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平成２５年度第２回夕張市医療保健対策協議会の協議結果（概要）

日時 平成26年1月22日（水）18:00～19:45

場所 市民研修センター２階 大会議室

出 席 者：拡大委員４５名中２０名出席（町内会１９名、患者代表１名 、市委員６名、）

傍聴者５名、報道関係者３名、事務局７名

１ 開 会

２ 報告事項

協議会の開催状況について・・・資料１

事務局から資料に基づき説明

質問・意見なし

３ 協議事項

（１）市立診療所のあり方について・・・資料２～４

事務局から資料に基づき説明

（２）求められる医療提供体制・役割と連携・主な取り組みについて・・・資料５

事務局から資料に基づき説明

紅葉山連合 市立診療所の改築を１０年先送りすることで理解して欲しいということか。

町内会

事務局 社会医療法人制度が必要であると考えており、へき地診療所に認定されるに

は、解決しなくてはならない課題があり、又、市内の医療機関と十分に協議を

行うため、一定の期間が必要である。

それが最長１０年という目標を掲げながら、協議をさせて頂きたいというこ

とです。

紅葉山連合 医師会の了解は得ているということか。

町内会

事務局 はい。

紅葉山連合 今後、最長１０年は短縮されるのか、又は延びるのか。行程表的なものが協

町内会 議会で示されるのか。

事務局 課題を解決した時点で改築もあり得ますし、又、平成２７年度の指定管理者
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の公募により、方向性は少しずつ見えてくるものだと考えております。

患者代表 「医療資源が有限のものである」という意味がわからなかったので、説明願

います。

事務局 医療資源という言葉は、聞き慣れない言葉であると思いますが、現在、夕張

だけではなく、全国的に、医師不足・看護師不足や救急患者の増加により現場

の疲弊が叫ばれている状況にあります。

医療現場を疲弊させないように、守っていくこと、これが大事であるという

「 」 。意味で 医療資源が有限のものである という言い方をさせて頂いております

夕張には、現在、５つの医療機関があります。これは、人口１万人程度の街

としては医療機関の数が多く、非常に恵まれた状況にあります。この状況を大

切にしていかなければならないと考えております。

患者代表 医療機関が充実している割には、市内の医療機関を利用せず、市外の医療機

関を利用していてる人が多いように思われます。医療資源が有限であるという

ことが実感しにくい状況にあるのではないかと思います。

言葉が難しくて、市役所、診療所、市内の医療関係者が今後どのように動い

ていくのかわからない部分があります。

市立診療所の移転改築についても 「移転するんだって」とか「病院は夕張、

」 、 、市外だから関係ない というあまり関心のないような話を聞くので もう少し

市民にわりやすい説明の方が良いと思います。

事務局 市内の医療機関が貴重な社会資源であるということを市民の皆様にも認識し

て頂きながら、医療の充実を図っていきたいと思います。

南清水沢 市が委託している希望の杜と医師会は、現在、どのような関係なのか。医師

連合町内会 会に希望の杜は加入しているのか。

事務局 夕張希望の杜の前理事長の時に医師会を脱退しています。ただ、現在の希望

の杜の常勤医は、医師会との対話を望んでいます。

南清水沢 医師会に入っているのかどうかをお聞きしたい。

連合町内会

事務局 入ってないという状況です。

南清水沢 希望の杜は、市から委託を受けた市立診療所ですから、その診療所が医師会

連合町内会 との連携がうまくとれていないということについて、非常に不満を持っていま

す。
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希望の杜との委託契約期間が平成２８年度まであるということは、今後３年

