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決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録決 算 審 査 特 別 委 員 会 記 録

＜医療政策部、病院、水道局＞＜医療政策部、病院、水道局＞＜医療政策部、病院、水道局＞＜医療政策部、病院、水道局＞

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２６年１０月１４日（火） １３：０２～１４：４８平成２６年１０月１４日（火） １３：０２～１４：４８平成２６年１０月１４日（火） １３：０２～１４：４８平成２６年１０月１４日（火） １３：０２～１４：４８

開催場所開催場所開催場所開催場所 第１委員会室第１委員会室第１委員会室第１委員会室

出席委員出席委員出席委員出席委員 １１名１１名１１名１１名

国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長国中 憲治 委員長

小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長小泉 米造 副委員長

宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員宮木 健一 委員

猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員猪奥 美里 委員

小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員小林 照代 委員

大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員大坪 宏通 委員

岡 史朗 委員岡 史朗 委員岡 史朗 委員岡 史朗 委員

中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員中野 雅史 委員

岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員岩田 国夫 委員

森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員森川 喜之 委員

和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員和田 恵治 委員

欠席委員欠席委員欠席委員欠席委員 なしなしなしなし

出席理事者出席理事者出席理事者出席理事者 前田 副知事前田 副知事前田 副知事前田 副知事

江畑 会計管理者（会計局長）江畑 会計管理者（会計局長）江畑 会計管理者（会計局長）江畑 会計管理者（会計局長）

浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長浪越 総務部長

久保田 水道局長久保田 水道局長久保田 水道局長久保田 水道局長

渡辺 医療政策部長渡辺 医療政策部長渡辺 医療政策部長渡辺 医療政策部長

ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員ほか、関係職員

傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者傍 聴 者 なしなしなしなし

議 事議 事議 事議 事 議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について議第８４号 平成２５年度奈良県歳入歳出決算の認定について

＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞＜会議の経過＞

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 午前に引き続いて、ただいまより会議を再開いたします。午前に引き続いて、ただいまより会議を再開いたします。午前に引き続いて、ただいまより会議を再開いたします。午前に引き続いて、ただいまより会議を再開いたします。

森川委員が少しおくれるという連絡が入っていますので、よろしくお願いいたします。森川委員が少しおくれるという連絡が入っていますので、よろしくお願いいたします。森川委員が少しおくれるという連絡が入っていますので、よろしくお願いいたします。森川委員が少しおくれるという連絡が入っていますので、よろしくお願いいたします。

それでは、日程に従い、医療政策部、病院、水道局の審査を行います。それでは、日程に従い、医療政策部、病院、水道局の審査を行います。それでは、日程に従い、医療政策部、病院、水道局の審査を行います。それでは、日程に従い、医療政策部、病院、水道局の審査を行います。

これより質疑に入ります。これより質疑に入ります。これより質疑に入ります。これより質疑に入ります。
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その他の事項も含めて質疑があればご発言を願いたいと思います。その他の事項も含めて質疑があればご発言を願いたいと思います。その他の事項も含めて質疑があればご発言を願いたいと思います。その他の事項も含めて質疑があればご発言を願いたいと思います。

なお、毎回言うことでありますが、理事者の皆さんは、委員の質問等に対して明確、かなお、毎回言うことでありますが、理事者の皆さんは、委員の質問等に対して明確、かなお、毎回言うことでありますが、理事者の皆さんは、委員の質問等に対して明確、かなお、毎回言うことでありますが、理事者の皆さんは、委員の質問等に対して明確、か

つ簡素に、また委員の皆さんは、前置きを取りながら簡潔にご質問を願って、一人でも多つ簡素に、また委員の皆さんは、前置きを取りながら簡潔にご質問を願って、一人でも多つ簡素に、また委員の皆さんは、前置きを取りながら簡潔にご質問を願って、一人でも多つ簡素に、また委員の皆さんは、前置きを取りながら簡潔にご質問を願って、一人でも多

く質問できますように時間をとっていきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいく質問できますように時間をとっていきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいく質問できますように時間をとっていきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいく質問できますように時間をとっていきたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いい

たします。たします。たします。たします。

それでは、発言を願います。それでは、発言を願います。それでは、発言を願います。それでは、発言を願います。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 １点お尋ねいたします。１点お尋ねいたします。１点お尋ねいたします。１点お尋ねいたします。

精神科救急医療システム整備事業につきまして、資料「平成２５年度主要施策の成果に精神科救急医療システム整備事業につきまして、資料「平成２５年度主要施策の成果に精神科救急医療システム整備事業につきまして、資料「平成２５年度主要施策の成果に精神科救急医療システム整備事業につきまして、資料「平成２５年度主要施策の成果に

関する報告書」では８０ページに出ております。関する報告書」では８０ページに出ております。関する報告書」では８０ページに出ております。関する報告書」では８０ページに出ております。

これで３つお尋ねしたいと思いますが、１つは精神科救急医療情報センターへの相談、これで３つお尋ねしたいと思いますが、１つは精神科救急医療情報センターへの相談、これで３つお尋ねしたいと思いますが、１つは精神科救急医療情報センターへの相談、これで３つお尋ねしたいと思いますが、１つは精神科救急医療情報センターへの相談、

直接病院にもあるかと思いますけれども、参加８病院の年間の受診件数、入院件数、そし直接病院にもあるかと思いますけれども、参加８病院の年間の受診件数、入院件数、そし直接病院にもあるかと思いますけれども、参加８病院の年間の受診件数、入院件数、そし直接病院にもあるかと思いますけれども、参加８病院の年間の受診件数、入院件数、そし

てここに、移送・入院等の件数はあるのですけれども、もう少し詳しい内容、実態についてここに、移送・入院等の件数はあるのですけれども、もう少し詳しい内容、実態についてここに、移送・入院等の件数はあるのですけれども、もう少し詳しい内容、実態についてここに、移送・入院等の件数はあるのですけれども、もう少し詳しい内容、実態につい

てお尋ねします。てお尋ねします。てお尋ねします。てお尋ねします。

２つ目には、精神科救急医療情報センターの体制です。夜間と休日で、よく、どこに相２つ目には、精神科救急医療情報センターの体制です。夜間と休日で、よく、どこに相２つ目には、精神科救急医療情報センターの体制です。夜間と休日で、よく、どこに相２つ目には、精神科救急医療情報センターの体制です。夜間と休日で、よく、どこに相

談したらいいのかと戸惑って困っておられる方がまだまだおられるわけですが、このセン談したらいいのかと戸惑って困っておられる方がまだまだおられるわけですが、このセン談したらいいのかと戸惑って困っておられる方がまだまだおられるわけですが、このセン談したらいいのかと戸惑って困っておられる方がまだまだおられるわけですが、このセン

ターを知ってもらうためにどのようなことをされているのでしターを知ってもらうためにどのようなことをされているのでしターを知ってもらうためにどのようなことをされているのでしターを知ってもらうためにどのようなことをされているのでしょょょょうか。うか。うか。うか。

３つ目です。３つ目です。３つ目です。３つ目です。身身身身体精神体精神体精神体精神合併合併合併合併のののの場合場合場合場合の受け入れはどのようなシステムになっているのか、の受け入れはどのようなシステムになっているのか、の受け入れはどのようなシステムになっているのか、の受け入れはどのようなシステムになっているのか、

そのそのそのその状況状況状況状況についてお尋ねいたします。についてお尋ねいたします。についてお尋ねいたします。についてお尋ねいたします。以上以上以上以上です。です。です。です。

○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 精神科救急につきまして３点のご質問でご精神科救急につきまして３点のご質問でご精神科救急につきまして３点のご質問でご精神科救急につきまして３点のご質問でござざざざいます。います。います。います。

ままままずずずず、精神、精神、精神、精神障害障害障害障害者に対します救急医療体制についてですけれども、精神科救急医療の受者に対します救急医療体制についてですけれども、精神科救急医療の受者に対します救急医療体制についてですけれども、精神科救急医療の受者に対します救急医療体制についてですけれども、精神科救急医療の受

け入れ体制といたしましては、夜間、休日に精神け入れ体制といたしましては、夜間、休日に精神け入れ体制といたしましては、夜間、休日に精神け入れ体制といたしましては、夜間、休日に精神疾患疾患疾患疾患の病の病の病の病状状状状が急が急が急が急変変変変いたしましたいたしましたいたしましたいたしました患患患患者の者の者の者の外外外外

来来来来治療、そして入院治療が治療、そして入院治療が治療、そして入院治療が治療、そして入院治療が可能可能可能可能となりますように、県内８となりますように、県内８となりますように、県内８となりますように、県内８カ所カ所カ所カ所の精神科病院が、の精神科病院が、の精神科病院が、の精神科病院が、輪番輪番輪番輪番制に制に制に制に

よりましてよりましてよりましてよりまして患患患患者を受け入れているところでご者を受け入れているところでご者を受け入れているところでご者を受け入れているところでござざざざいます。います。います。います。

平成２５年度の受け入れ平成２５年度の受け入れ平成２５年度の受け入れ平成２５年度の受け入れ状況状況状況状況ですけれども、４８５人の方が受診、うですけれども、４８５人の方が受診、うですけれども、４８５人の方が受診、うですけれども、４８５人の方が受診、うちちちち１１１１９９９９６人の方が６人の方が６人の方が６人の方が

入院されたということでご入院されたということでご入院されたということでご入院されたということでござざざざいます。います。います。います。

さらに、県さらに、県さらに、県さらに、県立立立立医科大医科大医科大医科大学学学学精神医療センターにおきましては、夜間、休日におけます精神医療センターにおきましては、夜間、休日におけます精神医療センターにおきましては、夜間、休日におけます精神医療センターにおきましては、夜間、休日におけます緊緊緊緊急急急急措措措措

置入院に係る診置入院に係る診置入院に係る診置入院に係る診察察察察を実施いたしまして、平成２５年度で、３を実施いたしまして、平成２５年度で、３を実施いたしまして、平成２５年度で、３を実施いたしまして、平成２５年度で、３７７７７人の方を人の方を人の方を人の方を緊緊緊緊急急急急措措措措置入院とし置入院とし置入院とし置入院とし

て受け入れたところでごて受け入れたところでごて受け入れたところでごて受け入れたところでござざざざいます。います。います。います。

続きまして、２点目、精神科救急医療情報センターにつきましてでご続きまして、２点目、精神科救急医療情報センターにつきましてでご続きまして、２点目、精神科救急医療情報センターにつきましてでご続きまして、２点目、精神科救急医療情報センターにつきましてでござざざざいます。います。います。います。

精神科救急医療情報センターにおきましては、センターの精神科医、そして精神保健精神科救急医療情報センターにおきましては、センターの精神科医、そして精神保健精神科救急医療情報センターにおきましては、センターの精神科医、そして精神保健精神科救急医療情報センターにおきましては、センターの精神科医、そして精神保健福福福福
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祉士祉士祉士祉士が２４時間３６５日体制で、が２４時間３６５日体制で、が２４時間３６５日体制で、が２４時間３６５日体制で、本本本本人、人、人、人、家族家族家族家族、そして関係者からの、そして関係者からの、そして関係者からの、そして関係者からの電話電話電話電話相談に対相談に対相談に対相談に対応応応応しておしておしておしてお

りまして、急りまして、急りまして、急りまして、急激激激激な精神な精神な精神な精神症状症状症状症状のののの増悪増悪増悪増悪等に対しまして等に対しまして等に対しまして等に対しまして症状症状症状症状のののの緩緩緩緩和が和が和が和が図図図図れますように、れますように、れますように、れますように、助助助助言、言、言、言、指指指指

導導導導しているところ、そしてまた、精神科のしているところ、そしてまた、精神科のしているところ、そしてまた、精神科のしているところ、そしてまた、精神科の輪番輪番輪番輪番病院の病院の病院の病院の紹介紹介紹介紹介等の等の等の等の電話電話電話電話相談に相談に相談に相談に応じ応じ応じ応じているとこているとこているとこているとこ

ろでごろでごろでごろでござざざざいます。います。います。います。

なお、精神科救急医療情報センターの業務、なお、精神科救急医療情報センターの業務、なお、精神科救急医療情報センターの業務、なお、精神科救急医療情報センターの業務、役割役割役割役割につきましては、県につきましては、県につきましては、県につきましては、県ホホホホームページへームページへームページへームページへ掲掲掲掲

載載載載いたしますとともに、いたしますとともに、いたしますとともに、いたしますとともに、消防消防消防消防、、、、警察警察警察警察、、、、市町村市町村市町村市町村、そして医、そして医、そして医、そして医師師師師会等の関係会等の関係会等の関係会等の関係機機機機関へ、精神科救急関へ、精神科救急関へ、精神科救急関へ、精神科救急

指指指指定病院定病院定病院定病院当番表当番表当番表当番表の送の送の送の送付付付付とあわとあわとあわとあわせせせせてててて周周周周知をしているところでご知をしているところでご知をしているところでご知をしているところでござざざざいます。います。います。います。

３点目、精神科の３点目、精神科の３点目、精神科の３点目、精神科の身身身身体体体体合併症合併症合併症合併症の方の受け入れでごの方の受け入れでごの方の受け入れでごの方の受け入れでござざざざいます。います。います。います。

ここここちちちちらですけれども、県らですけれども、県らですけれども、県らですけれども、県立立立立医科大医科大医科大医科大学学学学精神医療センターが、総精神医療センターが、総精神医療センターが、総精神医療センターが、総合合合合病院精神科の病院精神科の病院精神科の病院精神科の役割役割役割役割をををを生生生生かかかか

しまして、しまして、しまして、しまして、妊娠妊娠妊娠妊娠、人、人、人、人工透析工透析工透析工透析、、、、高高高高度な度な度な度な手術手術手術手術等を等を等を等を必必必必要といたします要といたします要といたします要といたします重篤重篤重篤重篤なななな身身身身体体体体合併症合併症合併症合併症をををを有有有有しましましましま

すすすす患患患患者を受け入れているところでご者を受け入れているところでご者を受け入れているところでご者を受け入れているところでござざざざいます。しかし、精神います。しかし、精神います。しかし、精神います。しかし、精神疾患疾患疾患疾患をををを有有有有しますしますしますします患患患患者の者の者の者の高齢化高齢化高齢化高齢化、、、、

自殺未遂自殺未遂自殺未遂自殺未遂者等への対者等への対者等への対者等への対応応応応等、他病院では対等、他病院では対等、他病院では対等、他病院では対応応応応困困困困難難難難なななな身身身身体体体体合併症合併症合併症合併症をををを有有有有するするするする患患患患者への医療の者への医療の者への医療の者への医療の提供提供提供提供

もももも求求求求められておりますので、められておりますので、められておりますので、められておりますので、新新新新奈良県総奈良県総奈良県総奈良県総合合合合医療センターに医療センターに医療センターに医療センターに新新新新たな精神病たな精神病たな精神病たな精神病床床床床のののの設設設設置を置を置を置を予予予予定し定し定し定し

ているところでごているところでごているところでごているところでござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 ごごごご答弁答弁答弁答弁ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいました。一いました。一いました。一いました。一般般般般のののの疾疾疾疾病の病の病の病の場合場合場合場合もですが、もですが、もですが、もですが、ややややはり救急のはり救急のはり救急のはり救急の

受け入れがまだまだ困受け入れがまだまだ困受け入れがまだまだ困受け入れがまだまだ困難難難難といいますか、そういうといいますか、そういうといいますか、そういうといいますか、そういう状況状況状況状況がありまして、奈良県のがありまして、奈良県のがありまして、奈良県のがありまして、奈良県の場合場合場合場合は、救は、救は、救は、救

急急急急搬搬搬搬送時間が送時間が送時間が送時間が随分随分随分随分かかっているということで、これまでもかかっているということで、これまでもかかっているということで、これまでもかかっているということで、これまでも繰繰繰繰りりりり返返返返しししし指摘指摘指摘指摘されてきているとされてきているとされてきているとされてきていると

ころです。とりわけ精神科の救急がころです。とりわけ精神科の救急がころです。とりわけ精神科の救急がころです。とりわけ精神科の救急が非常非常非常非常に受け入れが困に受け入れが困に受け入れが困に受け入れが困難難難難ということもありまして、奈良ということもありまして、奈良ということもありまして、奈良ということもありまして、奈良

