松本市立病院建設基本計画（案）に対するパブリックコメントの実施結果について
１ 募集期間
平成３０年１月５日（金）から平成３０年２月５日（月）まで
２ 閲覧方法
⑴ 市ホームページ、市立病院ホームページ
⑵ 窓口（行政情報コーナー、松本市立病院、各地区地域づくりセンター）
３ 実施結果
⑴ 提出件数
３０件（１２人）
⑵ 提出方法
持参１７件（３人） ＦＡＸ４件（２人） 電子メール９件（７人）
⑶ 意見の概要、市の考え方
項 目
件 数
ア 反映する意見
４件
イ 既に記述されているもの
５件
ウ その他
２１件
計
３０件
４ 意見等の概要及び市の考え方
No

１

２

３

意見等の概要
市の考え方
保健・介護・福祉分野と連携した病院の中 【反映する意見】 本編 3 頁（2）イ
で、地域医療を支える市医師会等や医療機
病院は医師会を始め歯科医師会、薬剤師
関との連携について記載がありますが、歯科 会等、幅広い関係機関との連携が必要です
医師会を入れるべきです。
ので、「医師会、歯科医師会、薬剤師会等や
医療機関」に修正します。
新病院の診療機能の各領域における診療 【反映する意見】 本編 10 頁（1）ア(ｳ)
機能の概要の中の生活習慣病・機能性疾患
高齢化社会に伴い、摂食障害や誤嚥性肺
として「歯科・口腔疾患」、新病院での取組方 炎の増加が見込まれますので、疾患に「歯
針に「摂食嚥下障害」について入れるべきで 科・口腔疾患」を、新病院での取組方針に「高
す。
齢化に伴う摂食嚥下障害や誤嚥性肺炎の増
高齢化社会、包括ケアシステムを考えたと 加が予測されるため、診察室、設備等の歯科
き「食、口腔医療」なしには不十分と考えられ 診療機能を強化し、患者の口腔ケアの充実を
ます。
図ります。」を追加します。
へき地の医療の中で、松本市は安曇、奈 【反映する意見】 本編 11 頁エ
川、四賀地区に市営の歯科診療所を開設し、
医科・歯科を開設している市立診療所もあ
へき地医療を提供しているはずです。その歯 りますので、「今後も山間地に居住する市民
科診療所との連携を書き入れるべきです。
が必要な医療を継続的に受療できるよう支援
します。また、診療情報の共有等、医科・歯科
との連携を図ります。」に修正します。