間、このような状態が続けば、希望の杜と医師会との連携が全くとれていない

にもかかわらず、夕張市の医療がスムーズにいくかといえば、いかないと思い

ます。

、 。そうであるならば 市が行政的な指導力を発揮することが必要だと思います

希望の杜が医師会に加入して、医師会とうまく連携をとれるような形をつく

っていくことが必要です。希望の杜と医師会の間に市が入って連携がとれるよ

うな対策を取ってもらわないと、今後３年間、夕張市の医療体制はスムーズに

いかないし、市民の不安は消えないと思います。このことについて、市がどの

ような考えを持っているのかお聞きしたい。

事務局 今、ご質問のあったことは、地域医療を推進する上で、最も大事なことだと

考えております。スムーズな連携が図られるよう、現状では努力しているとこ

ろでありますが、やはり医師会そのものに対して、市が忖度することはできま

せん。十分話し合いできるような環境づくりをすることが、市ができる第一の

ことだと考えております。希望の杜との話し合いの中では、数は少ないのです

が、市内医療機関の医師との情報交換を行いながら、連携が図られているとの

報告も受けています。

今後については、更に、努力していきたいと思います。

南清水沢 いずれにしても、市が委託している医療機関ですから、今後３年間、速やか

連合町内会 に連携がとれるよう行政指導を発揮頂きたい。このように要望します。

事務局 承知しました。

東町内会 説明頂いた中で 「夕張市立診療所のあり方について （資料２）のＰ４の、 」

２に課題を解決するためには「社会医療法人制度」がポイントという説明があ

り、非常に理解しやすかった。

財政破綻し、２、３年経過する中で、市立診療所には誤解を招くことがたく

さんあったと思います。

指定管理者制度がうまくいくのか、市民は心配してみていた。今、振り返る

と「何だったのかな」ということが沸々とよみがえってきます。

市民の中に不安を投げかけてしまったと思います。

その反省の上に立った時に、社会医療法人制度が出てきた、これはいいかも

しれないと受け止めています。

ただ、ここから質問したいのですが、１つは、この制度は記載のとおり平成

１８年度の医療法改正で出てきた、そして、平成２０年度から認定となってい

ます。そうすると、ちょうど夕張の財政破綻の時期と重なるんです。だから、

その時は、この制度を利用することはできなかったと理解してよいのか。

もう１つは、資料２のＰ３で入院病床が１９床、老人保健施設が４０床の維
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持となっているが、今後、人口減が進んでいく１０年後、１５年後、別の資料