県がこの精神科救急医療情報センターの体制をつくっていただいたことは前県がこの精神科救急医療情報センターの体制をつくっていただいたことは前県がこの精神科救急医療情報センターの体制をつくっていただいたことは前県がこの精神科救急医療情報センターの体制をつくっていただいたことは前進進進進だと思うのだと思うのだと思うのだと思うの

です。です。です。です。

私私私私も精神科の病院のも精神科の病院のも精神科の病院のも精神科の病院のケケケケースースースースワワワワーーーーカカカカー、相談員をしておりまして、そのー、相談員をしておりまして、そのー、相談員をしておりまして、そのー、相談員をしておりまして、その当当当当時はこのセンタ時はこのセンタ時はこのセンタ時はこのセンタ

ーがありまーがありまーがありまーがありませせせせんでしたので、お知りんでしたので、お知りんでしたので、お知りんでしたので、お知り合合合合いいいいや患や患や患や患者のご者のご者のご者のご家族や家族や家族や家族やいろいろなところから、急に、いろいろなところから、急に、いろいろなところから、急に、いろいろなところから、急に、

何何何何とかならないかと連絡がたとかならないかと連絡がたとかならないかと連絡がたとかならないかと連絡がたびびびびたたたたびびびびありました。そういうときに、保健ありました。そういうときに、保健ありました。そういうときに、保健ありました。そういうときに、保健所所所所がががが頼頼頼頼りだったのりだったのりだったのりだったの

ですけれども、なかなかそれだけでは対ですけれども、なかなかそれだけでは対ですけれども、なかなかそれだけでは対ですけれども、なかなかそれだけでは対応応応応できないできないできないできない状況状況状況状況でしたし、実は精神科のでしたし、実は精神科のでしたし、実は精神科のでしたし、実は精神科の患患患患者は、者は、者は、者は、

救急救急救急救急車車車車にも、あるにも、あるにも、あるにも、ある条条条条件がありまして、件がありまして、件がありまして、件がありまして、運運運運んでもらいにくいという、そのんでもらいにくいという、そのんでもらいにくいという、そのんでもらいにくいという、その当当当当時はそういう時はそういう時はそういう時はそういう状状状状

態でもありました。態でもありました。態でもありました。態でもありました。

そんなそんなそんなそんな状状状状態がありましたので、この精神科救急医療情報センターをつくっていただいた態がありましたので、この精神科救急医療情報センターをつくっていただいた態がありましたので、この精神科救急医療情報センターをつくっていただいた態がありましたので、この精神科救急医療情報センターをつくっていただいた

ことで、そこに情報といいますか、ことで、そこに情報といいますか、ことで、そこに情報といいますか、ことで、そこに情報といいますか、電話電話電話電話をして相談する体制をつくってもらをして相談する体制をつくってもらをして相談する体制をつくってもらをして相談する体制をつくってもらええええたというこたというこたというこたというこ

とで、とで、とで、とで、本当本当本当本当にににに助助助助かったと思っているのです。ただ、かったと思っているのです。ただ、かったと思っているのです。ただ、かったと思っているのです。ただ、先先先先ほど言いましたように、ほど言いましたように、ほど言いましたように、ほど言いましたように、周周周周知知知知徹底徹底徹底徹底とととと

いうことで、その精神科救急医療情報センターのいうことで、その精神科救急医療情報センターのいうことで、その精神科救急医療情報センターのいうことで、その精神科救急医療情報センターの存在存在存在存在がまだまだごがまだまだごがまだまだごがまだまだご家族家族家族家族にというか、一にというか、一にというか、一にというか、一般般般般
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的的的的にはなかなか知られていなくて、にはなかなか知られていなくて、にはなかなか知られていなくて、にはなかなか知られていなくて、今今今今いろいろいろいろいろいろいろいろ警察署や警察署や警察署や警察署や関連のところ、関連のところ、関連のところ、関連のところ、市町村市町村市町村市町村などになどになどになどに広広広広報報報報

もしていただいているのですけれども、まだもしていただいているのですけれども、まだもしていただいているのですけれども、まだもしていただいているのですけれども、まだ昔昔昔昔のつてでのつてでのつてでのつてで電話電話電話電話がかかってきたりすることががかかってきたりすることががかかってきたりすることががかかってきたりすることが

あります。できるだけ多くの方あります。できるだけ多くの方あります。できるだけ多くの方あります。できるだけ多くの方 々々々々にこのにこのにこのにこの窓口窓口窓口窓口にににに電話電話電話電話をかけて相談できるということを、おをかけて相談できるということを、おをかけて相談できるということを、おをかけて相談できるということを、お

知ら知ら知ら知らせせせせすることのすることのすることのすることの徹底徹底徹底徹底をしていただけたらと思っています。をしていただけたらと思っています。をしていただけたらと思っています。をしていただけたらと思っています。

それで、一それで、一それで、一それで、一番番番番困困困困難難難難はははは恐恐恐恐らくらくらくらく身身身身体精神の体精神の体精神の体精神の合併合併合併合併のののの場合場合場合場合だと思います。だと思います。だと思います。だと思います。重篤重篤重篤重篤な方は県な方は県な方は県な方は県立立立立医科大医科大医科大医科大

学学学学の精神医療センターでとの精神医療センターでとの精神医療センターでとの精神医療センターでと今今今今おおおお話話話話がありました。がありました。がありました。がありました。今今今今度、度、度、度、新新新新奈良県総奈良県総奈良県総奈良県総合合合合医療センターにもで医療センターにもで医療センターにもで医療センターにもで

きるというきるというきるというきるという話話話話があったわけです。があったわけです。があったわけです。があったわけです。現現現現実には、まだまだこういう実には、まだまだこういう実には、まだまだこういう実には、まだまだこういう例例例例がいっがいっがいっがいっぱぱぱぱいある、いろいいある、いろいいある、いろいいある、いろい

ろなところでおろなところでおろなところでおろなところでお聞聞聞聞きしますと、なかなか受け入れてもらきしますと、なかなか受け入れてもらきしますと、なかなか受け入れてもらきしますと、なかなか受け入れてもらええええなかったという大なかったという大なかったという大なかったという大変変変変なななな状況状況状況状況があがあがあがあ

ります。ります。ります。ります。

それで、これからもこの辺の問それで、これからもこの辺の問それで、これからもこの辺の問それで、これからもこの辺の問題題題題です。受け入れです。受け入れです。受け入れです。受け入れ率率率率は、相談があって、こういうは、相談があって、こういうは、相談があって、こういうは、相談があって、こういう状状状状態が態が態が態が

出てくるのですけれど、それを数も出てくるのですけれど、それを数も出てくるのですけれど、それを数も出てくるのですけれど、それを数も把握把握把握把握していただいて、それでこの対していただいて、それでこの対していただいて、それでこの対していただいて、それでこの対応応応応できる医療できる医療できる医療できる医療機機機機関関関関

になるのか。になるのか。になるのか。になるのか。新新新新奈良県総奈良県総奈良県総奈良県総合合合合医療センターではということで言っていただいたのですけれど、医療センターではということで言っていただいたのですけれど、医療センターではということで言っていただいたのですけれど、医療センターではということで言っていただいたのですけれど、

もっともっともっともっともっともっともっともっと必必必必要になってくると思いますので、そういうところでも要になってくると思いますので、そういうところでも要になってくると思いますので、そういうところでも要になってくると思いますので、そういうところでも何何何何とか受け入れていとか受け入れていとか受け入れていとか受け入れてい

ただけるよう、こういうこともいろいろただけるよう、こういうこともいろいろただけるよう、こういうこともいろいろただけるよう、こういうこともいろいろ検討検討検討検討していただいたり、対していただいたり、対していただいたり、対していただいたり、対応応応応していただけたらとしていただけたらとしていただけたらとしていただけたらと

思うのですが、この点についてはどのようにお思うのですが、この点についてはどのようにお思うのですが、この点についてはどのようにお思うのですが、この点についてはどのようにお考え考え考え考えでしでしでしでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 身身身身体体体体合併症合併症合併症合併症につきまして再度の質問ということでごにつきまして再度の質問ということでごにつきまして再度の質問ということでごにつきまして再度の質問ということでござざざざいます。います。います。います。

ここここちちちちらにつきまして、らにつきまして、らにつきまして、らにつきまして、先先先先ほどほどほどほど申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたように、県ましたように、県ましたように、県ましたように、県立立立立医科大医科大医科大医科大学学学学の精神医療センターの精神医療センターの精神医療センターの精神医療センター

でででで今今今今のところのところのところのところややややっておりまして、っておりまして、っておりまして、っておりまして、次次次次ということで、ということで、ということで、ということで、新新新新たにたにたにたに新新新新奈良県総奈良県総奈良県総奈良県総合合合合医療センターに精医療センターに精医療センターに精医療センターに精

神病神病神病神病床床床床のののの設設設設置を置を置を置を予予予予定しているということでご定しているということでご定しているということでご定しているということでござざざざいます。そして、そいます。そして、そいます。そして、そいます。そして、そちちちちらでらでらでらで身身身身体体体体合併症合併症合併症合併症をををを伴伴伴伴

います精神います精神います精神います精神疾患患疾患患疾患患疾患患者の受け入れ体制の者の受け入れ体制の者の受け入れ体制の者の受け入れ体制の充充充充実を実を実を実を図図図図ってまいりたいということでごってまいりたいということでごってまいりたいということでごってまいりたいということでござざざざいます。います。います。います。

委員の委員の委員の委員の意見意見意見意見をををを聞聞聞聞かかかかせせせせていただきまして、なるていただきまして、なるていただきまして、なるていただきまして、なるべべべべくくくく早期早期早期早期に体制をとってまいりたいとに体制をとってまいりたいとに体制をとってまいりたいとに体制をとってまいりたいと考え考え考え考えてててて

いるところでごいるところでごいるところでごいるところでござざざざいます。います。います。います。

○小林委員○小林委員○小林委員○小林委員 新新新新たにそういう体制をつくっていこうということですが、またそのたにそういう体制をつくっていこうということですが、またそのたにそういう体制をつくっていこうということですが、またそのたにそういう体制をつくっていこうということですが、またその経過経過経過経過をををを見見見見

まして、さらにそのまして、さらにそのまして、さらにそのまして、さらにその必必必必要要要要性性性性がもっともっとがもっともっとがもっともっとがもっともっと高高高高くなるということもありましたときには、くなるということもありましたときには、くなるということもありましたときには、くなるということもありましたときには、新新新新

たにどうたにどうたにどうたにどう拡充拡充拡充拡充ささささせせせせていくかというところもていくかというところもていくかというところもていくかというところもぜひ考えぜひ考えぜひ考えぜひ考えていただきたい、ということを言いまていただきたい、ということを言いまていただきたい、ということを言いまていただきたい、ということを言いま

して、質問はして、質問はして、質問はして、質問は終終終終わります。わります。わります。わります。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 それでは、それでは、それでは、それでは、何何何何点か質問さ点か質問さ点か質問さ点か質問させせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

ままままずずずず、１点は、、１点は、、１点は、、１点は、先般先般先般先般代代代代表表表表質問でも質問でも質問でも質問でも触触触触れましたれましたれましたれましたドクドクドクドクターターターターヘリヘリヘリヘリのののの今後今後今後今後のののの導導導導入の件に関するこ入の件に関するこ入の件に関するこ入の件に関するこ

とですが、とですが、とですが、とですが、南南南南和の救急病院に和の救急病院に和の救急病院に和の救急病院にドクドクドクドクターターターターヘリヘリヘリヘリをををを設設設設置する置する置する置する考え考え考え考えでででで今進今進今進今進めていただいているようめていただいているようめていただいているようめていただいているよう

ですが、ですが、ですが、ですが、先先先先日も日も日も日も答弁答弁答弁答弁がありましたように、県がありましたように、県がありましたように、県がありましたように、県立立立立医科大医科大医科大医科大学附属学附属学附属学附属病院にも病院にも病院にも病院にもヘリポヘリポヘリポヘリポーーーートトトトをををを将来的将来的将来的将来的
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にはにはにはには設設設設置して連置して連置して連置して連携携携携をとっていくという方をとっていくという方をとっていくという方をとっていくという方向性向性向性向性について確認さについて確認さについて確認さについて確認させせせせてもらっております。てもらっております。てもらっております。てもらっております。

何何何何をお尋ねしたいかといいますと、このをお尋ねしたいかといいますと、このをお尋ねしたいかといいますと、このをお尋ねしたいかといいますと、このドクドクドクドクターターターターヘリヘリヘリヘリのののの設設設設置について、国の置について、国の置について、国の置について、国の補助補助補助補助制度を制度を制度を制度を

活用活用活用活用する前する前する前する前提提提提でででで考え考え考え考えますと、ますと、ますと、ますと、南南南南和の第和の第和の第和の第二次二次二次二次救急病院に救急病院に救急病院に救急病院にドクドクドクドクターターターターヘリヘリヘリヘリをををを設設設設置するとした置するとした置するとした置するとした場合場合場合場合

に、に、に、に、補助補助補助補助制度との整制度との整制度との整制度との整合性合性合性合性は大は大は大は大丈丈丈丈夫なのかということの確認が１点ご夫なのかということの確認が１点ご夫なのかということの確認が１点ご夫なのかということの確認が１点ござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、改改改改めてめてめてめて

お尋ねしたいと思います。お尋ねしたいと思います。お尋ねしたいと思います。お尋ねしたいと思います。

それから、２つ目は、この間いただきましたそれから、２つ目は、この間いただきましたそれから、２つ目は、この間いただきましたそれから、２つ目は、この間いただきました評価評価評価評価の中にも書いているわけですけれども、の中にも書いているわけですけれども、の中にも書いているわけですけれども、の中にも書いているわけですけれども、

ハイリハイリハイリハイリススススク妊婦ク妊婦ク妊婦ク妊婦の件ですが、の件ですが、の件ですが、の件ですが、周産期母子周産期母子周産期母子周産期母子医療センターが医療センターが医療センターが医療センターが設設設設置されまして、大置されまして、大置されまして、大置されまして、大分分分分年数もたっ年数もたっ年数もたっ年数もたっ

たわけですが、たわけですが、たわけですが、たわけですが、非常非常非常非常にいい成果が出ているようににいい成果が出ているようににいい成果が出ているようににいい成果が出ているように聞聞聞聞いております。いております。いております。いております。現在現在現在現在、この、この、この、このハイリハイリハイリハイリススススクククク

妊婦妊婦妊婦妊婦のののの搬搬搬搬送件数だけではなくて、中の実態が、うまく回っているのか、また、送件数だけではなくて、中の実態が、うまく回っているのか、また、送件数だけではなくて、中の実態が、うまく回っているのか、また、送件数だけではなくて、中の実態が、うまく回っているのか、また、課題課題課題課題がまだがまだがまだがまだ

あるのか、その辺のことが１点。あるのか、その辺のことが１点。あるのか、その辺のことが１点。あるのか、その辺のことが１点。

それから、それから、それから、それから、看護師看護師看護師看護師のののの募集募集募集募集の件ですけれども、の件ですけれども、の件ですけれども、の件ですけれども、依然依然依然依然としてとしてとしてとして看護師不足看護師不足看護師不足看護師不足が続いているようでが続いているようでが続いているようでが続いているようで

して、なかなかして、なかなかして、なかなかして、なかなか充足充足充足充足がががが難難難難しいと前から言われているわけでごしいと前から言われているわけでごしいと前から言われているわけでごしいと前から言われているわけでござざざざいます。います。います。います。

そこでお尋ねしたいのは、定年制度が職員のそこでお尋ねしたいのは、定年制度が職員のそこでお尋ねしたいのは、定年制度が職員のそこでお尋ねしたいのは、定年制度が職員の場合場合場合場合に一に一に一に一応応応応あるわけでごあるわけでごあるわけでごあるわけでござざざざいまして、定年いまして、定年いまして、定年いまして、定年

後後後後のののの採用採用採用採用等について、等について、等について、等について、今今今今どのようなどのようなどのようなどのような状況状況状況状況なのか、また、そのときのなのか、また、そのときのなのか、また、そのときのなのか、また、そのときの待遇待遇待遇待遇はどんなはどんなはどんなはどんな形形形形でででで看護看護看護看護