４

５

６

７

８

９

予防医療の中で、ロコモティブシンドローム 【反映する意見】本編 11 頁ク
の予防に触れていますが、高齢化等により口
一般的に考えられる予防医療として口腔機
腔機能のフレイル、オーラルフレイルの予防も 能の低下を示すオーラルフレイルの予防も重
書き入れるべきです。
要と考えられますので、「更にメディカルフィッ
トネスやロコモティブシンドローム、オーラルフ
レイル等の予防」に修正します。
病院は、医師等の職員がいないと機能しま 【既に記述されているもの】本編 3･6 頁
せん。病院建設後の医師、看護師等の職員
本基本計画では、「医療従事者に選ばれる
の確保について、現状・計画・充足見通しな 病院」をコンセプトのひとつに掲げ、働きやす
どの提示をお願いしたい。
い環境を整備し、人材確保に努めていきま
す。
今後、財政計画に併せ人員計画を策定す
る予定です。
基本計画には「急性期医療を中心としつ 【既に記述されているもの】本編 2 頁
つ」と記載されている一方、昨年末の市議会
本基本計画では、新病院が目指す方向性
病院建設特別委員会では「従来通り在宅医 として「急性期医療を中心としつつ、回復期医
療支援が主」との報告があったと新聞報道さ 療、更には在宅医療支援にわたる幅広い領
れました。
域（「出産から看取りまで」）を担います。」とし
急性期 医療、 回復期医療、在 宅医 療支 ています。
援、いずれの機能を中心に据えるかによっ
て、建設する病院の規模や内容が異なってく
ると思います。
新市立病院の目指す方向性は、急性期医
療と在宅医療支援のどちらが中心なのでしょ
うか。
国道１５８号線は、山間に入ると一本道であ 【既に記述されているもの】本編 4 頁ウ
り、想定できない天変地異が発生すれば、輸
本基本計画では、「へリコプターの離着陸場
送手段が困難を生ずる。人の命、地球より重 の敷地内設置の必要性については、関係組
い観点からして、空飛ぶヘリコプターしか代役 織等と費用対効果等も含め検討します。」とし
がない。従って、新病院には、条件クリアでき ています。
るヘリポートの整備が不可欠と思う。
利用者、家族含めて、また見舞客等訪問 【既に記述されているもの】本編 6 頁ウ
時の談話コーナーを適宜に環境にも配慮のう
新病院の施設整備方針に「利便性への配
えで確保されたい。
慮」を掲げており、ご提案のスペース、設備に
また、利便性に配慮した必要限度の売店、 ついては設計時に考慮します。
軽食コーナーの設置、金融機関のＡＴＭの設
置を要望する。
ＢＣＰとして自立可能なエネルギー源、緊急 【既に記述されているもの】本編 4･7 頁
時最低限の電力と熱源は自立可能なものに
新病院の施設整備方針として「災害発生時
したい。
の機能を強化した施設」及び「将来にわたり
太陽光、太陽熱、地中熱、木質バイオマス 安定的に持続可能な病院」を掲げています。
などの導入を実現したい。
災害時では、自立的に医療機能が継続で
エネルギーを有効活用するために、建物の きるような施設整備とする計画です。
断熱性を高レベルなものとしたい。
ライフサイクルコストの低減では、建物の高
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以上の内容は、建物の断熱設計を含めエ 断熱化、高気密化による空調負荷低減を図り
ネルギー関連をしっかり検討することで運用コ ます。
ストが低く、災害にも強い病院となると考えま
環境との調和では、省エネルギー化や省
す。
資源化、再生可能エネルギーの活用に努め
た施設整備を計画します。
市立病院新築により近隣の医療機関の看 【その他】
護師が吸収される恐れがあるため、長野赤十
松本市内には、松本短期大学や松本市医
字、諏訪赤十字病院のように、付属看護学校 師会の看護専門学校があることから、市立病
を併設して、看護師の自給自足の体制をとっ 院は引き続き、看護学生の研修施設としての
て欲しい。
役割を果たしていきます。
新病院の診療機能の（２）診療科の取組み 【その他】
には、歯科口腔外科（歯科、口腔医療）が全く
「(２)診療科の取組み」には、常勤医師が対
触れられていません。健康寿命延伸都市・松 応している主な診療科について記載してお
本を目指す松本市として、「食、口腔」に関し り、全診療科を記載したものではないのでご
て、先進的に取り組んでいく必要があると思 理解ください。
います。
新病院での歯科、口腔医療については、
診察室、設備等の診療機能の強化を図り、患
者の口腔ケアの充実を図っていく計画とし、
職員体制、診療内容等の体制整備について
は、周辺の歯科クリニックの状況を踏まえ、検
討していきます。
高度医療機関（信大・相澤病院）は、一般 【その他】
患者にとって狭き門になってきており、市立病
地域医療構想では、２０２５年度の松本医
院の病床数確保は非常に重要になる。施設 療圏の必要病床数は、２０１５年度の稼働病
基準に基づく２１５床を確保すべき。
床数と比較し、２３３床少ない３，５９５床と推計
しています。人口推計でも総人口の減少は明
らかなことから、病床規模を縮小する計画で
す。
医療安全管理室の役割、存在を市民へし 【その他】
っかり広報していただき、病院の保身のため
医療安全管理室は、医療における安全及
の組織としてだけではなく、患者・家族のため び信頼の確保、医療の質の向上を図ることで
の組織とすべき。
患者への安心・安全な医療を目指していま
第三者による定期的な検証も必要と考え す。活動内容については、第三者機関である
る。
（公財）日本医療機能評価機構の定期的な審
査を受けています。
この「病院建設基本計画（案）」によって、病 【その他】
院機能や規模がどのように変化（新規・充実・
設計段階で変更が生じることが予想される
縮小・廃止）していくのかを比較し、市民が一 ため、基本計画の段階では現状でご理解くだ
目で理解できるよう一表に整理した付属資料 さい。
を追加してはどうか。
地域医療を支える医療機関であることを周 【その他】
知・理解してもらうために、新病院の名称を
有識者による松本市立病院建設検討委員
「市立病院」から変更し、新たなスタート地点 会からの提言を踏まえ、院内の全職員が病院
に立つべきです。
の理念、基本方針を含め細部にわたり見直し
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２０２５年問題、２０４０年問題が地域医療・
介護の最重要課題です。「治し・支える」を基
軸に「松本市地域包括・総合医療センター」と
いうネーミングを提案します。
病院理念の「満足と安心」から「治し・支え
る」への変更も提案します。満足は定義が困
難で、個人によりばらつきがあります。どこまで
尽くしても「満足」が得られない場合もあり、不
明確です。名称が決まれば、自ずと中身も規
定されることになります。職員の方向付けもで
きます。