では人口が６，０００人程になるという記載もあります。

そういう時期にも、社会医療法人制度を利用した医療機関の設立は可能なの

か、どの程度検証しているのかお聞きしたい。

事務局 まず、社会医療法人制度ついてですが、基本的には平成２０年度に認定が始

まったとうことで、その当時は、まだ、深い認識がありませんでした。

ただ、時期的にも、平成１８年、平成２０年といえば、財政再建団体そして

再生計画ができた時期と重なるものですから、夕張市としてはこの制度を有効

に活用する、逆に言えば、夕張市の今後の流れに合致させるべき制度であると

思います。

平成２１年４月には、市立診療所はへき地診療所として指定を受けているも

のですから、社会医療法人制度というものが、夕張としては、非常に大きな位

置を占めています。

入院病床１９床、老人保健施設４０床の維持については、現在市内唯一の入

院病床ということであり医療の公共性を考えれば、現状維持することが１つの

スタンスであります。

ただ、先程も説明したとおり、これらについては、今後医療環境が変化する

、 、 、 、可能性があり 病床は維持するが 数については 医療環境の変化によっては

検討しなければならないことだと考えております。

紅葉山 夕張では、小児科、整形外科、眼科、外科等、市外に行かないと、きちんと

連合町内会 診てもらえないのが現状です。市内で１００％を求めるのは難しいですが、で

きるだけ市内で診てもらって、安心して暮らせる夕張になって欲しいというの

が住民の願いだと思います。

そのような願いからすれば、今後、市立診療所を移転改築することは、高齢

化していることもありますし、何とか早く移転改築して欲しいというのが住民

の願いではないかと思います。

そういった中で、市立診療所は、７年位前から修理等で費用がかかっている

と思います。７年間でどのくらい使っているのか。相当な額を使っていると思

います。推定で、７億、８億もしかしたら１０億使っているかもしれません。

そして、今後１０数年の間に３億８千万円使うとありますが、それを上回る

金額が費やされることも考えられます。国の援助があり、市立診療所を改築し

てもよいという時期に、市民の要望と合致しない部分あるので、先送りしてし

まうことがいいことなのか。国が援助してくれるのであれば直ぐにでも改築し

て欲しかったという思いはあります。

事務局 貴重な意見ありがとうございます。建物そのものにつきましては、現状では

社会医療法人制度を活用するには、若干時間がかかるということ、更に、現在

抱えている地域医療の再生上の課題、これについては、新たな指定管理者を公
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募する段階で、現在の希望の杜を含めて、公募する段階で解決できる体制を整

えていきたいと思います。

、 。 、 、市民の感情として 早期改築の要望は承知しております ただ 今の段階で

どのような方策が、夕張市にとって一番有効なのか、総合的に判断した上で、

現状の体制、今の課題を解決すること、建てることを慎重に考えさせて頂きた

いと思います。

清陵町 ２点ほどお聞きしたいと思います。１つは、１０年先送りする、１０年先送

連合町内会 りした時の人口動態との関係ですが、６，０００人程度に人口が減少するので

はないかと言われています。

これは、地域的にどのような変化が起こるのかということについては、我々

は知らないわけです。１０年間で現在の９，０００人程度の人口が更に減少し

て６，０００人程度になる。どの地域がどのような状況になるのかということ

については、我々は、情報を持っていません。

一方、現在の市長の地域政策としては、コンパクトシティ構想で、夕張市の

地域の再編を進めていきたいといわれていますけど、それは、年次的にどのよ

うな形で、何処の地域をどのようにまとめていくかについては、定かでない。

現在、はっきりしているのは、中心地域と想定されている南清水沢地域を中

心として、新たな地域の再編を進めていきたいと言われてますが、それが、具

体的に他の周辺地域との関わりで、どのように変化していくのかというとわか

らないです。

私は、清陵町に住んでいますが、現在の清陵町の状況をみますと、要は自然

淘汰、地域淘汰に任せて、問題を解消していけると考えているのではないかと

思わざる得ない状況です。

清陵町には地域の移転を認めないというのは、３０年来の市の方針です。減

る人は出ても、希望があったとしても、清陵町に新規の移転は認めないという

政策です。

それと、１棟に１戸しか住んでいないという状況が多発していますが、それ

らについて、計画的に集約するとか地域の再編をするとかというのは、未だに

見えていないです。自発的に不便があるのだったら外の地域に移転した方がい

いのではないかということであって、政策的に移転費の裏付けをもって、状況

を改善していくということにはなってないです。

そうなると１０年先の市立診療所の移転改築の問題と、市長が提起している

、 。コンパクトシティ構想というのは どのように関わりを持って進んでいくのか

そこの青写真がないと、私たちとしては、地域の安心できる医療体制というも

のを、にわかには受け入れがたいです。

それから、もう１つの問題は、説明にもありましたが、地域の住民組織との

連携協力ということが、医療体制を確保していくために不可欠であり、この協

力体制を強化していく必要があるといわれてますが、現在でも突然引越する人

たちというのは、町内会からは、把握できません。中には、家に家財道具をお
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いたまま、引っ越しするというような事例も出てます。