師師師師をををを迎え迎え迎え迎えているのかということの内容をお尋ねしたいと思います。ているのかということの内容をお尋ねしたいと思います。ているのかということの内容をお尋ねしたいと思います。ているのかということの内容をお尋ねしたいと思います。

それからそれからそれからそれから最後最後最後最後に、こども救急に、こども救急に、こども救急に、こども救急電話電話電話電話相談と救急の相談、すなわ相談と救急の相談、すなわ相談と救急の相談、すなわ相談と救急の相談、すなわちちちちシシシシャャャャーーーーププププ８０００８０００８０００８０００及び及び及び及びシシシシ

ャャャャーーーープ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９ですか。この２つ、ですか。この２つ、ですか。この２つ、ですか。この２つ、今今今今かなりかなりかなりかなり進進進進んできて、成果もあらわれているというこんできて、成果もあらわれているというこんできて、成果もあらわれているというこんできて、成果もあらわれているというこ

とで、とで、とで、とで、デデデデータが出ているわけですけれども、この２つについてのータが出ているわけですけれども、この２つについてのータが出ているわけですけれども、この２つについてのータが出ているわけですけれども、この２つについての現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの課題課題課題課題、、、、見見見見通通通通

し等についてあればお尋ねしたいと思います。し等についてあればお尋ねしたいと思います。し等についてあればお尋ねしたいと思います。し等についてあればお尋ねしたいと思います。

以上以上以上以上、３点でご、３点でご、３点でご、３点でござざざざいます。います。います。います。

○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長 それでは、１つ目と３つ目のそれでは、１つ目と３つ目のそれでは、１つ目と３つ目のそれでは、１つ目と３つ目のドクドクドクドクターターターターヘリヘリヘリヘリの件とシの件とシの件とシの件とシャャャャーーーープ７プ７プ７プ７１１１１

１１１１９９９９の件についてごの件についてごの件についてごの件についてご説説説説明明明明申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

ままままずずずず、、、、ドクドクドクドクターターターターヘリヘリヘリヘリにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、昨昨昨昨年から県年から県年から県年から県独自独自独自独自のののの導導導導入の入の入の入の検討検討検討検討をしておりまして、をしておりまして、をしておりまして、をしておりまして、

ドクドクドクドクターターターターヘリ導ヘリ導ヘリ導ヘリ導入入入入検討検討検討検討委員会を委員会を委員会を委員会を設設設設置しております。置しております。置しております。置しております。検討検討検討検討委員会では、委員会では、委員会では、委員会では、二次二次二次二次救急病院であり救急病院であり救急病院であり救急病院であり

ますけれどもますけれどもますけれどもますけれども山山山山間間間間地域地域地域地域にににに近近近近いことから、いことから、いことから、いことから、南南南南和の救急病院が和の救急病院が和の救急病院が和の救急病院が基地基地基地基地病院として病院として病院として病院として望望望望ましいと。たましいと。たましいと。たましいと。た

だ、あわだ、あわだ、あわだ、あわせせせせてててて二次二次二次二次救急病院の救急病院の救急病院の救急病院の南南南南和の救急病院は和の救急病院は和の救急病院は和の救急病院は三次三次三次三次の救急の救急の救急の救急患患患患者には対者には対者には対者には対応応応応できないことから、できないことから、できないことから、できないことから、

和和和和歌山歌山歌山歌山県の県の県の県のドクドクドクドクターターターターヘリヘリヘリヘリを受け入れている実を受け入れている実を受け入れている実を受け入れている実績績績績のある県のある県のある県のある県立立立立医科大医科大医科大医科大学附属学附属学附属学附属病院が事業主体と病院が事業主体と病院が事業主体と病院が事業主体と

してしてしてして望望望望ましいというましいというましいというましいという提提提提言もいただいております。言もいただいております。言もいただいております。言もいただいております。

制度制度制度制度的的的的にどうなのかというご質問ですけれども、にどうなのかというご質問ですけれども、にどうなのかというご質問ですけれども、にどうなのかというご質問ですけれども、二次二次二次二次救急病院と救急病院と救急病院と救急病院と三次三次三次三次救急病院が連救急病院が連救急病院が連救急病院が連携携携携しししし

ててててドクドクドクドクターターターターヘリヘリヘリヘリをををを運営運営運営運営しているというのは、しているというのは、しているというのは、しているというのは、今今今今、、、、北海北海北海北海道の道道の道道の道道の道東地域東地域東地域東地域でされている事でされている事でされている事でされている事例例例例がごがごがごがご
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ざざざざいますので、制度いますので、制度いますので、制度いますので、制度的的的的にはにはにはには可能可能可能可能かとかとかとかと考え考え考え考えております。ただ、県ております。ただ、県ております。ただ、県ております。ただ、県立立立立医科大医科大医科大医科大学附属学附属学附属学附属病院と病院と病院と病院と南南南南和和和和

の救急病院との連の救急病院との連の救急病院との連の救急病院との連携携携携はははは必必必必要ですので、それにつきましては、要ですので、それにつきましては、要ですので、それにつきましては、要ですので、それにつきましては、今今今今年度また年度また年度また年度また検討検討検討検討委員会を開き委員会を開き委員会を開き委員会を開き

ましてましてましてまして検討検討検討検討をををを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

もう一つのシもう一つのシもう一つのシもう一つのシャャャャーーーープ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９の件ですけれども、まの件ですけれども、まの件ですけれども、まの件ですけれども、まずずずず実実実実績績績績からからからから申申申申しししし上げ上げ上げ上げますと、シますと、シますと、シますと、シャャャャーーーー

プ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９はははは電話電話電話電話相談ですけれども、２４時間体制でさ相談ですけれども、２４時間体制でさ相談ですけれども、２４時間体制でさ相談ですけれども、２４時間体制でさせせせせていただいています。平成２１ていただいています。平成２１ていただいています。平成２１ていただいています。平成２１

年度から年度から年度から年度から始始始始めております。相談件数ですけれども、平成２５年度は相談件数めております。相談件数ですけれども、平成２５年度は相談件数めております。相談件数ですけれども、平成２５年度は相談件数めております。相談件数ですけれども、平成２５年度は相談件数全全全全体で２体で２体で２体で２万万万万５５５５，，，，

０００件。１日平０００件。１日平０００件。１日平０００件。１日平均均均均でででで７７７７１件相談の１件相談の１件相談の１件相談の電話電話電話電話をををを頂戴頂戴頂戴頂戴しております。その前の年が２しております。その前の年が２しております。その前の年が２しております。その前の年が２万万万万３３３３，，，，００００００００

０件、１日平０件、１日平０件、１日平０件、１日平均均均均６３件で、平成２４年度と平成２５年度を６３件で、平成２４年度と平成２５年度を６３件で、平成２４年度と平成２５年度を６３件で、平成２４年度と平成２５年度を比べ比べ比べ比べますとますとますとますと増増増増加しております。加しております。加しております。加しております。

平成２６年度はまだ平成２６年度はまだ平成２６年度はまだ平成２６年度はまだ途途途途中で、中で、中で、中で、今手元今手元今手元今手元にあるのはにあるのはにあるのはにあるのは７７７７月月月月現在現在現在現在の数の数の数の数字字字字ですけれども、１日平ですけれども、１日平ですけれども、１日平ですけれども、１日平均均均均８８８８

０件を０件を０件を０件を超え超え超え超えているているているている状状状状態ですので、かなり態ですので、かなり態ですので、かなり態ですので、かなり利用利用利用利用していただいており、これにつきましても、していただいており、これにつきましても、していただいており、これにつきましても、していただいており、これにつきましても、

テテテテレビレビレビレビののののコマコマコマコマーシーシーシーシャルャルャルャルに少し出していただいたりしておりまして、さらにに少し出していただいたりしておりまして、さらにに少し出していただいたりしておりまして、さらにに少し出していただいたりしておりまして、さらに周周周周知さ知さ知さ知させせせせていたていたていたていた

だきたいと思っております。だきたいと思っております。だきたいと思っております。だきたいと思っております。

もう一つ、シもう一つ、シもう一つ、シもう一つ、シャャャャーーーーププププ８０００、これは８０００、これは８０００、これは８０００、これは子子子子どものどものどものどもの分分分分なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、子子子子どもにつきましどもにつきましどもにつきましどもにつきまし

ては、ては、ては、ては、昼昼昼昼間診療間診療間診療間診療所所所所があいているということもありまして、日があいているということもありまして、日があいているということもありまして、日があいているということもありまして、日曜祝曜祝曜祝曜祝日と夜間になるのですが、日と夜間になるのですが、日と夜間になるのですが、日と夜間になるのですが、

平成２５年は１平成２５年は１平成２５年は１平成２５年は１万９，万９，万９，万９，３６６件で、平成２４年が１３６６件で、平成２４年が１３６６件で、平成２４年が１３６６件で、平成２４年が１万万万万８８８８，，，，６５４件、平成２３年は２６５４件、平成２３年は２６５４件、平成２３年は２６５４件、平成２３年は２万万万万件件件件

をををを超え超え超え超えていました。これは、２ていました。これは、２ていました。これは、２ていました。これは、２万万万万件前件前件前件前後後後後が定が定が定が定着着着着しているしているしているしている状状状状態と態と態と態と考え考え考え考えております。これらにております。これらにております。これらにております。これらに

つきましても、かなりごつきましても、かなりごつきましても、かなりごつきましても、かなりご利用利用利用利用いただいておりますので、引き続きいただいておりますので、引き続きいただいておりますので、引き続きいただいておりますので、引き続きややややっていけたらとっていけたらとっていけたらとっていけたらと考え考え考え考えてててて

おります。おります。おります。おります。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○河合病院マネジメント課長○河合病院マネジメント課長○河合病院マネジメント課長○河合病院マネジメント課長 県県県県立立立立医科大医科大医科大医科大学附属学附属学附属学附属病院総病院総病院総病院総合周産期母子合周産期母子合周産期母子合周産期母子医療センターの医療センターの医療センターの医療センターの運営運営運営運営

状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

この総この総この総この総合周産期母子合周産期母子合周産期母子合周産期母子医療センターですけれども、医療センターですけれども、医療センターですけれども、医療センターですけれども、母母母母体と体と体と体と胎児胎児胎児胎児のののの集集集集中治療を行います中治療を行います中治療を行います中治療を行いますＭＦＭＦＭＦＭＦ

ＩＣＵＩＣＵＩＣＵＩＣＵといわれる施といわれる施といわれる施といわれる施設設設設と、と、と、と、新生児新生児新生児新生児のののの集集集集中治療を行います中治療を行います中治療を行います中治療を行いますＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵというものを備というものを備というものを備というものを備ええええて、て、て、て、高高高高

いいいいリリリリススススククククのあるのあるのあるのある妊婦妊婦妊婦妊婦の治療でありますとか、の治療でありますとか、の治療でありますとか、の治療でありますとか、低低低低出出出出生生生生体体体体重児重児重児重児などのなどのなどのなどの重症重症重症重症なななな新生児新生児新生児新生児に対してに対してに対してに対して高高高高

度な医療を２４時間体制で行う医療施度な医療を２４時間体制で行う医療施度な医療を２４時間体制で行う医療施度な医療を２４時間体制で行う医療施設設設設となっております。となっております。となっております。となっております。

そこで、県そこで、県そこで、県そこで、県立立立立医科大医科大医科大医科大学附属学附属学附属学附属病院ですけれども、平成２０年に総病院ですけれども、平成２０年に総病院ですけれども、平成２０年に総病院ですけれども、平成２０年に総合周産期母子合周産期母子合周産期母子合周産期母子医療センタ医療センタ医療センタ医療センタ

ーのーのーのーの指指指指定を県から受けまして、定を県から受けまして、定を県から受けまして、定を県から受けまして、現在現在現在現在の病の病の病の病床床床床数は４８数は４８数は４８数は４８床床床床でででで運営運営運営運営しているしているしているしている状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

委員からもご委員からもご委員からもご委員からもご紹介紹介紹介紹介がありましたけれども、がありましたけれども、がありましたけれども、がありましたけれども、母母母母体の体の体の体の搬搬搬搬送の体制ですが、平成２２年度に奈送の体制ですが、平成２２年度に奈送の体制ですが、平成２２年度に奈送の体制ですが、平成２２年度に奈

良県総良県総良県総良県総合合合合医療センター、医療センター、医療センター、医療センター、当当当当時は県時は県時は県時は県立立立立奈良病院でしたけれども、奈良県総奈良病院でしたけれども、奈良県総奈良病院でしたけれども、奈良県総奈良病院でしたけれども、奈良県総合合合合医療センターが医療センターが医療センターが医療センターが

地域周産期母子地域周産期母子地域周産期母子地域周産期母子医療センターに認定されておりまして、それ医療センターに認定されておりまして、それ医療センターに認定されておりまして、それ医療センターに認定されておりまして、それ以以以以降降降降、県、県、県、県立立立立医科大医科大医科大医科大学附属学附属学附属学附属病院病院病院病院

と奈良県総と奈良県総と奈良県総と奈良県総合合合合医療センターで医療センターで医療センターで医療センターで母子母子母子母子のののの搬搬搬搬送を送を送を送を担担担担っているっているっているっている状況状況状況状況になっております。平成２５年になっております。平成２５年になっております。平成２５年になっております。平成２５年
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度につきましては、県度につきましては、県度につきましては、県度につきましては、県全全全全体で２８４件のう体で２８４件のう体で２８４件のう体で２８４件のうちちちち県内で受け入れできたのが２６３件で、県内県内で受け入れできたのが２６３件で、県内県内で受け入れできたのが２６３件で、県内県内で受け入れできたのが２６３件で、県内

でででで９９９９２２２２．．．．６６６６％％％％の受け入れができていると。この２６３件、県で受け入れたうの受け入れができていると。この２６３件、県で受け入れたうの受け入れができていると。この２６３件、県で受け入れたうの受け入れができていると。この２６３件、県で受け入れたうちちちちの県の県の県の県立立立立医科医科医科医科

大大大大学附属学附属学附属学附属病院の受け入れの件数ですけれども、こ病院の受け入れの件数ですけれども、こ病院の受け入れの件数ですけれども、こ病院の受け入れの件数ですけれども、こちちちちらは１５６件になっております。らは１５６件になっております。らは１５６件になっております。らは１５６件になっております。

また、また、また、また、新生児新生児新生児新生児のののの搬搬搬搬送の体制ですけれども、こ送の体制ですけれども、こ送の体制ですけれども、こ送の体制ですけれども、こちちちちらは県らは県らは県らは県立立立立医科大医科大医科大医科大学附属学附属学附属学附属病院のほか、奈良病院のほか、奈良病院のほか、奈良病院のほか、奈良

県総県総県総県総合合合合医療センター、医療センター、医療センター、医療センター、近近近近畿畿畿畿大大大大学学学学医医医医学学学学部奈良病院、それと部奈良病院、それと部奈良病院、それと部奈良病院、それと天天天天理よろ理よろ理よろ理よろずずずず相談相談相談相談所所所所病院の４つの医病院の４つの医病院の４つの医病院の４つの医

療療療療機機機機関で対関で対関で対関で対応応応応することになっております。平成２５年度ですけれども、県することになっております。平成２５年度ですけれども、県することになっております。平成２５年度ですけれども、県することになっております。平成２５年度ですけれども、県全全全全体の体の体の体の搬搬搬搬送件数送件数送件数送件数

が１２４件で、これはが１２４件で、これはが１２４件で、これはが１２４件で、これは全全全全て県内で受け入れができておりまして、１２４件のうて県内で受け入れができておりまして、１２４件のうて県内で受け入れができておりまして、１２４件のうて県内で受け入れができておりまして、１２４件のうちちちち県県県県立立立立医科医科医科医科

大大大大学附属学附属学附属学附属病院で受け入れしておりますのが５５件という病院で受け入れしておりますのが５５件という病院で受け入れしておりますのが５５件という病院で受け入れしておりますのが５５件という状況状況状況状況になっております。になっております。になっております。になっております。

母母母母体の体の体の体の搬搬搬搬送は送は送は送は若干若干若干若干県県県県外外外外へのへのへのへの搬搬搬搬送もご送もご送もご送もござざざざいますけれども、県いますけれども、県いますけれども、県いますけれども、県立立立立医科大医科大医科大医科大学附属学附属学附属学附属病院総病院総病院総病院総合周産合周産合周産合周産

