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市立病院整備調査特別委員会が 10月24日間 今後、医師会等と話し合うとしています

催され、地域医療懇話会（藤末洋座長・川西市 が、検討内容は会議録を含め公開されるの

医師会会長｝の市長へ答申(10月初日）された か、などあいまいなまま、同懇話会は終了

内容が説明されました。 します。

答申は、①一時的に入院が必要になった患者

（※ 1）の受入れについて 引き続き、市と医

師会を中心とした検討を進めること。②現在の

市立川西病院をかかりつけ医としている患者の

対応について 北部急病センターについては、

名称や機能を含め、再検討すること～の 2点で

す。

r急病センターJ不要

く意見＞として、※ 1 急性期病院の患者が

在宅・施設に移った後、病状が悪化した場合の

救急機能は、救急告示病院で補完可能のため、

北部急病センターでは 24時間体制の急病対応

は必要ない。

外来患者の対応は、原則開業医が受け入れる

べきだが、予定しているセンターでも診療科目

の充実や休祭日の対応など臨機応変な体制整

備、近隣開業医からの MRIや CT等の検査依頼

への対応を検討されたい・・・と述べています。

当初案、大幅変更なのに

住民説明会で示された内容（※2）が、

懇話会の答申を経て大きく変わろうとし

ています。なぜ、住民に説明しないのでし

ょうか。※2当初案キセラ川西センター

ロ26診療科・ 8専門センター

山下駅前北部急病セハンター＝入院・手術が

できない1次救急・内科・小児科・整形外

科、 24時間医師常駐。

市は、懇話会の答申であって、市の方針

は今後検討するとしていますが、 2次救急

総合病院が北部からなくなることに変わ

りはありません。 J三品／

窃L
市｛ま、なぜ、ひた走るのか？！

5月 1日の新聞報道後、市は説明会を 9

月23日の午前・午後に開催しただけ。「再

度の説明会を検討する」の答弁も守らず、

市は答申を踏まえ、地域医療の連携・協力の f指定管理者の公募JをIO月10日から始

あり方を引き続き医師会等と検討した上で、市 め、予想通り l法人だけが応募。

立総合医療センター基本構想案を作成すると説 11月24日、 29日に病院指定管理者選定

明しました。 < 委員会で審査（非公開）、決定の運び。 12月

特別委員会の質疑、意見、問題点は以下の適 21日には、市の決定を特別委員会に説明す

りです。 るという手際の良さです。

r2次救急』犠槍されず 参画と協働のまちづくり条例のベース

5回の地域懇話会では、外来患者さんのこと となる情報提供・説明責任を果たさず‘既

は話題になりましたが、地域住民の一番の問題 成事実を積み上げようとするあり方は大

である「救急対応や入院・手術ができる現在の 問題です。

2次救急総合病院jがなくなることへの話し合内

いが、ほとんどありませんでした。 ・・裏面につづく・・．

；鳥田おち（；）怠Ali夢I琴震；~＇ICN018Z調融緩識す聾）
（ くらし福祉教育優先の市政めざして rみんなが住んでよかったJと思える岬に

市の構想（案〉白紙を

署名 10000箪を超える

求める」署名が、 11月17日現在 11000筆

を超えました。

11月8日の集約分（10194筆）の詳細で

「川西病院をなくさないでJ「計画は自 は、全体の 73%が川西市内。東谷中学校区

紙撤回をJの要望署名が l万 l千筆を超 の署名だけで全体の 48%と、関心の高さが

え、議会に提出される予定です。一方で市 伺えます。市外の署名は全体の 27%になり

が公募した「指定管理者Jには 1法人だ ますが、猪名川・豊能・能勢の方の署名が

けが応募。この聞の経過をみると、事実 全体の 17.2%を占めますから、これも同じ

上、「協和会・協立病院jに決まるのでは 傾向と言えます。

ないでしょうか。今までの市の計画（北部 まだまだ市北部から 2次救急総合病院が

での建替えを基本～）と大きく変更、問題 なくなることを知らない方、 f指定管理者

の多い今回の計画（案）は白紙撤回すべき 制度導入」で、名前は公立だけれど、管理・

であり、引き続き市民の監視が必要です。 運営は民間に儲けを含めて委ねられるこ

この問、皆さんにご協力頂いている、 JI( とを知らない方がたくさん居られます。命

西・猪名川・豊能・能勢の地域住民の方々 の砦を守るために、引き続き署名に取組み

が行っている「市の構想（案）白紙撤回を ますのでよろしくお顕いします。



鱈 飽 虫題。農芸場調鷲跡？表面から続き
紡災、減災の視点で

Jfl西市は、南部北部に細長く、山

指定管理者の応募要項の特約条項に 使い勝手の良い病院ではなくなりま 坂の多い地形に 16万市民が住んで

は、 f新病院に必要な用地は市の責任で す。（2次救急と 3次も一部入れたいと います。市内7中学校区のうち東

確保j とあり、市は！？億円で買い取る しています） 谷中学校区の人口は 20%が/II西病

計画です。それだけでは済まず、計画用 3月議会で可決？！否決？！ 院の建設から、人口は 1.56倍に増