このような、いわば地域が荒廃していく状況がある中で、医療の確保のため

、 。に 地域の住民組織との連携が必要だといわれても情報自体が把握出来ません

一番必要としている医療の問題について、例えば、独居の人たちがどのよう

な状況になっているのか。例えば、医療を求めている人の状況がどうなってい

るのかについては、個人情報だということで、町内会には行政側からの情報は

入って来ないです。この点をどのように改善して地域との協力体制を確保して

いくのか。このことについて、考えがあれば聞かせて欲しいと思います。

事務局 コンパクトシティと診療所のあり方についてですが、２４年３月に都市計画

に基づくマスタープランが作られ これに基づき、現市長が住宅・医療・交通、、、、

を南北の軸に整えて行くことを進めています。

その中で、人口の多い地区かつ地域的中心として、清水沢地区が将来的夕張

のまちづくりの中では重要地区になっていくだろうということで、小学校中学

校の統合等行っています。

医療についても、今回、移転先としては、清水沢地区ということで、ご提案

させて頂いてます。今後、人口が６，０００人、５，０００人に減少するとい

う数字が出ています。その中で、例えば、病床１９床、老人保健施設４０床の

維持を提示しましたが、夕張市があり続ける以上は、市立診療所はこれを運営

し続けなければならない。

人口が減っていく中、財政が厳しい中で、体制を確立し続けなければならな

い状況があります。

その中で、先程から説明してますへき地診療所の運営なり、医師の派遣、こ

れについて、社会医療法人制度をうまく活用することによって、求められる医

療の提供ができないか考えています。

今の市立診療所は、へき地診療所の指定を受けています。現に、社会医療法

人からの医師の派遣を受けています。

その中で、平成２９年度には新たな指定管理者が出てくるわけです。求めら

れる医療の提供を、まずはそこで充実させていきたい。

平成２９年度に現在の場所で運営し、人口動態、地域の医療機関の状況をみ

、 、ながら 市の中心地として位置づけております清水沢地区に最長１０年の間で

移転改築していきたいというのが市の考えであります。

後段の地域の住民組織との協働についてですが、これにつきましは、過去の

協議会の中でも町内会の代表の方や民生委員の代表の方から、意見を頂いたと

ころでありまして、このような記載をさせて頂いております。

確かに、現在、様々な問題があり、町内会、民生委員の方々が状況把握でき

ない部分もあるということは承知しております。

しかしながら、現実的には、民生委員の方、町内会の方から様々な情報を市

に提供頂き、それによって様々な支援や医療・介護に繋げてる事例というもの

もたくさんあります。
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様々な課題はありますけど、今後、住民組織の方々からは、是非ともご協力