期母子期母子期母子期母子医療センターの実態でご医療センターの実態でご医療センターの実態でご医療センターの実態でござざざざいます。平成２５年度のいます。平成２５年度のいます。平成２５年度のいます。平成２５年度のＭＦＩＣＵＭＦＩＣＵＭＦＩＣＵＭＦＩＣＵの年平の年平の年平の年平均均均均のののの稼働稼働稼働稼働率率率率はははは

５５５５７７７７．．．．４４４４％％％％になっており、月になっており、月になっており、月になっており、月別別別別にににに見見見見ますと８０ますと８０ますと８０ますと８０％台％台％台％台のののの稼働稼働稼働稼働になっている月もごになっている月もごになっている月もごになっている月もござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、

これと、これと、これと、これと、先先先先ほどの県内の受け入れほどの県内の受け入れほどの県内の受け入れほどの県内の受け入れ率率率率がががが９９９９２２２２．．．．６６６６％％％％と、１００と、１００と、１００と、１００％％％％をををを若干下若干下若干下若干下回っているという回っているという回っているという回っているという

実態が実態が実態が実態がＭＦＩＣＵＭＦＩＣＵＭＦＩＣＵＭＦＩＣＵのののの場合場合場合場合はごはごはごはござざざざいます。います。います。います。

また、また、また、また、新生児新生児新生児新生児の受け入れですけれども、この受け入れですけれども、この受け入れですけれども、この受け入れですけれども、こちちちちらは県内で１００らは県内で１００らは県内で１００らは県内で１００％％％％受け入れになっており受け入れになっており受け入れになっており受け入れになっており

ますけれども、県ますけれども、県ますけれども、県ますけれども、県立立立立医科大医科大医科大医科大学附属学附属学附属学附属病院総病院総病院総病院総合周産期母子合周産期母子合周産期母子合周産期母子医療センターの医療センターの医療センターの医療センターのＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵの年平の年平の年平の年平均均均均稼稼稼稼

働働働働率率率率は８２は８２は８２は８２．．．．４４４４％％％％となっており、月となっており、月となっており、月となっており、月別別別別にににに見見見見ますとますとますとますと９９９９００００％台％台％台％台といった月も、一月ですけれどといった月も、一月ですけれどといった月も、一月ですけれどといった月も、一月ですけれど

もあるもあるもあるもある状況状況状況状況で、で、で、で、利用率利用率利用率利用率がががが若干若干若干若干高高高高いいいい状況状況状況状況になっております。になっております。になっております。になっております。

そこで、そこで、そこで、そこで、課題課題課題課題ということですけれども、このような実態をということですけれども、このような実態をということですけれども、このような実態をということですけれども、このような実態を見見見見まして、県まして、県まして、県まして、県立立立立医科大医科大医科大医科大学附属学附属学附属学附属

病院では病院では病院では病院では現在現在現在現在ＥＥＥＥ病病病病棟棟棟棟の整備を行っておりまして、の整備を行っておりまして、の整備を行っておりまして、の整備を行っておりまして、完完完完成成成成後後後後にはこのにはこのにはこのにはこのＥＥＥＥ病病病病棟棟棟棟に総に総に総に総合周産期母子合周産期母子合周産期母子合周産期母子

医療センターを移医療センターを移医療センターを移医療センターを移転転転転したいという計したいという計したいという計したいという計画画画画でででで進進進進めているところでごめているところでごめているところでごめているところでござざざざいます。そのいます。そのいます。そのいます。その場合場合場合場合、、、、ＭＦＭＦＭＦＭＦ

ＩＣＵＩＣＵＩＣＵＩＣＵのののの後後後後方病方病方病方病床床床床を３０を３０を３０を３０床床床床にににに増床増床増床増床いたします。また、いたします。また、いたします。また、いたします。また、ＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵＮＩＣＵについても３についても３についても３についても３床床床床のののの増床増床増床増床、あ、あ、あ、あ

るいはそのるいはそのるいはそのるいはその後後後後方病方病方病方病床床床床も３０も３０も３０も３０床床床床にににに増床増床増床増床するということで、８するということで、８するということで、８するということで、８７床７床７床７床というというというという予予予予定で定で定で定で進進進進めておりまめておりまめておりまめておりま

して、して、して、して、周産期周産期周産期周産期の受け入れ体制のさらなるの受け入れ体制のさらなるの受け入れ体制のさらなるの受け入れ体制のさらなる充充充充実に取り実に取り実に取り実に取り組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○石井医師・看護師確保対策室長○石井医師・看護師確保対策室長○石井医師・看護師確保対策室長○石井医師・看護師確保対策室長 看護師看護師看護師看護師の確保についてごの確保についてごの確保についてごの確保についてご答弁答弁答弁答弁ささささせせせせていただきます。ていただきます。ていただきます。ていただきます。

看護看護看護看護職員の職員の職員の職員の養養養養成確保につきましては、かねてよりさま成確保につきましては、かねてよりさま成確保につきましては、かねてよりさま成確保につきましては、かねてよりさまざざざざまな施策を実施しておりまして、まな施策を実施しておりまして、まな施策を実施しておりまして、まな施策を実施しておりまして、

新新新新規就規就規就規就業者数の業者数の業者数の業者数の増増増増加、加、加、加、離離離離職職職職率率率率のののの低下低下低下低下、そして、そして、そして、そして復復復復職者の職者の職者の職者の増増増増加の３点から取り加の３点から取り加の３点から取り加の３点から取り組み組み組み組みをををを進進進進めていめていめていめてい

るところでごるところでごるところでごるところでござざざざいます。います。います。います。

そのうそのうそのうそのうちちちち定年制の点ですが、通定年制の点ですが、通定年制の点ですが、通定年制の点ですが、通常常常常６０歳ではないかと６０歳ではないかと６０歳ではないかと６０歳ではないかと考え考え考え考えておりますが、県ではておりますが、県ではておりますが、県ではておりますが、県では復復復復職者職者職者職者

のののの増増増増加の加の加の加の観観観観点から、点から、点から、点から、潜潜潜潜在看護師在看護師在看護師在看護師等の再等の再等の再等の再就就就就職を職を職を職を支援支援支援支援するために、するために、するために、するために、看護看護看護看護職員職員職員職員復復復復職職職職応応応応援援援援事業など事業など事業など事業など
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に取りに取りに取りに取り組組組組んでいるところでごんでいるところでごんでいるところでごんでいるところでござざざざいます。います。います。います。

しかし、しかし、しかし、しかし、看護看護看護看護職員につきましては、医職員につきましては、医職員につきましては、医職員につきましては、医師師師師等の他の資等の他の資等の他の資等の他の資格格格格とととと比比比比較較較較してもしてもしてもしても潜潜潜潜在率在率在率在率がががが高高高高い一方、い一方、い一方、い一方、

そうしたそうしたそうしたそうした潜潜潜潜在看護師在看護師在看護師在看護師をををを把握把握把握把握するするするする仕組み仕組み仕組み仕組みがないことががないことががないことががないことが全全全全国国国国的的的的なななな課題課題課題課題となっております。こうとなっております。こうとなっております。こうとなっております。こう

したことから、したことから、したことから、したことから、先般先般先般先般の医療の医療の医療の医療法法法法のののの改改改改正正正正におきまして、におきまして、におきまして、におきまして、看護看護看護看護職の職の職の職の免許免許免許免許保保保保持持持持者た者た者た者たちちちちを対を対を対を対象象象象に、に、に、に、住住住住

所所所所、、、、氏氏氏氏名等の一定の情報につきまして名等の一定の情報につきまして名等の一定の情報につきまして名等の一定の情報につきまして都都都都道道道道府府府府県の県の県の県のナナナナースセンターへのースセンターへのースセンターへのースセンターへの届届届届け出制度がけ出制度がけ出制度がけ出制度が創創創創設設設設ささささ

れたところでごれたところでごれたところでごれたところでござざざざいます。います。います。います。今後今後今後今後、、、、具具具具体体体体的的的的なななな運用運用運用運用方方方方法法法法がががが示示示示されていくことから、それをされていくことから、それをされていくことから、それをされていくことから、それを踏踏踏踏まままま

ええええましてましてましてまして看護看護看護看護職員の職員の職員の職員の復復復復職職職職支援支援支援支援をををを強強強強化化化化していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 それでは、それでは、それでは、それでは、最後最後最後最後のののの看護師看護師看護師看護師の件から少しお尋ねしたいと思います。もう一度お尋の件から少しお尋ねしたいと思います。もう一度お尋の件から少しお尋ねしたいと思います。もう一度お尋の件から少しお尋ねしたいと思います。もう一度お尋

ねしたいことがあるのですけれども、定年をねしたいことがあるのですけれども、定年をねしたいことがあるのですけれども、定年をねしたいことがあるのですけれども、定年を迎え迎え迎え迎えた方、もしくは間もなく定年をた方、もしくは間もなく定年をた方、もしくは間もなく定年をた方、もしくは間もなく定年を迎え迎え迎え迎えようようようよう

とされているとされているとされているとされている看護師看護師看護師看護師の方との方との方との方と話話話話をしていますと、よくおっしをしていますと、よくおっしをしていますと、よくおっしをしていますと、よくおっしゃゃゃゃるのは、定年るのは、定年るのは、定年るのは、定年途途途途中で中で中で中でややややめた方めた方めた方めた方

もおります。なもおります。なもおります。なもおります。なぜぜぜぜかと言ったら、かと言ったら、かと言ったら、かと言ったら、ややややはり夜のはり夜のはり夜のはり夜の勤勤勤勤務が大務が大務が大務が大変変変変つらいということで、中には５０つらいということで、中には５０つらいということで、中には５０つらいということで、中には５０

歳を歳を歳を歳を過過過過ぎぎぎぎたたたたぐぐぐぐらいかららいかららいかららいから転転転転職職職職せざせざせざせざるをるをるをるを得得得得ないというようなないというようなないというようなないというような話話話話もよくもよくもよくもよく聞聞聞聞きます。それで、もきます。それで、もきます。それで、もきます。それで、もちちちち

ろんこれはろんこれはろんこれはろんこれは誰誰誰誰かがしなければならないかがしなければならないかがしなければならないかがしなければならない仕仕仕仕事ですので、事ですので、事ですので、事ですので、当然当然当然当然平等に平等に平等に平等に負担負担負担負担はははは持持持持ってもらうといってもらうといってもらうといってもらうとい

うううう原則原則原則原則はよくわかるのですけれども、はよくわかるのですけれども、はよくわかるのですけれども、はよくわかるのですけれども、例え例え例え例えば定年ば定年ば定年ば定年後後後後に、再に、再に、再に、再任任任任用用用用と言っていいかどうか知りと言っていいかどうか知りと言っていいかどうか知りと言っていいかどうか知り

まままませせせせんけれども、んけれども、んけれども、んけれども、新新新新たにたにたにたに契約契約契約契約されて、されて、されて、されて、看護師看護師看護師看護師として病院として病院として病院として病院勤勤勤勤務をされる務をされる務をされる務をされる場合場合場合場合には、その点にには、その点にには、その点にには、その点に

ついてついてついてついて何何何何かのごかのごかのごかのご配慮配慮配慮配慮はあるのか。もしないとすればはあるのか。もしないとすればはあるのか。もしないとすればはあるのか。もしないとすればややややったほうがいいのではないかと思いったほうがいいのではないかと思いったほうがいいのではないかと思いったほうがいいのではないかと思い

ます。そうすれば、ます。そうすれば、ます。そうすれば、ます。そうすれば、安心安心安心安心してある程度してある程度してある程度してある程度勤勤勤勤務がし務がし務がし務がしややややすいのではないかと。これは、すいのではないかと。これは、すいのではないかと。これは、すいのではないかと。これは、子子子子育育育育てとてとてとてと

いうよりも、年いうよりも、年いうよりも、年いうよりも、年齢齢齢齢からいうと６０歳からいうと６０歳からいうと６０歳からいうと６０歳過過過過ぎぎぎぎという方は体力の問という方は体力の問という方は体力の問という方は体力の問題題題題でごでごでごでござざざざいまして、いまして、いまして、いまして、深深深深夜夜夜夜勤勤勤勤務務務務

がかなりがかなりがかなりがかなり負担負担負担負担が大きいということをよくが大きいということをよくが大きいということをよくが大きいということをよく聞聞聞聞きますので、その点についてのおきますので、その点についてのおきますので、その点についてのおきますので、その点についてのお考え考え考え考えがあればがあればがあればがあれば

お尋ねしたいと思います。お尋ねしたいと思います。お尋ねしたいと思います。お尋ねしたいと思います。

それから、シそれから、シそれから、シそれから、シャャャャーーーーププププ８０００、シ８０００、シ８０００、シ８０００、シャャャャーーーープ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９の件でごの件でごの件でごの件でござざざざいますけれども、これについますけれども、これについますけれども、これについますけれども、これにつ

いては、いては、いては、いては、効効効効果は果は果は果は十十十十分分分分出ていると思います。ただ、き出ていると思います。ただ、き出ていると思います。ただ、き出ていると思います。ただ、きょょょょうここにおられる方でおうここにおられる方でおうここにおられる方でおうここにおられる方でお答え答え答え答えいただいただいただいただ

けるのかどうかわかりまけるのかどうかわかりまけるのかどうかわかりまけるのかどうかわかりませせせせんけれども、救急んけれども、救急んけれども、救急んけれども、救急搬搬搬搬送の件数がこれによってどれくらい送の件数がこれによってどれくらい送の件数がこれによってどれくらい送の件数がこれによってどれくらい効効効効果が果が果が果が

出ているのかということの出ているのかということの出ているのかということの出ているのかということの検検検検証証証証は多は多は多は多分分分分されているとは思いますが、もしそのことについてされているとは思いますが、もしそのことについてされているとは思いますが、もしそのことについてされているとは思いますが、もしそのことについて

何何何何かかかかデデデデータータータータ的的的的なことがわかっていれば、もう一度お尋ねしたいと思います。なことがわかっていれば、もう一度お尋ねしたいと思います。なことがわかっていれば、もう一度お尋ねしたいと思います。なことがわかっていれば、もう一度お尋ねしたいと思います。

少なくとも、この小少なくとも、この小少なくとも、この小少なくとも、この小児輪番児輪番児輪番児輪番等を等を等を等を見見見見ましても、この数ましても、この数ましても、この数ましても、この数字字字字からからからから見見見見ますと、シますと、シますと、シますと、シャャャャーーーーププププ８０００８０００８０００８０００

のののの効効効効果が出ているように思います。果が出ているように思います。果が出ているように思います。果が出ているように思います。非常非常非常非常に救急に救急に救急に救急搬搬搬搬送が送が送が送が減減減減ったということで大ったということで大ったということで大ったということで大変変変変いいわけでいいわけでいいわけでいいわけで

すけれども、一すけれども、一すけれども、一すけれども、一般般般般の救急の救急の救急の救急搬搬搬搬送の中にこのシ送の中にこのシ送の中にこのシ送の中にこのシャャャャーーーープ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９のののの場合場合場合場合は、は、は、は、子子子子ども、大人を問わども、大人を問わども、大人を問わども、大人を問わ

ずずずず、救急、救急、救急、救急車車車車をををを呼ぼ呼ぼ呼ぼ呼ぼうかどうかうかどうかうかどうかうかどうか迷迷迷迷ったときにったときにったときにったときに電話電話電話電話して、そしてして、そしてして、そしてして、そしてアアアアドドドドババババイイイイスをスをスをスを仰ぐ仰ぐ仰ぐ仰ぐという内容という内容という内容という内容

でごでごでごでござざざざいますので、これをもっともっとさらにいますので、これをもっともっとさらにいますので、これをもっともっとさらにいますので、これをもっともっとさらに浸浸浸浸透透透透ささささせせせせていけば救急ていけば救急ていけば救急ていけば救急搬搬搬搬送が送が送が送が減減減減ってくるこってくるこってくるこってくるこ
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とをとをとをとを見見見見込込込込んで取りんで取りんで取りんで取り組組組組んでいる事業ですけれども、その辺のんでいる事業ですけれども、その辺のんでいる事業ですけれども、その辺のんでいる事業ですけれども、その辺の効効効効果はどうなのか、もしわかれ果はどうなのか、もしわかれ果はどうなのか、もしわかれ果はどうなのか、もしわかれ