に取り組み、本基本計画では今後も松本市
立病院として地域医療を支えていく計画とし
ています。
ご提案の「治し・支える」については、職員一
人ひとりの心がまえとして医療に携わり、「治
す医療」から「治し・支える医療」への転換を
図っていきますので、現状でご理解ください。
なお、ネーミングについてのご提案は、今後
の参考とします。

１１億２，０００万円もの用地費・移転費につ
いては記載しておきながら、肝心の建設予定
地については、なぜ記載がないのでしょうか。
本来、土壌汚染の有無を公表してから予定
地の選定に入るべきと考えますが、いかがで
しょうか。建設予定地から有害物質が出た場
合、松本市はどう対応するのでしょうか。
昨年末の議会で、用地購入費などとして１
３億６，８００万円を上限に支出する補正予算
案が可決されましたが、２億円以上増額した
理由も併せて回答願います。

【その他】
用地については、建設候補地として選定し
ているもので、用地の取得については、これ
から具体的な交渉に入る予定であることから、
基本計画に記載していません。土壌汚染に
ついては、地権者に調査を依頼しており、調
査結果がまとまった段階で、対応について協
議する予定です。
補正予算については、病院建設用地を含
む敷地全体の一括取得に要する概算費用を
債務負担行為として設定しています。
今後の用地交渉を踏まえ、改めて予算を
計上する予定です。
【その他】
市立病院は、条例により事業管理者を置い
ていませんので、管理者の権限は市長にあり
ます。
ご提案の事業管理者の選任については、今
後の参考とします。

「病院経営事務を効率的かつ適正に行う」と
ありますが、現在の市立病院の管理者たる役
職の方はどなたでしょうか。
先日も、２億円以上にのぼる市立病院の会
計処理ミスが報道されたばかりです。
管理者を選任すべきと考えますが、いかが
でしょうか。
「短縮化する在院日数への対応として、各
病棟の病床管理をきめ細かく実施することで
病床稼働率８５％程度の維持を目指します」と
ありますが、「各病棟の病床管理」の具体的内
容を教えて下さい。
現在より稼働率を２０％近くも上げて維持す
る方法として、どのような方策をお持ちなの
か、お教えください。

