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（常滑市⻑）
 始めに、半⽥病院と常滑市⺠病院の統合に係る経緯からご説
明いたします。
 半⽥病院の移転計画により、新半⽥病院の建設予定地は、い
ずれも直線距離で、今の半⽥病院からは約５キロメートル⻄の
場所、常滑市⺠病院からは、約３キロメートル東の場所になり
ましたので、常滑市⺠病院と新半⽥病院が近接し、医療供給地
域が重複することで、共倒れを懸念される声があがりました。
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（常滑市⻑）
 そこで、平成30年6⽉に「常滑市・半⽥市医療提供体制等協
議会設置に関する協定書」を締結し、「常滑市・半⽥市医療提
供体制等協議会」を設置しました。
 協議会では、医師会の代表者をはじめとする地域医療に精通
された有識者の⽅々に、地域の医療を守り、効率的で質の⾼い
医療提供体制を引き続き確保するため、検討を重ねていただき、
平成30年11⽉に半⽥、常滑両市⻑に検討結果が報告書として提
出されました。
 その結論は、常滑市⺠病院と半⽥病院は経営統合して機能分
担をすべきである、経営統合の⽅式は、地⽅独⽴⾏政法⼈化す
べきということでございました。
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（常滑市⻑）
 協議会からの報告書を踏まえ、平成31年2⽉に、両市及び関
係機関の今後の連携協議を効率的かつ効果的に⾏うための合意
書を取り交わしました。
 そして、5⽉には、合意書の内容を実現すべく、「半⽥市⽴半
⽥病院・常滑市⺠病院統合会議設置に関する協定書」を締結し、
診療統合・経営統合に向けた連携協議に係る組織として、「半
⽥市⽴半⽥病院・常滑市⺠病院統合会議」を設置いたしました。
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（常滑市⻑）
 また、統合会議では、合意書や確認書での課題を協議し診療
統合及び経営統合を実現するため、下部組織として「統合調整
会議」や「診療統合部会」、「経営統合部会」を設置し、両病
院の診療統合や経営統合に向けた具体的な⽅策について、必要
な事項の協議・調整等を⾏ってまいりました。
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（常滑市⻑）
 統合会議等では、統合の時期、形態、条件に加え、統合を⾒
据えた⼈事交流、診療統合のあり⽅などを協議してまいりまし
た。
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（常滑市⻑）
 ２年にわたる協議の結果、両市で合意に達しましたので、病
院経営統合に関する協定書を締結することとなり、令和３年２
⽉16⽇に半⽥市役所で調印式を⾏いました。
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（常滑市⻑）
 協定書で合意した主な内容としましては、令和７年４⽉１⽇
の経営統合を目指すということ。
 そのための組織として、令和４年４⽉１⽇に両市、両病院職
員からなる統合準備室を設⽴するということ。
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（常滑市⻑）
 半⽥市と常滑市が共同で非公務員型の地⽅独⽴⾏政法⼈を設
⽴し、新半⽥病院と常滑市⺠病院の２つの病院を運営するとい
うこと。
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（常滑市⻑）
 もし、経営統合までの間に病院の経営が苦しくなり、資⾦不
⾜等が発⽣した場合は、病院を設置した市が責任をもって不⾜
分を出資すること。
 現在も⾏っている医師、看護師、リハビリ等の⼈事交流は継
続し、さらに活発に⾏っていくということであります。
 これらのことを定めた協定書に沿って、今後、半⽥市と常滑
市、半⽥病院と常滑市⺠病院が⼀体となって統合に向けて事業
を進めて参ります。
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（常滑市⻑）
 統合の形態として、非公務員型の地⽅独⽴⾏政法⼈を選択い
たしましたが、病院を経営するうえでいくつかのメリットがご
ざいます。
 具体的には「法⼈の意思決定により予算執⾏が可能となるた
め、医療需要や診療報酬体系の変化に、柔軟かつ迅速に予算執
⾏できる」「地⽅⾃治法、地⽅公務員法が適⽤されないため、
契約事務、⼈事給与事務が簡素化され、効率的に⾏える」「市
の定数条例の範囲外となるため、職員数の上限がなくなり、地
⽅公務員法の採⽤のルールも適⽤されないため、⼈員不⾜に対
して弾⼒的に対応できる」、などです。従って、状況の変化に、
より機動的に対応できる病院運営が可能となり、良質な医療を