ばその点をばその点をばその点をばその点を教教教教ええええてもらいたいと思います。てもらいたいと思います。てもらいたいと思います。てもらいたいと思います。

それから、それから、それから、それから、ドクドクドクドクターターターターヘリヘリヘリヘリの件でごの件でごの件でごの件でござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、先先先先日日日日沖縄沖縄沖縄沖縄ののののドクドクドクドクターターターターヘリ基地ヘリ基地ヘリ基地ヘリ基地にににに視視視視

察察察察に行ってまいりました。ごに行ってまいりました。ごに行ってまいりました。ごに行ってまいりました。ご存じ存じ存じ存じのとおり、あそこはのとおり、あそこはのとおり、あそこはのとおり、あそこは本当本当本当本当にににに何何何何もないもないもないもない海海海海岸線岸線岸線岸線のののの草原草原草原草原の中にの中にの中にの中に

ドクドクドクドクターターターターヘリ基地ヘリ基地ヘリ基地ヘリ基地だけがだけがだけがだけが建建建建っておりまして、そこにはっておりまして、そこにはっておりまして、そこにはっておりまして、そこには看護師看護師看護師看護師と医と医と医と医師師師師ととととパパパパイイイイロッロッロッロットトトトとスタとスタとスタとスタッッッッ

フフフフがががが常常常常にににに常常常常駐駐駐駐しているしているしているしている状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいました。ああいういました。ああいういました。ああいういました。ああいう形形形形もありかと思ったのですけれども、もありかと思ったのですけれども、もありかと思ったのですけれども、もありかと思ったのですけれども、

ふふふふと思ったのは、出と思ったのは、出と思ったのは、出と思ったのは、出動動動動がないときにはがないときにはがないときにはがないときには非常非常非常非常に皆さんに皆さんに皆さんに皆さん手手手手持持持持ちちちち無沙汰無沙汰無沙汰無沙汰で、で、で、で、特特特特に医に医に医に医師師師師、、、、看護師看護師看護師看護師がががが

あそこであそこであそこであそこで待機待機待機待機している時間がしている時間がしている時間がしている時間が結構結構結構結構長い長い長い長い場場場場面面面面もあるようにもあるようにもあるようにもあるように聞聞聞聞きました。そういうきました。そういうきました。そういうきました。そういう意意意意味味味味で、あで、あで、あで、あ

そこはそこはそこはそこは特殊特殊特殊特殊な事情があったようですけれど、な事情があったようですけれど、な事情があったようですけれど、な事情があったようですけれど、ややややはりこれは、ああいうはりこれは、ああいうはりこれは、ああいうはりこれは、ああいう場所場所場所場所よりも、病院によりも、病院によりも、病院によりも、病院に

併設併設併設併設されることが一されることが一されることが一されることが一番望番望番望番望ましいということを再確認してましいということを再確認してましいということを再確認してましいということを再確認して帰帰帰帰ったわけでごったわけでごったわけでごったわけでござざざざいます。そうしいます。そうしいます。そうしいます。そうし

ますと、ますと、ますと、ますと、近近近近くくくくオオオオーーーーププププンされますこのンされますこのンされますこのンされますこの南南南南和病院です。和病院です。和病院です。和病院です。ヘリポヘリポヘリポヘリポーーーート基地ト基地ト基地ト基地をつくって、医をつくって、医をつくって、医をつくって、医師師師師、、、、看看看看

護師護師護師護師がががが待機待機待機待機することについては、出することについては、出することについては、出することについては、出動動動動がないときにいろいろながないときにいろいろながないときにいろいろながないときにいろいろな仕仕仕仕事もできるということも事もできるということも事もできるということも事もできるということも

ありますので、これが一ありますので、これが一ありますので、これが一ありますので、これが一番望番望番望番望ましいと思っております。ましいと思っております。ましいと思っております。ましいと思っております。

だから、だから、だから、だから、補助補助補助補助金金金金の問の問の問の問題題題題については、多については、多については、多については、多分分分分、、、、先先先先ほどほどほどほど答弁答弁答弁答弁がありましたように、がありましたように、がありましたように、がありましたように、クリクリクリクリアアアアできできできでき

る問る問る問る問題題題題だろうとは思いますが、ただ、国でだろうとは思いますが、ただ、国でだろうとは思いますが、ただ、国でだろうとは思いますが、ただ、国でケケケケース・ース・ース・ース・ババババイイイイ・・・・ケケケケースのースのースのースの判断判断判断判断もあるようにもあるようにもあるようにもあるように聞聞聞聞いいいい

ていますので、ていますので、ていますので、ていますので、補助補助補助補助制度についてはしっかりと制度についてはしっかりと制度についてはしっかりと制度についてはしっかりと詰詰詰詰めをいただいて、めをいただいて、めをいただいて、めをいただいて、後後後後からそのからそのからそのからその補助補助補助補助がだめがだめがだめがだめ

だったということがないように、だったということがないように、だったということがないように、だったということがないように、ぜひぜひぜひぜひ取り取り取り取り組み組み組み組みをお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。をお願いしたいと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○石井医師・看護師確保対策室長○石井医師・看護師確保対策室長○石井医師・看護師確保対策室長○石井医師・看護師確保対策室長 看護師看護師看護師看護師の関係ですが、夜の関係ですが、夜の関係ですが、夜の関係ですが、夜勤勤勤勤やややや交交交交代制代制代制代制勤勤勤勤務など、務など、務など、務など、看護師看護師看護師看護師

を取りを取りを取りを取り巻巻巻巻くくくく勤勤勤勤務務務務環境環境環境環境はははは厳厳厳厳しくて、しくて、しくて、しくて、看護師看護師看護師看護師確保の確保の確保の確保の観観観観点から医療点から医療点から医療点から医療機機機機関の関の関の関の勤勤勤勤務務務務環境環境環境環境のののの改改改改善善善善はははは重重重重要要要要

なななな課題課題課題課題とととと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

こうしたことから、ことし１０月１日にはこうしたことから、ことし１０月１日にはこうしたことから、ことし１０月１日にはこうしたことから、ことし１０月１日には個個個個 々々々々の医療の医療の医療の医療機機機機関の関の関の関の個別個別個別個別のののの状況や状況や状況や状況やニニニニーーーーズズズズにににに応じ応じ応じ応じ

まして、まして、まして、まして、勤勤勤勤務務務務環境環境環境環境のののの改改改改善善善善についてについてについてについて支援支援支援支援をきめをきめをきめをきめ細細細細ややややかに行うために、医療かに行うために、医療かに行うために、医療かに行うために、医療勤勤勤勤務務務務環境環境環境環境改改改改善支援善支援善支援善支援

センターをセンターをセンターをセンターを設設設設置したところでご置したところでご置したところでご置したところでござざざざいます。委員のごいます。委員のごいます。委員のごいます。委員のご意見意見意見意見も含めまして、どういったも含めまして、どういったも含めまして、どういったも含めまして、どういった状況状況状況状況がががが

勤勤勤勤務務務務環境環境環境環境のののの改改改改善善善善にとってよいのかというにとってよいのかというにとってよいのかというにとってよいのかという検討検討検討検討をををを深深深深めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。以上以上以上以上

でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長 シシシシャャャャーーーーププププ８０００とシ８０００とシ８０００とシ８０００とシャャャャーーーープ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９のののの効効効効果につきましてです果につきましてです果につきましてです果につきましてです

が、まが、まが、まが、まずずずずシシシシャャャャーーーーププププ８０００の８０００の８０００の８０００の子子子子どものほうです。委員がごどものほうです。委員がごどものほうです。委員がごどものほうです。委員がご指摘指摘指摘指摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、電話電話電話電話相談をいた相談をいた相談をいた相談をいた

だいただいただいただいた後後後後、す、す、す、すぐぐぐぐ医療医療医療医療機機機機関へ受診するように関へ受診するように関へ受診するように関へ受診するように勧勧勧勧めためためためた割合割合割合割合が２４が２４が２４が２４％％％％程度と程度と程度と程度と聞聞聞聞いておりまして、いておりまして、いておりまして、いておりまして、

実実実実際際際際、受け入れられる病院が小、受け入れられる病院が小、受け入れられる病院が小、受け入れられる病院が小児二次輪番児二次輪番児二次輪番児二次輪番の病院ということでただいまの病院ということでただいまの病院ということでただいまの病院ということでただいまややややっているのですっているのですっているのですっているのです

けれども、一けれども、一けれども、一けれども、一番番番番多かったのが平成１多かったのが平成１多かったのが平成１多かったのが平成１７７７７年ごろで、大体１年ごろで、大体１年ごろで、大体１年ごろで、大体１万９，万９，万９，万９，０００件０００件０００件０００件ぐぐぐぐらい受診されてらい受診されてらい受診されてらい受診されて
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いるのですけれども、平成２４年でいるのですけれども、平成２４年でいるのですけれども、平成２４年でいるのですけれども、平成２４年で９，９，９，９，５００件５００件５００件５００件ぐぐぐぐらいというように、要はらいというように、要はらいというように、要はらいというように、要は軽軽軽軽症症症症のののの患患患患者が者が者が者が

減減減減ってきたというってきたというってきたというってきたという効効効効果がありますので、果がありますので、果がありますので、果がありますので、本来本来本来本来の入院のの入院のの入院のの入院の必必必必要な要な要な要な患患患患者が受診している者が受診している者が受診している者が受診している状況状況状況状況で、で、で、で、

これは、かなりこれは、かなりこれは、かなりこれは、かなり効効効効果があったと果があったと果があったと果があったと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

もう一点のシもう一点のシもう一点のシもう一点のシャャャャーーーープ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９ですけれども、救急ですけれども、救急ですけれども、救急ですけれども、救急搬搬搬搬送の件数が年送の件数が年送の件数が年送の件数が年々増々増々増々増加加加加傾傾傾傾向向向向にあります。にあります。にあります。にあります。

全全全全国国国国的的的的にそうなのですけれども、救急にそうなのですけれども、救急にそうなのですけれども、救急にそうなのですけれども、救急搬搬搬搬送に要する時間についても送に要する時間についても送に要する時間についても送に要する時間についても増増増増加加加加傾傾傾傾向向向向にあります。にあります。にあります。にあります。

実実実実際際際際はその救急はその救急はその救急はその救急搬搬搬搬送された送された送された送された患患患患者のう者のう者のう者のうちちちち４０数４０数４０数４０数％％％％がががが軽軽軽軽症症症症でそのままでそのままでそのままでそのまま帰帰帰帰られるられるられるられる患患患患者でして、そ者でして、そ者でして、そ者でして、そ

のののの患患患患者というのは、者というのは、者というのは、者というのは、ややややはりはりはりはり緊緊緊緊急急急急性性性性があるがあるがあるがある場合場合場合場合もありますし、そういうご事情はあるとは思もありますし、そういうご事情はあるとは思もありますし、そういうご事情はあるとは思もありますし、そういうご事情はあるとは思

うのですけれども、そういううのですけれども、そういううのですけれども、そういううのですけれども、そういう患患患患者に対してこういう相談が者に対してこういう相談が者に対してこういう相談が者に対してこういう相談が役役役役にににに立立立立てばいいと思っておりまてばいいと思っておりまてばいいと思っておりまてばいいと思っておりま

す。す。す。す。

実実実実際際際際に相談のに相談のに相談のに相談の電話電話電話電話でいろいろなおでいろいろなおでいろいろなおでいろいろなお話話話話をすることによって、それにどういうをすることによって、それにどういうをすることによって、それにどういうをすることによって、それにどういう影響影響影響影響があるのがあるのがあるのがあるの

かは、まだかは、まだかは、まだかは、まだｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨのののの分析分析分析分析などをなどをなどをなどを継継継継続してしなければなりま続してしなければなりま続してしなければなりま続してしなければなりませせせせんので、引き続きんので、引き続きんので、引き続きんので、引き続き検検検検

討討討討していきたいとはしていきたいとはしていきたいとはしていきたいとは考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○岡委員○岡委員○岡委員○岡委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。シいます。シいます。シいます。シャャャャーーーープ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９については、前にもについては、前にもについては、前にもについては、前にも申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたましたましたました

けれども、けれども、けれども、けれども、我我我我 々々々々、行政に、行政に、行政に、行政に携携携携わる者というか、議会にいる者わる者というか、議会にいる者わる者というか、議会にいる者わる者というか、議会にいる者や役所や役所や役所や役所の人はよくわかっていまの人はよくわかっていまの人はよくわかっていまの人はよくわかっていま

す。しかし、一す。しかし、一す。しかし、一す。しかし、一般的般的般的般的にはまだ理にはまだ理にはまだ理にはまだ理解解解解がががが浸浸浸浸透透透透していないというしていないというしていないというしていないという感感感感じじじじがします。がします。がします。がします。今今今今、病院等には、病院等には、病院等には、病院等には

県のつくった県のつくった県のつくった県のつくった張張張張りりりり紙紙紙紙をををを張張張張っておりまして、シっておりまして、シっておりまして、シっておりまして、シャャャャーーーーププププ８０００、シ８０００、シ８０００、シ８０００、シャャャャーーーープ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９のののの奨励奨励奨励奨励のののの

ポポポポスター等は病院にもよくスター等は病院にもよくスター等は病院にもよくスター等は病院にもよく掲掲掲掲示示示示されていますので、それなりにされていますので、それなりにされていますので、それなりにされていますので、それなりに効効効効果はあるのだろうと思い果はあるのだろうと思い果はあるのだろうと思い果はあるのだろうと思い

ますけれども、さらにしっかりとますけれども、さらにしっかりとますけれども、さらにしっかりとますけれども、さらにしっかりとＰＲＰＲＰＲＰＲををををぜひぜひぜひぜひお願いしたい。これはすばらしいことをお願いしたい。これはすばらしいことをお願いしたい。これはすばらしいことをお願いしたい。これはすばらしいことをややややっっっっ

ていると思います。前に言ったように、このシていると思います。前に言ったように、このシていると思います。前に言ったように、このシていると思います。前に言ったように、このシャャャャーーーープ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９は、一回おは、一回おは、一回おは、一回お世世世世話話話話になりましになりましになりましになりまし

て、て、て、て、電話電話電話電話して大して大して大して大変助変助変助変助かりました。かりました。かりました。かりました。ややややはりそういうはりそういうはりそういうはりそういう話話話話をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと伝伝伝伝わるように、またわるように、またわるように、またわるように、また啓啓啓啓発発発発

していただくことをしていただくことをしていただくことをしていただくことを心心心心からお願いしたいと思います。からお願いしたいと思います。からお願いしたいと思います。からお願いしたいと思います。以上以上以上以上でででで終終終終わります。わります。わります。わります。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 認知認知認知認知症疾患症疾患症疾患症疾患にかかわっての医療の体制についてお尋ねしたい。それから、資にかかわっての医療の体制についてお尋ねしたい。それから、資にかかわっての医療の体制についてお尋ねしたい。それから、資にかかわっての医療の体制についてお尋ねしたい。それから、資

料「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」の６料「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」の６料「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」の６料「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」の６９９９９ページ、救急医療の体制のことページ、救急医療の体制のことページ、救急医療の体制のことページ、救急医療の体制のこと

についてもお尋ねしたいと思います。についてもお尋ねしたいと思います。についてもお尋ねしたいと思います。についてもお尋ねしたいと思います。

先先先先に、認知に、認知に、認知に、認知症疾患症疾患症疾患症疾患医療センター医療センター医療センター医療センター運営運営運営運営事業の関係です。事業の関係です。事業の関係です。事業の関係です。

今今今今、認知、認知、認知、認知症症症症がかなり急がかなり急がかなり急がかなり急激激激激なななな増増増増加をしております。資料「平成２５年度主要施策の成果に加をしております。資料「平成２５年度主要施策の成果に加をしております。資料「平成２５年度主要施策の成果に加をしております。資料「平成２５年度主要施策の成果に

関する報告書」にも関する報告書」にも関する報告書」にも関する報告書」にも示示示示されておりますが、平成２３年度には２されておりますが、平成２３年度には２されておりますが、平成２３年度には２されておりますが、平成２３年度には２，，，，２２２２９７９７９７９７人の相談件数、そ人の相談件数、そ人の相談件数、そ人の相談件数、そ