地の六価クロムなどの土壌汚染対策、 現}If西病院内のあちちこちらに、「老 加。北陵地域などは、病院稼働後に

は、市単独でやるのでしょうか、一体い 朽化等が進む中、建替えが必要、・・平 まち開きしました。街には、病院、

くらかかるのでしょうか。 成33年度中に市中心部に移転・.Jの 買い物、公共交通、子育て・教育環

また、計画地は市の紡災マップで漫 貼り紙。市民や議会を軽視し、強引にど 境が欠かせません。また、南海トラ

水予想地域であり、建物の浸水対策、救 んどん進められています。 フ巨大地震が30年以内に起こる確

急車が通行できる周辺道路の浸水・冠 f指定管理者の指定」の議案が審議さ 率が高くなっている今、防災・減災

水対策までできるのでしょうか。それ れるのは、来年3月議会です。そこで否 の取り組みは喫緊の課題です。

こそいくらかかるのでしょうか。 決されたら実行できません。 川西病院は北部に絶対必要で

あまりにも問題が多すぎます。 北部のコミュティが要望書 す。

市と指定管理者 東谷、北陵、牧の台の北部3コミュニ 成功の保証なし

市は、指定管理者（法人）に新病院の ティが 10月 19日、河川西市立総合医 「指定管理者制度Jをよく知らな

設計及び建設に全面的な協力を求める 療センター』構想、案に伴う北部地域の い人もいます。管理・運営を民間病

とし、管理・運営もすべて委託。売上げ 医療確保について」の要望書を大塩市 院に任せるだ付でなく、売上げは

は指定管理者のもの。その上、市は毎 長に提出、懇談しました。 全て病院のもの。その上「指定管理

年、指定管理料（最低3億円の予定）を 要望書ではりIf西病院は建替えの時 料Jまで毎年払い続けます。

支払います。 期がやってくるといっていたのにたっ

元々、協立病院が、土地を 17億円で た 1ヶ月ほどで・・廃止の・－突然発 兵庫県ではじめての取り組み。

購入、自前で病院を建替え・建設する計 表。不信感と驚きJf北部の医療水準の 全国でも成功例はありません。医

画でした。これと比べ、今回の市の計画 著しい低下jになるため、急病センター 師や看護師確保ができるのか？経

（構想案）では、土地、建物、設備一式 と診療所機能を充実させ、名称も「北部 営は成り立つのか？結局、税金を

を提供され、看護師・医療スタッフも確 診療センターJとするなどを求め、住民 注ぎこむことになるのではない

保できるという、この上ない好条件、と の要望も反映されています。 か、の懸念があります。

いえるのではないでしょうか。 ただ、懇談会の席上、 3会長からは、 なぜ、拙速に推し進めるのか。な

開業医の少ない北部 移転反対の立場ではないと表明されて ぜ、そこまで協立病院にしがらむ

そもそも開業医さんが少ない川西 います。地域住民や自治会構成員への のか。大きな疑問が残ります。

市。北部はとくに少なく、医師の高齢化 情報提供が行われているか、などの懸 私は、引き続き、知り得た情報を

も進んでいます。居住地に開業医も病 念があり、市側が、との懇談内容を住民 お伝えし、住民の方の声や願いを

院もなく、 111西病院で複数受診・検査・ の総意と判断することへの危棋があり 聴き続けます。

処置・手術・投薬されている患者さんが ます。（北陵校区では、コミュニティの

多いのです。新しい病院は、紹介状がな 3役、自治会は執行部役員で決めたとの

事前ければ診てもらえず、現病院のように ことを確認しました。）

a’ Jll西市議会は、 10
月 26目、役員改選を

行い、私（黒田）は、

市議会副議長、厚生

文教常任委員会と市

立病院整備欝査特別

委員会委員、猪名川

上流広域ごみ処理施

設組合議員になりま

した。

これまで同様、住

民の声をまっすぐ議

会に掻け、全力でが

んばります。引き続

きのご指導よろしく

お願いします。

黒田みち
縞輔副豊里一一

27%が市外搬送、重症者は3%、救急のベッド

1 5 0も減らして大丈夫ですか？！
一一醐「

市内搬送小計 5. 112人（72.5%) Jfli富市搬法人員

市外縁送小針 1. 936人（27.5%) 

合計 7,048人 協立病院

儀費持獲度E問機滋人民 ペリタス病院

平成28年 九十九記念病院

死亡 76人 (1. 1%) 
市立Jll西病院

重要E 223人 (3. 1%) 
正愛婿院

中等疲 2, 993人（42.5%) 

軽症 3, 756人（53.3%) 自衛隊阪神察院

合針 7,048人 その他市内務鵠

※死亡：初診時の於いて、死亡が.恕されたもの．
※量症：傷病の程度が3湿潤以上の入院加療を必要とするもの。
※中等症：傷病の程度が入院を必要とするもので震症に惹らないもの．
苦括経症：傷病の程度が入院を必要としないもの．

平成28年

2.267人（32.29叫

1, 651人（23.4%) 

16人 (0. 2，色）

928人（13.2%) 

159人 (2. 2%) 

84人 (1. 2%) 

7人 (0. 1号的
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