継続的に提供できるものと考えています。
 なお、現在でも、半⽥病院と常滑市⺠病院は、医師や看護師
などの応援派遣といった診療連携を⾏っております。後ほど常
滑市⺠病院⻑より、地⽅独⽴⾏政法⼈を設⽴し、診療統合を実
現するメリットを、ご説明させていただきます。
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（常滑市⻑）
 ⼭形県で似たような状況から経営統合をした事例がございま
すので、ご紹介させていただきます。
 ⼭形県酒⽥市内に、酒⽥市⽴酒⽥病院と、⼭形県⽴⽇本海病
院という同じような規模で急性期機能を持つ２つの病院が、直
線にして約２キロの距離にございまして、市⽴酒⽥病院が建替
計画を検討している⼀⽅で、県⽴⽇本海病院が⾚字で苦しんで
おりました。そのような事情から、平成20年に両病院が経営統
合し、⼭形県・酒⽥市病院機構を設⽴しました。
 この統合・再編により、市⽴酒⽥病院をリハビリテーション
病院に変更し、県⽴⽇本海病院は急性期病院に特化し、⼤きく
経営改善できたということでございます。
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（常滑市⻑）
 今回の新半⽥病院と常滑市⺠病院は直線にして３キロの距離
になり、経営統合し、病院機能を再編する点で、⼭形県・酒⽥
市病院機構と似ていますが、それぞれ公⽴病院を運営している
隣り合う市が、それぞれの病院を存続して地⽅独⽴⾏政法⼈を
設⽴するのは全国初のケースとなりますので、今後のモデル
ケースとなるような統合を進めたいと考えております。
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（常滑市⻑）
 しかしながら、経営統合に向けては、様々な課題もあります。
まず、市⺠の皆様・実際に勤務する病院職員からご理解をいた
だくことが、統合の⼤前提であります。
 皆様の中には、地⽅独⽴⾏政法⼈化で不採算部門が切り捨て
られ、これまでの診療が受けられなくなることを懸念される⽅
もいらっしゃるかも知れませんが、本来、市が⾏う役割や実施
すべき医療に対する経費はこれまで通り市が負担するため、診
療機能は維持されます。
 病院職員には、不利益な変更とならないよう制度作りを進め、
やる気のある職員が報われる体制を目指しております。さらに、
⼈員が不⾜した時にはすぐに採⽤できたり、フレックス制など
で多様な働き⽅ができるといった、地⽅独⽴⾏政法⼈ならでは
のメリットを説明し、理解を求めてまいります。
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（常滑市⻑）
 また、地⽅独⽴⾏政法⼈化するには、関係機関から許認可を
得る必要がございます。今回は全国初のケースでもございまし
て、必要な手続きについて、両市、両病院で情報を共有しなが
ら、着実に進める必要があります。
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（常滑市⻑）
 さらに、先ほどご説明させていただきました協定書を両市が
遵守することが何よりも⼤切だと考えておりますので、常滑市
としましても、協定を遵守し、経営統合を進めて参ります。
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（常滑市⺠病院⻑）
 先ほど、市⻑からも説明させていただきましたが、半⽥病院
と常滑市⺠病院の統合に関する協議は、半⽥病院の移転で常滑
市⺠病院に近接することを契機に始まりました。
 現在も医師や看護師など、お互い不⾜する医療従事者を派遣
しあうなど、診療連携を⾏っていますが、新半⽥病院と常滑市
⺠病院が診療統合することで、診療科の再編で症例や医師が集
約でき、多くの専門医の知⾒を活かすことが可能となり、市⺠
の皆様にとりましても、より安全な治療が受けられるようにな
ります。
 また、救急の⼀元化で救急を担当する医師も増加すると⾒込
まれますので、医師の負担が軽減されるとともに、多くの救急
患者に対応することができるようになります。
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（常滑市⺠病院⻑）
 また、経営統合いたしますと、１つの法⼈が２つの病院を運
営することになりますが、そのメリットといたしましては、⾼
度急性期から急性期を担う新半⽥病院と、急性期から回復期を
担う常滑市⺠病院が診療統合することで、⾼度急性期から回復
期まで、１つの法⼈により、切れ目のない医療を提供すること
ができます。
 また、医療機能の集約により、この地域でより質の⾼い⾼度
な医療を受けることが可能になります。
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（常滑市⺠病院⻑）
 ⾼度急性期、急性期に特化した新半⽥病院と、急性期から回