れが２年れが２年れが２年れが２年後後後後の平成２５年度には３の平成２５年度には３の平成２５年度には３の平成２５年度には３，，，，０８０人に急０８０人に急０８０人に急０８０人に急速速速速ににににふふふふええええています。このています。このています。このています。この現状現状現状現状に対に対に対に対応応応応できできできでき

るような医療体制が整備されているのかどうなのか、このことをおるような医療体制が整備されているのかどうなのか、このことをおるような医療体制が整備されているのかどうなのか、このことをおるような医療体制が整備されているのかどうなのか、このことをお示示示示しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。

それから、これはそれから、これはそれから、これはそれから、これはオオオオレレレレンジンジンジンジププププラララランとのかかわりもあるわけですが、ンとのかかわりもあるわけですが、ンとのかかわりもあるわけですが、ンとのかかわりもあるわけですが、オオオオレレレレンジンジンジンジププププラララランは健ンは健ンは健ンは健
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康康康康福祉福祉福祉福祉部なので置いておきますけれども、とりあ部なので置いておきますけれども、とりあ部なので置いておきますけれども、とりあ部なので置いておきますけれども、とりあえずえずえずえずはこの認知はこの認知はこの認知はこの認知症疾患患症疾患患症疾患患症疾患患者のかかりつけ者のかかりつけ者のかかりつけ者のかかりつけ

医が要るだろうと思います。そのかかりつけ医をどんどん医が要るだろうと思います。そのかかりつけ医をどんどん医が要るだろうと思います。そのかかりつけ医をどんどん医が要るだろうと思います。そのかかりつけ医をどんどんササササポポポポーーーートトトトして診して診して診して診断断断断をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと

していただく。していただく。していただく。していただく。鑑別鑑別鑑別鑑別診診診診断断断断が行われなければならないだろうと。そういうが行われなければならないだろうと。そういうが行われなければならないだろうと。そういうが行われなければならないだろうと。そういう意意意意味味味味での医での医での医での医師師師師のののの養養養養

成といった取り成といった取り成といった取り成といった取り組み組み組み組みがされているのかどうなのか、こういう問がされているのかどうなのか、こういう問がされているのかどうなのか、こういう問がされているのかどうなのか、こういう問題題題題がごがごがごがござざざざいます。います。います。います。

このことは、またこのことは、またこのことは、またこのことは、また別別別別の問の問の問の問題題題題を引きを引きを引きを引き起起起起こしています。こしています。こしています。こしています。介護介護介護介護の認定にかかわって、精神の認定にかかわって、精神の認定にかかわって、精神の認定にかかわって、精神疾患疾患疾患疾患

のののの反映反映反映反映ということが、精神ということが、精神ということが、精神ということが、精神疾患疾患疾患疾患をををを介護介護介護介護認定度に認定度に認定度に認定度に反映反映反映反映する内容が、あの人はこんなにする内容が、あの人はこんなにする内容が、あの人はこんなにする内容が、あの人はこんなに進進進進んでんでんでんで

いるのに認定度はこの数いるのに認定度はこの数いるのに認定度はこの数いるのに認定度はこの数字字字字かと。この人はこんなかと。この人はこんなかと。この人はこんなかと。この人はこんな状状状状態だけれども、態だけれども、態だけれども、態だけれども、比比比比較較較較したらしたらしたらしたら軽軽軽軽いのにこいのにこいのにこいのにこ

んなんなんなんな状状状状態かというようなことで、いろいろな態かというようなことで、いろいろな態かというようなことで、いろいろな態かというようなことで、いろいろな不不不不公公公公平平平平感感感感のようなものが出たりもしておりまのようなものが出たりもしておりまのようなものが出たりもしておりまのようなものが出たりもしておりま

す。それは人それす。それは人それす。それは人それす。それは人それぞぞぞぞれれれれ当当当当事者によってま事者によってま事者によってま事者によってまちちちちままままちちちちでしでしでしでしょょょょうが、いうが、いうが、いうが、いずずずずれにしてもれにしてもれにしてもれにしても客観客観客観客観的的的的にできにできにできにでき

るだけるだけるだけるだけ統統統統一しなければならないだろうとは思いますが、そういうところにも一しなければならないだろうとは思いますが、そういうところにも一しなければならないだろうとは思いますが、そういうところにも一しなければならないだろうとは思いますが、そういうところにも影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすすすす

ようなようなようなような状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

したがって、認知したがって、認知したがって、認知したがって、認知症症症症の診の診の診の診断断断断能能能能力の力の力の力の向上向上向上向上、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは鑑別鑑別鑑別鑑別診診診診断断断断をきをきをきをきちちちちんと行っていただけるんと行っていただけるんと行っていただけるんと行っていただける

医医医医師師師師のののの養養養養成はどういう成はどういう成はどういう成はどういう状況状況状況状況なのか、おなのか、おなのか、おなのか、お示示示示しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。

それから、資料「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」の６それから、資料「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」の６それから、資料「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」の６それから、資料「平成２５年度主要施策の成果に関する報告書」の６９９９９ページの医療体ページの医療体ページの医療体ページの医療体

制の関係ですが、これは、制の関係ですが、これは、制の関係ですが、これは、制の関係ですが、これは、状況状況状況状況を知っておいてもらったらいいのかとは思うのですが、を知っておいてもらったらいいのかとは思うのですが、を知っておいてもらったらいいのかとは思うのですが、を知っておいてもらったらいいのかとは思うのですが、先先先先

日、日、日、日、消防署消防署消防署消防署のののの現場現場現場現場の人たの人たの人たの人たちちちちとととと話話話話をするをするをするをする機機機機会がありました。会がありました。会がありました。会がありました。現現現現実は救急医療、出実は救急医療、出実は救急医療、出実は救急医療、出動動動動、、、、待ち待ち待ち待ち時時時時

間はどうなっているのかと、こういったことで間はどうなっているのかと、こういったことで間はどうなっているのかと、こういったことで間はどうなっているのかと、こういったことで話話話話をしたところ、をしたところ、をしたところ、をしたところ、待ち待ち待ち待ち時間が１時間という時間が１時間という時間が１時間という時間が１時間という

のは時のは時のは時のは時 々々々々起起起起きていますと。このようなことを言うのです。救急なのに１時間って、へきていますと。このようなことを言うのです。救急なのに１時間って、へきていますと。このようなことを言うのです。救急なのに１時間って、へきていますと。このようなことを言うのです。救急なのに１時間って、へええええっっっっ

て言いました。して言いました。して言いました。して言いました。しょょょょっっっっちちちちゅゅゅゅうとは言っていないけれども、救急医療体制のうとは言っていないけれども、救急医療体制のうとは言っていないけれども、救急医療体制のうとは言っていないけれども、救急医療体制の搬搬搬搬送では、その送では、その送では、その送では、その

ようなようなようなような現状現状現状現状がごがごがごがござざざざいます。います。います。います。

また、また、また、また、具具具具体体体体例例例例をををを挙挙挙挙げげげげますが、目がとてもますが、目がとてもますが、目がとてもますが、目がとても痛痛痛痛いのだと言って、夜８時かいのだと言って、夜８時かいのだと言って、夜８時かいのだと言って、夜８時か９９９９時ごろでし時ごろでし時ごろでし時ごろでしょょょょうううう

かかかか電話電話電話電話がかかってきました。がかかってきました。がかかってきました。がかかってきました。東東東東吉吉吉吉野野野野村村村村の方です。の方です。の方です。の方です。何何何何とかしてとかしてとかしてとかしてややややってくれと、こういうってくれと、こういうってくれと、こういうってくれと、こういう話話話話だだだだ

ったのですが、あったのですが、あったのですが、あったのですが、あちちちちここここちちちちあたってあたってあたってあたってみみみみるのだけれども、るのだけれども、るのだけれども、るのだけれども、眼眼眼眼科で診てくれるところがないのだ科で診てくれるところがないのだ科で診てくれるところがないのだ科で診てくれるところがないのだ

ということで、とりあということで、とりあということで、とりあということで、とりあえずえずえずえず連絡をとったところが、対連絡をとったところが、対連絡をとったところが、対連絡をとったところが、対応応応応はできまはできまはできまはできませせせせんのでしばらくんのでしばらくんのでしばらくんのでしばらく様様様様子子子子をををを

見見見見てくださいと、こんなてくださいと、こんなてくださいと、こんなてくださいと、こんな状状状状態です。まだまだこういう問態です。まだまだこういう問態です。まだまだこういう問態です。まだまだこういう問題題題題があるわけです。があるわけです。があるわけです。があるわけです。

したがって、ここではしたがって、ここではしたがって、ここではしたがって、ここでは深深深深くくくく追追追追及及及及はいたしまはいたしまはいたしまはいたしませせせせんが、いんが、いんが、いんが、いずずずずれにしてもこのようなれにしてもこのようなれにしてもこのようなれにしてもこのような課題課題課題課題があがあがあがあ

ることについて、ることについて、ることについて、ることについて、当当当当事者としての理事者事者としての理事者事者としての理事者事者としての理事者側側側側はどのようにご認はどのようにご認はどのようにご認はどのようにご認識識識識、ご理、ご理、ご理、ご理解解解解されているのか、されているのか、されているのか、されているのか、

それをおそれをおそれをおそれをお示示示示しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。しいただきたい。以上以上以上以上です。です。です。です。

○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 認知認知認知認知症症症症に対します医療対策についてでごに対します医療対策についてでごに対します医療対策についてでごに対します医療対策についてでござざざざいます。います。います。います。

ここここちちちちらですけれど、らですけれど、らですけれど、らですけれど、当当当当部部部部当課当課当課当課といたしましては、認知といたしましては、認知といたしましては、認知といたしましては、認知症疾患症疾患症疾患症疾患医療センターについて医療センターについて医療センターについて医療センターについて所所所所掌掌掌掌
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しているところでごしているところでごしているところでごしているところでござざざざいます。委員がおっしいます。委員がおっしいます。委員がおっしいます。委員がおっしゃゃゃゃっていただきましたかかりつけ医などの体っていただきましたかかりつけ医などの体っていただきましたかかりつけ医などの体っていただきましたかかりつけ医などの体

制につきましては、健制につきましては、健制につきましては、健制につきましては、健康康康康福祉福祉福祉福祉部で部で部で部で所所所所管しておりますので、そ管しておりますので、そ管しておりますので、そ管しておりますので、そちちちちらでおらでおらでおらでお答え答え答え答えしていただこうしていただこうしていただこうしていただこう

かと思っているところでごかと思っているところでごかと思っているところでごかと思っているところでござざざざいます。います。います。います。

認知認知認知認知症疾患症疾患症疾患症疾患医療センターでご医療センターでご医療センターでご医療センターでござざざざいます。こいます。こいます。こいます。こちちちちらですけれども、らですけれども、らですけれども、らですけれども、昨昨昨昨年８月に県年８月に県年８月に県年８月に県立立立立医科大医科大医科大医科大学学学学

附属附属附属附属病院を総病院を総病院を総病院を総合合合合病院に病院に病院に病院に設設設設置いたします置いたします置いたします置いたします基基基基幹型幹型幹型幹型の認知の認知の認知の認知症疾患症疾患症疾患症疾患医療センターとして医療センターとして医療センターとして医療センターとして指指指指定さ定さ定さ定させせせせてててて

いただいたところでごいただいたところでごいただいたところでごいただいたところでござざざざいます。こいます。こいます。こいます。こちちちちらにおきまして、認知らにおきまして、認知らにおきまして、認知らにおきまして、認知症症症症に対しますに対しますに対しますに対します早期早期早期早期診診診診断断断断、、、、早期早期早期早期

対対対対応応応応、また、また、また、また身身身身体体体体合併症合併症合併症合併症の治療を行いますの治療を行いますの治療を行いますの治療を行います専門専門専門専門的的的的、中、中、中、中核核核核的的的的な医療な医療な医療な医療機機機機関としての関としての関としての関としての役割役割役割役割を果たしを果たしを果たしを果たし

ているところでごているところでごているところでごているところでござざざざいます。います。います。います。

また、認知また、認知また、認知また、認知症疾患症疾患症疾患症疾患につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、鑑別鑑別鑑別鑑別診診診診断断断断、また、また、また、また徘徘徘徘回、回、回、回、暴暴暴暴力、力、力、力、感感感感情の急情の急情の急情の急激激激激なななな変化変化変化変化等の等の等の等の周周周周

辺辺辺辺症状症状症状症状、また、また、また、また身身身身体体体体合併症合併症合併症合併症に対しますに対しますに対しますに対します適切適切適切適切な医療をな医療をな医療をな医療を提供提供提供提供いたしますとともに、いたしますとともに、いたしますとともに、いたしますとともに、市町村市町村市町村市町村、また、また、また、また

地域地域地域地域包括支援包括支援包括支援包括支援センター等のセンター等のセンター等のセンター等の地域地域地域地域関係関係関係関係機機機機関と連関と連関と連関と連携携携携いたします認知いたします認知いたします認知いたします認知症症症症医療の中医療の中医療の中医療の中核核核核となります医となります医となります医となります医

療療療療機機機機関といたしまして、関といたしまして、関といたしまして、関といたしまして、地域地域地域地域型型型型の認知の認知の認知の認知症疾患症疾患症疾患症疾患医療センターを医療センターを医療センターを医療センターを指指指指定しているところでご定しているところでご定しているところでご定しているところでござざざざいいいい

ます。こます。こます。こます。こちちちちらにつきましては、らにつきましては、らにつきましては、らにつきましては、ハハハハーーーートトトトラララランンンンドドドドししししぎぎぎぎさん、さん、さん、さん、秋津鴻池秋津鴻池秋津鴻池秋津鴻池病院、そして病院、そして病院、そして病院、そして新新新新たにことたにことたにことたにこと

しのしのしのしの７７７７月から月から月から月から吉吉吉吉田病院を田病院を田病院を田病院を指指指指定したところでご定したところでご定したところでご定したところでござざざざいます。こいます。こいます。こいます。こちちちちらのセンターですけれども、らのセンターですけれども、らのセンターですけれども、らのセンターですけれども、

鑑別鑑別鑑別鑑別診診診診断断断断、また問、また問、また問、また問題題題題行行行行動動動動への対への対への対への対応応応応を行いますを行いますを行いますを行います専門専門専門専門医療医療医療医療機機機機関としての関としての関としての関としての機能機能機能機能、そして県、そして県、そして県、そして県民民民民、関、関、関、関

係係係係機機機機関等からの問い関等からの問い関等からの問い関等からの問い合合合合わわわわせせせせ相談、また相談、また相談、また相談、また普普普普及及及及啓啓啓啓発等の認知発等の認知発等の認知発等の認知症症症症医療に係ります情報センターと医療に係ります情報センターと医療に係ります情報センターと医療に係ります情報センターと

してのしてのしてのしての機能機能機能機能、そして認知、そして認知、そして認知、そして認知症疾患患症疾患患症疾患患症疾患患者に対します医療と者に対します医療と者に対します医療と者に対します医療と介護介護介護介護の連の連の連の連携携携携強強強強化化化化をををを図図図図るために、連るために、連るために、連るために、連携携携携

担担担担当当当当者を者を者を者を配配配配置いたしまして、置いたしまして、置いたしまして、置いたしまして、市町村市町村市町村市町村、、、、地域地域地域地域包括支援包括支援包括支援包括支援センター等の関係センター等の関係センター等の関係センター等の関係機機機機関と連関と連関と連関と連携携携携しているしているしているしている

ところでごところでごところでごところでござざざざいます。います。います。います。

認知認知認知認知症疾患症疾患症疾患症疾患医療センターにつきましては医療センターにつきましては医療センターにつきましては医療センターにつきましては以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

そして、精神そして、精神そして、精神そして、精神障害障害障害障害者の保健者の保健者の保健者の保健福祉手福祉手福祉手福祉手帳帳帳帳の関係についてのお尋ねでごの関係についてのお尋ねでごの関係についてのお尋ねでごの関係についてのお尋ねでござざざざいます。います。います。います。

精神精神精神精神障害障害障害障害者の保健者の保健者の保健者の保健福祉手福祉手福祉手福祉手帳帳帳帳制度ですけれども、制度ですけれども、制度ですけれども、制度ですけれども、手手手手帳帳帳帳にににに記記記記載載載載されますされますされますされます障害障害障害障害等等等等級級級級は、は、は、は、障害障害障害障害のののの