【その他】
病床稼働率は、「｛（在院患者延数 ＋ 退院
患者数）／ 病床数×診療実日数 ｝×１００」
で算出しています。 当院の稼働率は、現在
７５％程度ですので、 １０％程度の稼働率向
上を目指すものです。
具体的な稼働率向上に向けた方策として
は、病床数の縮小及び個室化を基本とした病
棟整備により、各病棟の効率的なベッドコント
ロールを行い、空床を減らし回転率を上げる
ことにより、病床稼働率を８５％とする計画で
す。
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「類似規模の公立病院建設に係る実績額
を参考に試算した」とありますが、どの程度の
病床数の、どちらの病院を参考にしたのか教
えて下さい。また、同規模の民間の病院は参
考にしないのでしょうか。あえて参考にしない
のであれば、その理由もお教え下さい。
更に、急性期病床と回復期病床の割合を
はじめ病院建設の基礎となる事項が定まらな
い段階で、どのような方法で建設工事費６６億
８，０００万円を算出したのか、算定の根拠も
教えてください。
基本計画本編９８ページに、右肩上がりの
黒字のシミュレーションを記載している一方
で、本編１０９ページの財政計画の欄には「市
立病院の収入が現状維持又は減少となること
が予想される」と記載されています。公文書た
る基本計画の中に相反することを記載してい
ることへの見解をお聞かせください。加えて、
どちらが正しいシミュレーションなのかも教え
て下さい。

基本計画本編９８ページの市立病院の財
政シミュレーションは、右肩上がりの黒字の数
字になっています。「他の公立病院の事例を
参考に試算したもので、確定したものではな
い」旨の注釈がついていますが、昨年末に発
表された平成２８年度の公立病院の収益は、
平均１３．７%の減収です。このように、現状と
かけ離れたシミュレーションを描いた根拠と計
算方法をお教えください。
「手術室で実施する手術について、
８００件/年程度を想定します」とありますが、
市立病院の平成２８年度の手術件数は５２０
件です。ほとんどの病院の手術件数が減少し
ている中で、今より
３００件近くも多い手術数を想定した根拠を教
えてください。
放射線科には、看護部（基本計画本編７９
ページ）のような勤務体制が記載されていま
せんが、放射線技師の勤務体制はどのように
なっていますか。
「２４時間３６５日の救急医療にも対応できる
体制を構築します」と重ねて書いてあります

【その他】
民間病院の情報も収集していますが、今回
は、直近の事例として岡谷市民病院を参考に
したものです。
事業費概算は、岡谷市民病院の１床当たり
の事業費に、当院が予定している病床数を乗
じて算出しています。

【その他】
本編１０９ページの記述は、有識者による松
本市立病院建設検討委員会から「収益につ
いては収入が現状維持又は減少となることが
予想されるため、経営においては支出の縮減
を図ること。」と今後の財政見通しは、楽観で
きないという提言を受けたものです。
本編９８ページのシミュレーションは、これら
の提言を踏まえ、平成２８年度に策定した「松
本市立病院新公立病院改革プラン」に基づ
き、試算しています。
【その他】
本基本計画での財政シミュレーションは、
「松本市立病院新公立病院改革プラン」の数
値目標に基づき、試算しました。

【その他】
外科系の医師の相次ぐ転退職により手術件
数が減少し ていまし たが、その 後、整形外
科、泌尿器科、産婦人科の医師が確保できた
ことから、過去の実績により手術件数を見込
んでいます。
【その他】
放射線科は現在、土日祝日の日直、二次
救急当番日の当直、平日夜間のオンコール
体制となっています。
平成３０年度から平日夜間を含む当直体制
が組めるよう、体制整備を図る計画です。
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が、無理があるのではないでしょうか。２４時間
３６５日の救急医療に対応できる体制の構築
に必要な、放射線技師との合意は得られてい
ますか。
「非輪番日における時間外診療の体制を強
化し」「診療時間外は、原則全診療科の医師
が内科系、外科系の当直に従事」とうたわれて
いますが、全医師・全職員との合意は得られて
いるのでしょうか。
また、「救急車不応需の件数を削減しなが
ら、地域に根差した救急体制を整備」とありま
すが、一般的に、救急車不応需は担当医師
不在か重症者に対応不能な場合です。無理
をせずに他の病院か救命救急センターに搬
送した方が早いと思いますが、いかがですか。
将来にわたり安定的に持続可能な病院を目
指して「現病院から経営改善に取り組み、多額
の起債償還や減価償却の発生による開院後
の経営悪化を回避できるよう収益構造の転換
を図っていきます」とありますが、現時点から具
体的に何をするのか教えてください。
平成２８年度の市立病院への一般会計から
の繰り入れは３億８，０００万円弱、累積債務は
５億５，０００万円、起債残高は２５億４，０００万
円余で、民間の病院ならとうに倒産している経
営状態です。基本計画本編９７ページにも「厳
しい状況が続いており経営改善が不可欠」と
ありますが、病院の機構改革として独立行政
法人化は考えているのでしょうか。もしも考え
ていないのであれば、その理由も教えてくださ
い。
病院移転による道路交通の混雑が予想され
るのに、計画に全く触れられていない。国・県
道整備について行政間で調整され、病院建設
と並行して進めていただきたい。
現在１５８号線は、当面日本の関東圏と内陸
部経由～北陸日本海を結ぶ最短の流通、経
済、観光、文化、沿線生活唯一の最重要路線
の役割を果たしている。病院予定地の国道１５
８号と電車線の南北の横断は、平面交差では
なく、アンダーパスとし、車と人の往来を可能と
したらどうか。
なお、関連して電車駅（森口・下島）を発展

