民病院 100 人会議」を終えて～ 

 

常滑市民病院 院長 中山 隆 

100 人会議が終わりました。新病院を創るにあたり、市民から「本当にあってよか

った、私たちが支えていこう」と思って頂けるような新病院を建設するために立ち上げ

たものですが、5 月 15 日から月に１回、計５回にわたって市民の皆様の熱い議論があ

りました。 

なにぶんにも初めての事でしたから、皆さん

に参加して頂けるだろうか、意見をどんどん述

べて頂けるだろうかなど心配ばかりでしたが、

全くの杞憂に終わりました。 

 もちろん、市民病院の経営状態に対してなど、

かなり厳しいご意見も多くありました。同時に

私たちも、市民病院の現状、問題点、市民の皆

様にご理解して頂きたい事などでき得る限り説

明させて頂いたつもりです。病院と市民の皆様

の相互理解が少し進んだと感じています。 

100 人会議で出てきたいろいろなご意見は、取りまとめていただき、代表の方々に

新病院基本構想策定委員会にて発表して頂きます。 

 しかし、これでお仕舞いにしてはいけないと思います。常滑市民病院が市民の皆様の

病院としてこれからも存続していくためには、何らかの形でこのような会議が今後も必

要です。市民の皆様からどんどんと意見やご指摘を頂いて、また市民病院からも情報を

市民の皆様にどんどん発信することで、お互いの理解を深め、出来る限り協力し合うこ

とで、より良い市民病院、より良い地域医療が可能になると思います。 

これからも宜しくお願い申し上げます。 

第１回 100 人会議 会場 
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あとがき 

～「みんなで創ろう！！新・常滑市民病院 100 人会議」を終えて～ 

看護部長 久米淳子 

「深刻な財政難の常滑市、地域の方々は新病院建設を応援して下さるのだろうか?」

そんな不安の中、「100 人会議」は始まりました。 

第１回のグループディスカッションでは、「待ち時間が長すぎる」「職員の対応が悪い」

等、若い世代の方から正直な意見が聞けました。はじめは、辛辣な意見を聞く度、胃が

痛くなっていましたが、次第に、「ひとりひとりの言葉を真摯に受け止めて、そこから

始めるんだ。」という気持ちに変わりました。 

「待ち時間問題について」は、第 1 回「100 人会議」終了後、すぐに全科調査をし

ました。整形外科を始めとし、特定の科の待ち時間が長い事がわかりました。医師不足

の中、救急患者が飛び込みで入ると、外来診療を止めて救急患者を診療するケースも多

く、なかなか改善できない点もあります。 

しかし、気持ちよく待って頂く為の配慮や声掛けはすぐにでもできる筈。早急に改善

できることは改善していくつもりです。 

第３回テーマ別ディスカッションでは、「経営改

善」に参加しました。赤字経営の続く常滑市民病院

について、手厳しい意見・励ましの言葉など活発な

討議がありました。「不採算の診療科を切る?」とい

う話もでましたが、少ない医師達で二次救急を支え

ている現状があります。（不採算という観点から見

れば、二次救急が不採算部門）常滑市民より、「二

次救急は続けて欲しい」という多くの声を聞きます。 

私自身も、常滑市の住民であり、私の家族を含め大切な人達はこの町に居ます。常滑

市の未来の町づくりを考えた時、「安心して暮らせる街」「災害時には地域で助け合う」

→「市民の為の病院」をなくしてはいけないと思っています。 

経営に関して言えば、昨年度の実績として、収益増加と（患者数の増加）と経費削減

（材料費・人件費の削減）を同時に行い、年間 1 億円 7 千万円近くの成果を上げまし

た。今後も引き続き、努力していく所存です。全体討議で、ある方が「日本一コミュニ

ケーションのいい病院に!」と言われました。その言葉が心に響きました。中規模病院

の良さを活かし、そんな病院を目指してしていきたいと思っています。 

100 人会議を重ねる毎に、地域の方々により近づけた気がしました。地域の人達に

支えられているのだと実感しました。そして、私達の使命・病院理念でもある「市民か

ら信頼され安心して受診できる病院」を職員一同、更に進めていかなければと心新たに

しています。「支えあい」これが、地域医療の根幹です。100 人会議は、始めの一歩で

す。今後もその関係性を継続させ、発展させていかなければならないと思っています。

第３回 テーマ別グループ討議 
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100 人会議事務局（常滑市民病院事務局 新病院建設室） 

 

〒479-8510 

愛知県常滑市鯉江本町 4 丁目 5 番地 

電話 0569-35-3170（内線 515） 

FAX0569-34-8526 

e-mail byoinsinbyoin@city.tokoname.lg.jp 

 