程度に程度に程度に程度に応じ応じ応じ応じましてましてましてまして重重重重度のものから１度のものから１度のものから１度のものから１級級級級、２、２、２、２級級級級、３、３、３、３級級級級とされておりまして、ことされておりまして、ことされておりまして、ことされておりまして、こちちちちらはらはらはらは法律法律法律法律施施施施

行行行行令令令令で定められているところでごで定められているところでごで定められているところでごで定められているところでござざざざいます。精神います。精神います。精神います。精神障害障害障害障害者の保健者の保健者の保健者の保健福祉手福祉手福祉手福祉手帳帳帳帳のののの判判判判定定定定基基基基準準準準ですけですけですけですけ

れども、これども、これども、これども、こちちちちらもらもらもらも厚厚厚厚生生生生労働省労働省労働省労働省の通知での通知での通知での通知で示示示示されておりまして、精神されておりまして、精神されておりまして、精神されておりまして、精神疾患疾患疾患疾患のののの存在存在存在存在の確認、そしの確認、そしの確認、そしの確認、そし

て精神て精神て精神て精神疾患疾患疾患疾患のののの状状状状態の確認、そして態の確認、そして態の確認、そして態の確認、そして能能能能力力力力障害障害障害障害、日、日、日、日常生活常生活常生活常生活のしのしのしのしづづづづらさのらさのらさのらさの状況状況状況状況を確認して等を確認して等を確認して等を確認して等級級級級をををを

判判判判定することとなっているところでご定することとなっているところでご定することとなっているところでご定することとなっているところでござざざざいます。います。います。います。

手手手手帳帳帳帳等等等等級級級級のののの判判判判定につきましては、精神定につきましては、精神定につきましては、精神定につきましては、精神疾患疾患疾患疾患のののの原因原因原因原因、、、、症状症状症状症状は多は多は多は多様様様様でででで経過経過経過経過もももも不不不不安安安安定でご定でご定でご定でござざざざいいいい

まして、まして、まして、まして、障害障害障害障害のののの状状状状態が態が態が態が固固固固定しないため、精神科医によります定しないため、精神科医によります定しないため、精神科医によります定しないため、精神科医によります専門専門専門専門的的的的な審査がな審査がな審査がな審査が必必必必要となって要となって要となって要となって

いるところでごいるところでごいるところでごいるところでござざざざいます。そして、主治医がいます。そして、主治医がいます。そして、主治医がいます。そして、主治医が記記記記載載載載いたしました診いたしました診いたしました診いたしました診断断断断書の審査につきまして書の審査につきまして書の審査につきまして書の審査につきまして
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は、精神保健は、精神保健は、精神保健は、精神保健福祉福祉福祉福祉センターの精神保健センターの精神保健センターの精神保健センターの精神保健指指指指定医が定医が定医が定医が判判判判定定定定基基基基準準準準にににに基基基基づづづづきましてきましてきましてきまして手手手手帳帳帳帳等等等等級級級級のののの判判判判定を定を定を定を

しておりまして、しておりまして、しておりまして、しておりまして、判判判判定が困定が困定が困定が困難難難難な事な事な事な事例例例例につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、別別別別の精神保健の精神保健の精神保健の精神保健指指指指定医にも審査してい定医にも審査してい定医にも審査してい定医にも審査してい

ただきまして、内容を協議いたしまして、ただきまして、内容を協議いたしまして、ただきまして、内容を協議いたしまして、ただきまして、内容を協議いたしまして、手手手手帳帳帳帳等等等等級級級級をををを判判判判定する体制をとっているところで定する体制をとっているところで定する体制をとっているところで定する体制をとっているところで

ごごごござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長 救急救急救急救急搬搬搬搬送につきましてお送につきましてお送につきましてお送につきましてお答え答え答え答えいたします。いたします。いたします。いたします。

先先先先ほど少しほど少しほど少しほど少し申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたけれども、救急ましたけれども、救急ましたけれども、救急ましたけれども、救急搬搬搬搬送の時間につきましては、送の時間につきましては、送の時間につきましては、送の時間につきましては、消防消防消防消防ののののデデデデータでータでータでータで

ごごごござざざざいますけれども、平成２２年は４０いますけれども、平成２２年は４０いますけれども、平成２２年は４０いますけれども、平成２２年は４０．．．．４４４４分分分分でしたのが、平成２４年は４３でしたのが、平成２４年は４３でしたのが、平成２４年は４３でしたのが、平成２４年は４３．．．．１１１１分分分分かかかかかかかか

っているということをおっているということをおっているということをおっているということをお聞聞聞聞きしています。きしています。きしています。きしています。全全全全体としての時間はそういうところなのですけ体としての時間はそういうところなのですけ体としての時間はそういうところなのですけ体としての時間はそういうところなのですけ

れども、これのれども、これのれども、これのれども、これの改改改改善善善善にににに向向向向けてけてけてけて私私私私どもどもどもども地域地域地域地域医療連医療連医療連医療連携課携課携課携課とととと消防消防消防消防救急救急救急救急課課課課とが連とが連とが連とが連携携携携して、平成２４して、平成２４して、平成２４して、平成２４

年３月から救急年３月から救急年３月から救急年３月から救急搬搬搬搬送の送の送の送のルルルルーーーールルルルをつくっております。急がないとをつくっております。急がないとをつくっております。急がないとをつくっております。急がないと予後予後予後予後にににに影響影響影響影響のあるようなのあるようなのあるようなのあるような疾疾疾疾

患患患患、、、、脳卒脳卒脳卒脳卒中中中中やややや心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞など、そういう方を病院になど、そういう方を病院になど、そういう方を病院になど、そういう方を病院に運運運運ぶぶぶぶルルルルーーーールルルルをををを運用運用運用運用しているところなのでしているところなのでしているところなのでしているところなので

すけれども、すけれども、すけれども、すけれども、先先先先ほど時間をほど時間をほど時間をほど時間を申申申申しましたが、照会したときに、病院が受け入れると回しましたが、照会したときに、病院が受け入れると回しましたが、照会したときに、病院が受け入れると回しましたが、照会したときに、病院が受け入れると回答答答答したしたしたした

数を数数を数数を数数を数ええええておりまして、それをておりまして、それをておりまして、それをておりまして、それを見見見見ますと、直ますと、直ますと、直ますと、直近近近近のもので平成２５年度は、のもので平成２５年度は、のもので平成２５年度は、のもので平成２５年度は、先先先先ほどほどほどほど申申申申しまししまししまししまし

たたたた脳卒脳卒脳卒脳卒中中中中やややや心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞など急など急など急など急性期性期性期性期のののの重篤重篤重篤重篤なななな患患患患者が疑われる者が疑われる者が疑われる者が疑われる場合場合場合場合の病院決定までの回数、の病院決定までの回数、の病院決定までの回数、の病院決定までの回数、電話電話電話電話

をかけてをかけてをかけてをかけて何何何何回で決まるかというのが、平成２５年は１回で決まるかというのが、平成２５年は１回で決まるかというのが、平成２５年は１回で決まるかというのが、平成２５年は１．．．．７７７７回で決まっている回で決まっている回で決まっている回で決まっている状況状況状況状況です。です。です。です。全全全全

体としては１体としては１体としては１体としては１．．．．７７７７回で決まっていると。平成２４年が１回で決まっていると。平成２４年が１回で決まっていると。平成２４年が１回で決まっていると。平成２４年が１．．．．８回かかっていましたので、少８回かかっていましたので、少８回かかっていましたので、少８回かかっていましたので、少

しはしはしはしは改改改改善善善善しているのかと。そういう病院が決定する照会回数がしているのかと。そういう病院が決定する照会回数がしているのかと。そういう病院が決定する照会回数がしているのかと。そういう病院が決定する照会回数が全全全全体の時間にどう体の時間にどう体の時間にどう体の時間にどう影響影響影響影響するするするする

のかというのは、のかというのは、のかというのは、のかというのは、今今今今、、、、消防消防消防消防救急救急救急救急課課課課と協議しているところでごと協議しているところでごと協議しているところでごと協議しているところでござざざざいます。います。います。います。

こういう時間こういう時間こういう時間こういう時間やややや回数など、少し詳回数など、少し詳回数など、少し詳回数など、少し詳細細細細なななな話話話話になってしまっているのですけれども、になってしまっているのですけれども、になってしまっているのですけれども、になってしまっているのですけれども、搬搬搬搬送送送送ルルルル

ーーーールルルルをををを運用運用運用運用して、こういうして、こういうして、こういうして、こういうデデデデータがータがータがータがｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨでとれるようになりましたので、引きでとれるようになりましたので、引きでとれるようになりましたので、引きでとれるようになりましたので、引き

続き続き続き続き消防消防消防消防救急救急救急救急課課課課と連と連と連と連携携携携して、これが少しでもよくなるようにして、これが少しでもよくなるようにして、これが少しでもよくなるようにして、これが少しでもよくなるように検討検討検討検討していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考え考え考え考えておておておてお

ります。ります。ります。ります。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 救急医療で救急医療で救急医療で救急医療で意見意見意見意見をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げておきます。ておきます。ておきます。ておきます。待待待待っているっているっているっている患患患患者、あるいはその者、あるいはその者、あるいはその者、あるいはその家族家族家族家族

は、は、は、は、本当本当本当本当にいたたまれないにいたたまれないにいたたまれないにいたたまれない気持気持気持気持ちちちちで、で、で、で、何何何何とかならないだろうか、とかならないだろうか、とかならないだろうか、とかならないだろうか、早早早早くくくく運運運運んでほしい、そうんでほしい、そうんでほしい、そうんでほしい、そう

いうことで２度３度ということで２度３度ということで２度３度ということで２度３度と電話電話電話電話がかかってくるのです。知事は、がかかってくるのです。知事は、がかかってくるのです。知事は、がかかってくるのです。知事は、断断断断らない救急医療ということらない救急医療ということらない救急医療ということらない救急医療ということ

でででで非常非常非常非常にすばらしい方にすばらしい方にすばらしい方にすばらしい方向向向向を出しております。これはを出しております。これはを出しております。これはを出しております。これは本当本当本当本当にすばらしいことです。にすばらしいことです。にすばらしいことです。にすばらしいことです。家族家族家族家族のののの立立立立

場場場場にににに立立立立てば、対てば、対てば、対てば、対応応応応をすをすをすをすぐぐぐぐにしていただくことは、これほどうれしいことはない。にしていただくことは、これほどうれしいことはない。にしていただくことは、これほどうれしいことはない。にしていただくことは、これほどうれしいことはない。みみみみんながんながんながんなが

待ち望待ち望待ち望待ち望んでおります。んでおります。んでおります。んでおります。

そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味で、この救急で、この救急で、この救急で、この救急搬搬搬搬送は、いくら長くても送は、いくら長くても送は、いくら長くても送は、いくら長くても何何何何十十十十分分分分とか。１時間ではとか。１時間ではとか。１時間ではとか。１時間では話話話話にならなにならなにならなにならな

い、もうここまでい、もうここまでい、もうここまでい、もうここまで来来来来たら救急医療ではない。救急医療だから、平たら救急医療ではない。救急医療だから、平たら救急医療ではない。救急医療だから、平たら救急医療ではない。救急医療だから、平均均均均はどうであれ、はどうであれ、はどうであれ、はどうであれ、最最最最長が長が長が長が
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とにかく１時間にならないようなとにかく１時間にならないようなとにかく１時間にならないようなとにかく１時間にならないような努努努努力はしていかなければいけないと思うのです。力はしていかなければいけないと思うのです。力はしていかなければいけないと思うのです。力はしていかなければいけないと思うのです。待待待待ってってってって

いる者にしている者にしている者にしている者にしてみみみみれば、これは大れば、これは大れば、これは大れば、これは大変変変変なことですから。だから、そのなことですから。だから、そのなことですから。だから、そのなことですから。だから、その努努努努力をどうシステム力をどうシステム力をどうシステム力をどうシステム的的的的にににに

うまくうまくうまくうまく完完完完成さ成さ成さ成させせせせていくのか、ていくのか、ていくのか、ていくのか、改改改改善善善善していくのか、このことをしていくのか、このことをしていくのか、このことをしていくのか、このことをひひひひとつとつとつとつ検討検討検討検討してください。こしてください。こしてください。こしてください。こ

れは要れは要れは要れは要望望望望で、県で、県で、県で、県民民民民の、そういう人たの、そういう人たの、そういう人たの、そういう人たちちちちのののの声声声声をををを届届届届けておきますから、よろしく対けておきますから、よろしく対けておきますから、よろしく対けておきますから、よろしく対応応応応してくだしてくだしてくだしてくだ

さい。さい。さい。さい。

それから、認知それから、認知それから、認知それから、認知症疾患症疾患症疾患症疾患医療センターの関係でご医療センターの関係でご医療センターの関係でご医療センターの関係でござざざざいますが、これは質問です。いますが、これは質問です。いますが、これは質問です。いますが、これは質問です。私私私私は、こは、こは、こは、こ

う尋ねました。う尋ねました。う尋ねました。う尋ねました。今今今今のような２のような２のような２のような２，，，，２２２２９７９７９７９７人から３人から３人から３人から３，，，，０８０人にまで急０８０人にまで急０８０人にまで急０８０人にまで急激激激激に２年間でに２年間でに２年間でに２年間でふふふふええええていていていてい

るのです。そうしたら、１るのです。そうしたら、１るのです。そうしたら、１るのです。そうしたら、１，，，，０００人０００人０００人０００人近近近近くくくくふふふふええええているわけだから、ているわけだから、ているわけだから、ているわけだから、今今今今の体制で対の体制で対の体制で対の体制で対応応応応できるできるできるできる

のですかと尋ねたら、あなたからは、こう取りのですかと尋ねたら、あなたからは、こう取りのですかと尋ねたら、あなたからは、こう取りのですかと尋ねたら、あなたからは、こう取り組組組組んでおりますとんでおりますとんでおりますとんでおりますと答弁答弁答弁答弁いただいたわけです。いただいたわけです。いただいたわけです。いただいたわけです。

これは前野保健これは前野保健これは前野保健これは前野保健予防課予防課予防課予防課長かな。対長かな。対長かな。対長かな。対応応応応できているのですかということについては、こう取りできているのですかということについては、こう取りできているのですかということについては、こう取りできているのですかということについては、こう取り

組組組組んでおりますのんでおりますのんでおりますのんでおりますの説説説説明だから、明だから、明だから、明だから、説説説説明はわかりましたが、明はわかりましたが、明はわかりましたが、明はわかりましたが、本当本当本当本当に対に対に対に対応応応応できているのかどうなできているのかどうなできているのかどうなできているのかどうな

のか。この点を、問のか。この点を、問のか。この点を、問のか。この点を、問題題題題点、点、点、点、課題課題課題課題があれば出していただきたい。そうでないと、これからのがあれば出していただきたい。そうでないと、これからのがあれば出していただきたい。そうでないと、これからのがあれば出していただきたい。そうでないと、これからの

対策ができないから。そういうことで、どうなのか、質問に対する対策ができないから。そういうことで、どうなのか、質問に対する対策ができないから。そういうことで、どうなのか、質問に対する対策ができないから。そういうことで、どうなのか、質問に対する答弁答弁答弁答弁をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと答え答え答え答え

ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。改改改改めて尋ねておきます。めて尋ねておきます。めて尋ねておきます。めて尋ねておきます。

それから、かかりつけ医の資質のそれから、かかりつけ医の資質のそれから、かかりつけ医の資質のそれから、かかりつけ医の資質の向上向上向上向上と言と言と言と言ええええばばばば現場現場現場現場の医の医の医の医師師師師の方の方の方の方 々々々々にはにはにはには申申申申しわけないのだしわけないのだしわけないのだしわけないのだ

けれども、中にはすばらしいけれども、中にはすばらしいけれども、中にはすばらしいけれども、中にはすばらしい先生先生先生先生もいらっしもいらっしもいらっしもいらっしゃゃゃゃることと思います。しかし、ることと思います。しかし、ることと思います。しかし、ることと思います。しかし、全全全全体体体体的的的的ににににややややはははは