頂きたいと考えていますので、ご理解の程よろしくお願いしたいと思います。

それから、先程のご質問の中で、市外の受診者が非常に多いとの意見がござ

いましたが、資料６をご覧頂きたいのですが、資料６のＰ１の中段より少し下

に受診の現状ということで「外来受診は、市内受診が減少し、市内５割、市外

５割」で、確かに市外受診は多いという実態は、協議会の中でも把握しており

ます。

それにつきましては、先程、説明の中でも若干触れさせて頂きましたが、市

内で対応できる診療でも市外で受診される方が、たくさんいらっしゃるという

ご意見もありましたので、市内で対応できる診療についての情報を積極的に市

民の皆様に提供したり、あるいは、日ごろからかかりつけ医を持って頂いて、

その中で、何かあった時は、市外の専門の医師に繋いで頂くと、そのようなこ

とも、必要になると考えております。

それから、先程の市立診療所のあり方の中でもありましたが、やはり、整形

外科については、今非常に必要とされている方が多いですし、今後も増えてい

くと考えてられますので、社会医療法人制度を活用しながら、整形外科の充実

も努めていきたいと考えております。

清陵町 今、質問に対する答えをすべて頂きたいと言っても、無理な話だと思うので

連合町内会 すが、前段の１０年先の医療体制の確立の問題と市長が考えているコンパクト

シティ、マスタープランは確かに大まかには出されました。

しかし、南清水沢地域を中核にして新たな市内形成を図ることについては、

わかりますが、その周辺の地域、例えば、先程具体的にあげましたけど、清陵

町は今後どうなっていくのかということについては、全く、私たちには、伝わ

ってきていないんです。

そして、新規の入居者は、認めない。出ていく人についても、どういう状況

になっているのかは、情報が全く入ってこない。

閉山以降３７年経って、かつて１，３００戸近い住宅があり夕張の中で最大

の団地が今４００戸を切っています。こういう急激な人口減と地域の衰退とい

うことについて、今後、その周辺地域としての清陵町は、どういう扱いになっ

ているのかは、全くわからない。

何度も問題提起はしましたけど、ここ数年の間というのは、住宅の除却につ

いての情報が全く入って来なかったです。現在は 「どこを除却します」とい、

う情報は入ってくるようになりましたけど、それまでは、全く、ある日突然、

除却作業が始まって、ここを壊すんだなということがわかるような状況だった

んです。

非常にちぐはぐな状況が続いています。ここをどうやって改善して、地域と

、 、 、協力しながら 新たなことに対応していくのか 医療や住環境の問題について

私は、もう少しきちんとした方向性を出して欲しいと思っています。

これは、答えを急いでも出てくることではないと思うので、しばらくは、状
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況を見たいと思います。

それと、もう１つは、急激な人口減だけではなく、地域の住民の生活環境が

、 。 、変化していく中で 例えば高齢化率は清陵町が一番高いと思います 高齢世帯

独居世帯の比率も高いと思います。それらの情報は、個人情報ということで、

我々の中には入ってきません。

そして、民生委員の人たちも、守秘義務があるからということで、何処の人

がどういう状況になっているかということについて、我々のところには、入っ

てこないのです。

今後、地域で協力できる体制をどのように構築していくかということは、非

常に大きな課題だと思います。１０年先ということで、医療体制の確立の問題

について、方向づけをしたということになれば、この１０年間の間、地域の問

題をどうやって解決していくのか。

行政と地域、住民組織、周辺の住民との関係をどのように濃密にしていくの

か。非常に重要な課題だと思います。今日、ここでは、お答えを頂くことはで

、 。きないと思いますが 是非宿題として持ち帰って検討して頂きたいと思います

事務局 承りました。

患者代表 社会医療法人制度を活用することで、より充実した状況になればよいと思い

ますが、共有するということも非常に大事になってくると思います。

地域によっては、個人情報が壁になりわからないことも出てきます。私が参

加している再生市民会議で、地域に認知症の患者さんが多くいて、ボランティ

アとして、個人で見回りをしているという話を聞きました。

私は、昭和地区に住んでいますが、そこでも、個人的に声をかけられて、食

事会をしたり、そのような活動をされている方が夕張にはたくさんおられて、

本当にすばらしいことだと思います。

全国的にも夕張の医療は、注目されている状況にあります。一番重要なのは

連携であると思います。市、医療関係者、市民それぞれの立場の方達が密に話

し合って、協力体制が迅速に行わればよいと思います。

また、かかりつけ医を持つことは良いと思いますが、市民が市外で受診する

理由についても深く検証すれば改善ができるのではないかと思います。

富野町内会 やはり、病院は、優秀な医師が必要だと思います。優秀な医師が来れば、栗

山方面にも夕張の病院に良い医師がいるという噂が流れていくと思います。是

非、優秀な医師を招致して欲しい。中途半端な病院運営であれば、意味がない

と思います。

、 、昨年の１１月に仕事で青森県大間に行ってきましたが 大間の人の半分位は

函館の病院にフェリーで行っている。病院は、大間から来たと言えば、優先的

に診療してくれ、フェリー料金も半額と聞いている。経営の中には、そういう

サービスも必要であると思います。今後、いろいろと検討して頂きたい。
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事務局 では、この辺でご意見頂くのは終わりにしたいと思います。頂いた意見は、

持ち帰って精査したいと思います。

なお、今後の進め方ですが、本日、皆様から頂いた意見を踏まえ、委員会議

で最終の答申案を整理し、市長に提出したいと思います。提出の時期につきま

しては、２月中を目途に行いたいと思っております。本日の議題は以上となり

ます。

４ その他

なし