復期を担う常滑市⺠病院との診療統合により、医療を集約する
ことで、２つの病院で同じような⾼額医療機器を購⼊する必要
性も低くなることから、医療機器等への計画的な投資と利⽤の
効率化が図れます。
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（常滑市⺠病院⻑）
 今は常滑市⺠病院に救急搬送されている急性期の患者も新病
院が対応するなど、新半⽥病院が急性期に特化した病院になれ
ば、様々な症例に対応する意欲のある医師が働きたい病院とな
ります。また、ベテランの医療従事者の中には、回復期医療を
⾏いたい⽅もいらっしゃいます。そうした医療従事者は常滑市
⺠病院で働くことができます。このように、役割が違う２つの
病院を１つの法⼈が経営することは、医療従事者のキャリアプ
ランに応じやすくなりますので、離職率の低下にも有効である
と考えています。
 さらに、地⽅独⽴⾏政法⼈は、労働条件や給与体系の柔軟な
⾒直しも可能です。医師をはじめとする医療従事者が、頑張れ
ば報われる体制とし、医師不⾜や看護師不⾜の解消につなげ、
皆様が安⼼して受診できる、継続的な医療体制を確⽴していき
ます。
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（常滑市⺠病院⻑）
 新型コロナ禍の現在は、常滑市⺠病院はコロナ対応、半⽥病
院は救急医療対応と役割分担し、必要な応援派遣をしています。
２つの病院が連携することが、感染症と救急医療の両⽴に有効
であることを図らずも実証しているわけですが、経営統合によ
りその有効性がさらに発揮されることになります。
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（常滑市⺠病院⻑）
 両病院の核となる機能といたしましては、新半⽥病院では救
急医療を、常滑市⺠病院では回復期リハビリテーション治療と
地域包括医療として位置づけています。急性期医療は、両病院
で分担して⾏うこととしていますが、今後、さらに協議を進め、
決定していきます。
 診療統合後の両病院の役割分担は次のとおり考えています。
 質の⾼い救急医療を提供でき、急性期から回復期まで切れ目
のない医療を提供するため、緊急⼊院や予定⼊院、救急医療や
がん放射線治療、化学療法などは新半⽥病院で、急性期予定⼊
院や回復期リハビリテーション治療、地域包括医療、感染症治
療、不妊治療などは、常滑市⺠病院で⾏うと想定しております。
 新半⽥病院では、救急外来や外来からの⼊院受け⼊れを担当
します。常滑市⺠病院は、新半⽥病院の外来からの⼊院、もし
くは新病院からの転院を受け⼊れることとし、在宅⽀援が必要
な患者さんへの⽀援を⾏う機能を重点的に担う形態を想定して
います。
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 診療統合に関する説明は以上となります。
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（半⽥病院副院⻑）
 既にご存じの⽅も多いことと思いますが、新半⽥病院の建設
予定地は、半⽥運動公園の東側農地、⾚色で示している部分で
す。
 周辺には、⻄に半⽥運動公園、北に知多南部総合卸売市場が
ございます。
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（半⽥病院副院⻑）
 続いて、交通アクセスについてご説明いたします。
 新半⽥病院の建設予定地は、半⽥市の中⼼を通る国道247号の延⻑
上にあります。
 また、半⽥中央インターチェンジにも近く、半⽥市の内外からア
クセスしやすい位置でもあります。
 半⽥病院は、知多半島で唯⼀、救命救急センターがある第三次救
急医療機関でありますので、建設地の選定には、広域的なアクセス
の観点も考慮しました。
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（半⽥病院副院⻑）
 こちらは、新半⽥病院の建設予定地を東側から撮影したもの
です。⾚枠の中が建設予定地です。
 建設予定地は⻄側が⾼く、東側が低い傾斜地となっており、
現在は棚⽥のような農地として利⽤されていますが、写真のと
おり、丘陵地となっており、津波や浸⽔の被害の恐れが少ない
ことから、災害時にも継続して医療提供する病院にふさわしい
⽴地であると考えています。
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（半⽥病院副院⻑）
 こちらは現在設計を進めている新半⽥病院の外観イメージ図
です。
 今後、設計を進めていく中で変更となる可能性はありますが、
基本的にはこのような地下１階、地上５階建ての建物となりま
す。
 １フロアーの面積を⼤きく、階数を抑えることで、来院者さ
れる⽅に分かりやすい建物としています。