【その他】
現在も実施している夜間休日の時間外診
療体制と同様の計画としているもので、院内
の新病院建設推進委員会で検討した結果、
医療技術部門の当直体制の強化を図ること
で、夜間の救急車受け入れ要請に対して、
対応可能な診療については極力受け入れた
いとする計画です。
重症の度合いによっては、従来どおり当番
病院、三次救急病院への搬送をお願いしま
す。
【その他】
現時点からの経営改善は不可欠であり、平
成２８年度に策定した「松本市立病院新公立
病院改革プラン」に基づき、医師等の確保対
策、各種データを活用した経営分析、業務
内容の見直しや効率化による経費削減・抑
制対策に努めています。
【その他】
当院は、平成２３年度策定の「松本市立波
田総合病院基本方針」に基づき、地方公営
企業法の全部適用による経営形態としてい
ますが、今後長期的な視点で、最も適切な
経営形態を検討していきます。

【その他】
来院者の交通の利便性確保は重要な課
題であると考えています。道路整備について
は、市の関係部署と連携し、それぞれの道路
を所管する関係機関に働きかけをするととも
に、電車駅は、交通事業者であるアルピコ交
通と相談していきます。

的に解消し、新たに、仮称、病院前駅として、
南北の利便性を図る。これにより、松本西南部
圏域の病院の利便性に繋がり、新駅前周辺の
諸々の整備は自ずと前向きに展開してくるで
あろう。
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どうしても作りたければ、松本市の身の丈に
合った病院を作りましょう。
既に十分な体制はあるはずです。
１１３億円という予算規模は、松本市の財政
から見ても現実的ではありません。今一度立ち
止まり考えるべきです。
これだけの大事業を行うのですから、市長
選、市議会選挙、住民投票等、市民の声が反
映される場が欲しいと思います。赤字体質の
病院ですので、建替えを機に、国立松本病院
のように独立採算制に移行してはどうでしょう
か。従来の松本市の住民にとっては、行ったこ
とのない知らない病院のように思います。一部
の人のために、市民にこれだけの負担を強い
るのであれば、もっと時間をかけた丁寧な説明
が必要と思います。

【その他】
できるだけ建設コストを抑える建物計画と
しており、医療機器整備についても可能な限
り新病院へ移設することで費用圧縮を図る予
定で、設計段階で事業費が明らかになる頃
に、改めて財政計画を策定する予定です。
【その他】
病院建設は、平成２７年度に基礎調査を実
施し、「松本市立病院整備のあり方に関する
将来構想」を策定し、平成２９年度の松本市
立病院建設検討委員会からの提言を踏ま
え、市議会並び に関 係組織との協議 を重
ね、必要な情報を市民へ公表しながら進め
てきました。また、市立病院は、平成２３年度
策定の「松本市立波田総合病院基本方針」
に基づき、地方公営企業法の全部適用によ
る経営形態としています。
今後も、病院建設に係る情報を公表しなが
ら進めていきます。