 また、⼊院病棟を１フロア４病棟とすることにより、スタッ
フの動線が短くなり機能的になりますので、来院される⽅には
使いやすく、スタッフにとっても働きやすい病院となります。
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（半⽥病院副院⻑）
 この図面は、新半⽥病院を真上から⾒た配置図となります。
 敷地の東側は来客者⽤駐⾞場、⻄側は職員や搬⼊⾞両駐⾞場、
敷地の中央に病院建物を配置します。
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（半⽥病院副院⻑）
 地下１階は地下駐⾞場や機械室などとなっています。地下駐
⾞場からは地下⽞関からエレベーターやエスカレーターを使っ
て、１階に上がれるようになっています。
 また、この地下駐⾞場は感染症への対応としても利⽤します
ので、後ほどご説明いたします。
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（半⽥病院副院⻑）
 こちらは１階平面図です。１階には、救急対応や外来患者の
⽅の利便性を考慮し、救命救急センター・外来部門・放射線部
門を集約して配置する予定です。
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（半⽥病院副院⻑）
 ２階には、手術部門と、その後の経過等を⾒る集中治療室等
の⾼機能病床を配置しております。
 また、敷地の傾斜を利⽤して、職員や業者の出⼊⼝を設けて
います。
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（半⽥病院副院⻑）
 ３階から５階は⼊院病棟としています。
 現在の半⽥病院の病床数は４９９床ですが、新半⽥病院では
４１６床といたします。
 ３階には、周産期センターと小児科、産科、婦⼈科病棟の他、
外科病棟を配置いたします。
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（半⽥病院副院⻑）
 ４階には内科系の各科の４つの病棟を集約しています。
 病棟を井ゲタ状に配置することで、医師や看護師といった医
療従事者の動線距離を短くし、機能的に動くことができます。
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（半⽥病院副院⻑）
 ５階につきましては、整形外科、脳神経外科などの病棟を配
置するとともに、リハビリ室を設置しています。
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（半⽥病院副院⻑）
 こちらは建物を東⻄⽅向に切断した断面図です。環境に配慮
し、太陽光発電パネルや⾬⽔貯留槽を設置しています。
 また、屋上にはヘリポートを設け、ヘリコプターによる患者
の受け⼊れ等に対応できるようにしています。このヘリポート
は、専⽤エレベーターで救命救急センターや手術室と直結して
います。
 建物の構造としては、⼤地震が起きた時にも、継続して医療
を提供するために免震構造を採⽤します。
 また、上空から取り⼊れた新鮮な空気をフィルターを通して
院内に供給するなどの工夫をしております。
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（半⽥病院副院⻑）
 感染症につきましては、現在の新型コロナウィルス感染症の
ような⼤規模な感染症につきましては、今まで通り、常滑市⺠
病院で対応する⽅針に変わりはございません。
 ただし、インフルエンザ等の感染症などの流⾏に対するため
に、感染拡⼤の状況に応じて、レベル１からレベル３に分けて
対応できるように計画しています。
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（半⽥病院副院⻑）
 こちらは、病棟の感染症に対する計画です。
 常滑市⺠病院だけでは対応困難となるようなパンデミックの
状況となり、新半⽥病院で感染症の⼊院患者を受け⼊れる場合
は、感染拡⼤の状況に合わせて病床をコントロールできるよう
にしております。
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（半⽥病院副院⻑）
 最後に経営統合と新半⽥病院の建設のスケジュールの概略に
ついてご説明いたします。
 統合準備に関しては、来年度まで仮の統合準備室で進めてい
きますが、令和４年度からは統合準備室を正式に発⾜し、両市、
両病院から合わせて合計５名〜６名規模の組織で、経営統合に
向けた必要な業務を進めていきます。
 ⼀⽅で、新病院建設に関しましては、来年度から実施設計に
⼊り、令和４年夏ごろから工事を開始し、令和６年12⽉には建
物を概ね完成したいと考えています。
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