りりりり早期早期早期早期発発発発見見見見体制をつくらなければいけないということは体制をつくらなければいけないということは体制をつくらなければいけないということは体制をつくらなければいけないということは常々指摘常々指摘常々指摘常々指摘されていることであるわされていることであるわされていることであるわされていることであるわ

けですから、そういうけですから、そういうけですから、そういうけですから、そういう意意意意味味味味では、医では、医では、医では、医師師師師の診の診の診の診断断断断能能能能力は大力は大力は大力は大変変変変問われるところでご問われるところでご問われるところでご問われるところでござざざざいます。います。います。います。

そういうそういうそういうそういう意意意意味味味味で、医で、医で、医で、医師師師師のののの養養養養成とか、そういうことになると、健成とか、そういうことになると、健成とか、そういうことになると、健成とか、そういうことになると、健康康康康福祉福祉福祉福祉部に尋ねてき部に尋ねてき部に尋ねてき部に尋ねてきちちちちんんんん

とととと答え答え答え答えられるのでしられるのでしられるのでしられるのでしょょょょうか。うか。うか。うか。答え答え答え答えられるとおっしられるとおっしられるとおっしられるとおっしゃゃゃゃるならば健るならば健るならば健るならば健康康康康福祉福祉福祉福祉部に尋ねます。その部に尋ねます。その部に尋ねます。その部に尋ねます。その

こともこともこともことも返返返返事ください。事ください。事ください。事ください。

○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 失礼失礼失礼失礼いたしました。認知いたしました。認知いたしました。認知いたしました。認知症疾患症疾患症疾患症疾患医療センターについてのお尋ねとい医療センターについてのお尋ねとい医療センターについてのお尋ねとい医療センターについてのお尋ねとい

うことでごうことでごうことでごうことでござざざざいます。います。います。います。

ここここちちちちらですけれども、らですけれども、らですけれども、らですけれども、昨昨昨昨年度年度年度年度途途途途中に県中に県中に県中に県立立立立医科大医科大医科大医科大学附属学附属学附属学附属病院を病院を病院を病院を基基基基幹型幹型幹型幹型の認知の認知の認知の認知症疾患症疾患症疾患症疾患医療セ医療セ医療セ医療セ

ンターとしてンターとしてンターとしてンターとして指指指指定いたしまして、それまでは定いたしまして、それまでは定いたしまして、それまでは定いたしまして、それまではハハハハーーーートトトトラララランンンンドドドドししししぎぎぎぎさん、そしてさん、そしてさん、そしてさん、そして秋津鴻池秋津鴻池秋津鴻池秋津鴻池病院病院病院病院

の２病院での２病院での２病院での２病院でややややってまいったところでごってまいったところでごってまいったところでごってまいったところでござざざざいます。そして、います。そして、います。そして、います。そして、今今今今年度、この年度、この年度、この年度、この７７７７月に月に月に月に新新新新たにたにたにたに吉吉吉吉田田田田

病院を病院を病院を病院を指指指指定さ定さ定さ定させせせせていただいたところでごていただいたところでごていただいたところでごていただいたところでござざざざいます。これによりまして、います。これによりまして、います。これによりまして、います。これによりまして、合合合合計４つの病院、計４つの病院、計４つの病院、計４つの病院、

地域地域地域地域型型型型３つ、そして３つ、そして３つ、そして３つ、そして基基基基幹型幹型幹型幹型１つということで体制をとっているところでご１つということで体制をとっているところでご１つということで体制をとっているところでご１つということで体制をとっているところでござざざざいます。います。います。います。

なお、平成２５年度の実なお、平成２５年度の実なお、平成２５年度の実なお、平成２５年度の実績績績績ですけれども、認知ですけれども、認知ですけれども、認知ですけれども、認知症症症症に係りますに係りますに係りますに係ります外来外来外来外来診診診診察察察察といたしましては、といたしましては、といたしましては、といたしましては、

延延延延べべべべ５５５５，，，，２１２件、そして２１２件、そして２１２件、そして２１２件、そして専門専門専門専門相談、入院に関します相談、また相談、入院に関します相談、また相談、入院に関します相談、また相談、入院に関します相談、また介護介護介護介護相談等につきまして相談等につきまして相談等につきまして相談等につきまして
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は、は、は、は、延延延延べべべべ３３３３，，，，０８０件、そして入院件数ですけれども、４２０件、こ０８０件、そして入院件数ですけれども、４２０件、こ０８０件、そして入院件数ですけれども、４２０件、こ０８０件、そして入院件数ですけれども、４２０件、こちちちちらですけれども、らですけれども、らですけれども、らですけれども、

認知認知認知認知症疾患症疾患症疾患症疾患医療センター４０５件、そして関連病院１５件でご医療センター４０５件、そして関連病院１５件でご医療センター４０５件、そして関連病院１５件でご医療センター４０５件、そして関連病院１５件でござざざざいます。います。います。います。先先先先ほどほどほどほど申申申申しまししまししまししまし

たように、たように、たように、たように、今今今今年度年度年度年度新新新新たにたにたにたに吉吉吉吉田病院をこの田病院をこの田病院をこの田病院をこの７７７７月から月から月から月から指指指指定したところでご定したところでご定したところでご定したところでござざざざいますので、そういますので、そういますので、そういますので、そう

いう体制もとれたという体制もとれたという体制もとれたという体制もとれたと考え考え考え考えているところでごているところでごているところでごているところでござざざざいます。います。います。います。

そして、認知そして、認知そして、認知そして、認知症症症症の医療体制の中でのかかりつけ医の対の医療体制の中でのかかりつけ医の対の医療体制の中でのかかりつけ医の対の医療体制の中でのかかりつけ医の対応応応応ということですけれども、こということですけれども、こということですけれども、こということですけれども、こちちちち

らの事業は健らの事業は健らの事業は健らの事業は健康康康康福祉福祉福祉福祉部で対部で対部で対部で対応応応応しておりますので、そしておりますので、そしておりますので、そしておりますので、そちちちちらでお尋ねいただけたらと思っていらでお尋ねいただけたらと思っていらでお尋ねいただけたらと思っていらでお尋ねいただけたらと思ってい

るところでごるところでごるところでごるところでござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 医医医医師師師師のののの養養養養成はどこですか。医療政策部長、医成はどこですか。医療政策部長、医成はどこですか。医療政策部長、医成はどこですか。医療政策部長、医師師師師のののの養養養養成は健成は健成は健成は健康康康康福祉福祉福祉福祉部になる部になる部になる部になる

の。の。の。の。

○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長○前野保健予防課長 認知認知認知認知症症症症に係ります医療体制のに係ります医療体制のに係ります医療体制のに係ります医療体制の充充充充実実実実強強強強化化化化事業といたしまして、健事業といたしまして、健事業といたしまして、健事業といたしまして、健康康康康福福福福

祉祉祉祉部で認知部で認知部で認知部で認知症症症症ののののササササポポポポーーーートトトト医を医を医を医を養養養養成し、認知成し、認知成し、認知成し、認知症症症症のののの本本本本人人人人や家族や家族や家族や家族へのへのへのへの支援支援支援支援体制を体制を体制を体制を強強強強化化化化する事業がする事業がする事業がする事業が

ごごごござざざざいますので、そいますので、そいますので、そいますので、そちちちちらの中でかかりつけ医のステらの中でかかりつけ医のステらの中でかかりつけ医のステらの中でかかりつけ医のステッッッッププププアッアッアッアッププププ研修研修研修研修等等等等 々々々々を行っているとを行っているとを行っているとを行っていると聞聞聞聞

いているところでごいているところでごいているところでごいているところでござざざざいます。います。います。います。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 副知事なり、また総務部長にお願いしたい。副知事なり、また総務部長にお願いしたい。副知事なり、また総務部長にお願いしたい。副知事なり、また総務部長にお願いしたい。今今今今のように、健のように、健のように、健のように、健康康康康福祉福祉福祉福祉部だと部だと部だと部だと

横横横横にににに振振振振られたら、られたら、られたら、られたら、話話話話にならないから、そういう関連した部が審査をするような日程をにならないから、そういう関連した部が審査をするような日程をにならないから、そういう関連した部が審査をするような日程をにならないから、そういう関連した部が審査をするような日程を今後今後今後今後

組組組組んでもらわないといけないと思う。んでもらわないといけないと思う。んでもらわないといけないと思う。んでもらわないといけないと思う。横横横横にににに振振振振られてしまうと、またこっられてしまうと、またこっられてしまうと、またこっられてしまうと、またこっちちちちだと関連でどうだと関連でどうだと関連でどうだと関連でどう

のこうのになるのこうのになるのこうのになるのこうのになる可能性可能性可能性可能性もももも十十十十分分分分あるので、きあるので、きあるので、きあるので、きょょょょうはそれでうはそれでうはそれでうはそれで結構結構結構結構ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、今後今後今後今後のののの課題課題課題課題とととと

して。して。して。して。今今今今は医は医は医は医師師師師のののの養養養養成の成の成の成の話話話話が出ましたけれども、これはどこのが出ましたけれども、これはどこのが出ましたけれども、これはどこのが出ましたけれども、これはどこの課課課課、部ですか、部ですか、部ですか、部ですか。。。。（発言する（発言する（発言する（発言する

者あり）者あり）者あり）者あり）養養養養成というのは。成というのは。成というのは。成というのは。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 当然当然当然当然、医、医、医、医師師師師の確保、の確保、の確保、の確保、養養養養成という成という成という成という話話話話になりますと、医療政策部になります。になりますと、医療政策部になります。になりますと、医療政策部になります。になりますと、医療政策部になります。

ただ、ご質問の内容のところで、認知ただ、ご質問の内容のところで、認知ただ、ご質問の内容のところで、認知ただ、ご質問の内容のところで、認知症症症症の対策についての医の対策についての医の対策についての医の対策についての医師師師師のののの形形形形で、一で、一で、一で、一般的般的般的般的な医な医な医な医師師師師のののの養養養養

成ではないという成ではないという成ではないという成ではないという解釈解釈解釈解釈をしていたのだろうと思います。をしていたのだろうと思います。をしていたのだろうと思います。をしていたのだろうと思います。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 いいいいやややや、そういう質問に対しては、だったら管、そういう質問に対しては、だったら管、そういう質問に対しては、だったら管、そういう質問に対しては、だったら管轄轄轄轄はどこですか、これは。健はどこですか、これは。健はどこですか、これは。健はどこですか、これは。健

康康康康福祉福祉福祉福祉ですか。そういう認知ですか。そういう認知ですか。そういう認知ですか。そういう認知症症症症のののの専門専門専門専門の医の医の医の医師師師師のののの養養養養成ということになると。成ということになると。成ということになると。成ということになると。

○前田副知事○前田副知事○前田副知事○前田副知事 医医医医師師師師のののの養養養養成であれば医療政策部でし成であれば医療政策部でし成であれば医療政策部でし成であれば医療政策部でしょょょょうけれども、お尋ねになっている件うけれども、お尋ねになっている件うけれども、お尋ねになっている件うけれども、お尋ねになっている件

が、かかりつけ医が認知が、かかりつけ医が認知が、かかりつけ医が認知が、かかりつけ医が認知症症症症に対してどういう対に対してどういう対に対してどういう対に対してどういう対応応応応をするかということであれば、これは健をするかということであれば、これは健をするかということであれば、これは健をするかということであれば、これは健

康康康康福祉福祉福祉福祉部の事業にご部の事業にご部の事業にご部の事業にござざざざいます。これは、もとをただすと国がいます。これは、もとをただすと国がいます。これは、もとをただすと国がいます。これは、もとをただすと国が老老老老健局の事業を健局の事業を健局の事業を健局の事業を持持持持ってきていってきていってきていってきてい

ることもあって、国が医政局とることもあって、国が医政局とることもあって、国が医政局とることもあって、国が医政局と老老老老健局で少し健局で少し健局で少し健局で少し分分分分かれているのです。そういうかれているのです。そういうかれているのです。そういうかれているのです。そういう経経経経緯緯緯緯もありまもありまもありまもありま

して、県でも健して、県でも健して、県でも健して、県でも健康康康康福祉福祉福祉福祉部の長部の長部の長部の長寿社寿社寿社寿社会会会会課課課課ががががややややっています。そういうっています。そういうっています。そういうっています。そういう意意意意味味味味では、では、では、では、今今今今のご質問にのご質問にのご質問にのご質問に

正正正正確に確に確に確に答え答え答え答えようと思ようと思ようと思ようと思ええええば健ば健ば健ば健康康康康福祉福祉福祉福祉部にお尋ねいただくということだろうと思いますけれど部にお尋ねいただくということだろうと思いますけれど部にお尋ねいただくということだろうと思いますけれど部にお尋ねいただくということだろうと思いますけれど
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も、医療政策部でも、医療政策部でも、医療政策部でも、医療政策部で答え答え答え答えられないこともないかなというのがられないこともないかなというのがられないこともないかなというのがられないこともないかなというのが私私私私のののの気持気持気持気持ちちちちではありますけれどではありますけれどではありますけれどではありますけれど

も。も。も。も。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 委員長、委員長、委員長、委員長、非常非常非常非常に整理をに整理をに整理をに整理をややややっていただいてありがとうごっていただいてありがとうごっていただいてありがとうごっていただいてありがとうござざざざいます。皆さんも、います。皆さんも、います。皆さんも、います。皆さんも、

どのようにどのようにどのようにどのように考え考え考え考えるか、いろいろとるか、いろいろとるか、いろいろとるか、いろいろと検討検討検討検討されていると思います。されていると思います。されていると思います。されていると思います。

前野保健前野保健前野保健前野保健予防課予防課予防課予防課長とはこのかかりつけ医のことで長とはこのかかりつけ医のことで長とはこのかかりつけ医のことで長とはこのかかりつけ医のことで話話話話をしております。かかりつけ医のこをしております。かかりつけ医のこをしております。かかりつけ医のこをしております。かかりつけ医のこ

とであれば、それは健とであれば、それは健とであれば、それは健とであれば、それは健康康康康福祉福祉福祉福祉部だというお部だというお部だというお部だというお話話話話はははは聞聞聞聞きました。しかし、この医きました。しかし、この医きました。しかし、この医きました。しかし、この医師師師師のののの能能能能力をど力をど力をど力をど

うううう高高高高めていくのか、資質、めていくのか、資質、めていくのか、資質、めていくのか、資質、養養養養成をどうするのかということもあわ成をどうするのかということもあわ成をどうするのかということもあわ成をどうするのかということもあわせせせせて尋ねていたわけです。て尋ねていたわけです。て尋ねていたわけです。て尋ねていたわけです。

その点は、多その点は、多その点は、多その点は、多分分分分打打打打ち合ち合ち合ち合わわわわせせせせの協議のの協議のの協議のの協議の段階段階段階段階でしっかりとでしっかりとでしっかりとでしっかりと押押押押ささささええええられなかったとは思うけれどられなかったとは思うけれどられなかったとは思うけれどられなかったとは思うけれど

も、しかし問も、しかし問も、しかし問も、しかし問題題題題は、は、は、は、今今今今この認知この認知この認知この認知症症症症がどんどんがどんどんがどんどんがどんどんふふふふええええている中で、医ている中で、医ている中で、医ている中で、医師師師師のののの役割役割役割役割はものすごくはものすごくはものすごくはものすごく重重重重

要だと。この医要だと。この医要だと。この医要だと。この医師師師師、、、、介護介護介護介護、それから、それから、それから、それから福祉福祉福祉福祉、それから、それから、それから、それから先先先先日も言いました。認知日も言いました。認知日も言いました。認知日も言いました。認知症症症症対策は対策は対策は対策は警察警察警察警察

も加わらないとだめなのですと。も加わらないとだめなのですと。も加わらないとだめなのですと。も加わらないとだめなのですと。今今今今までまでまでまで警察警察警察警察があまり言われていなかったから、があまり言われていなかったから、があまり言われていなかったから、があまり言われていなかったから、警察警察警察警察も加も加も加も加

わりなさいと。こういうことで要わりなさいと。こういうことで要わりなさいと。こういうことで要わりなさいと。こういうことで要望望望望を出しております。それほどにこれは総を出しております。それほどにこれは総を出しております。それほどにこれは総を出しております。それほどにこれは総合的合的合的合的に対に対に対に対応応応応しししし

なければいけないわけだけれども、なければいけないわけだけれども、なければいけないわけだけれども、なければいけないわけだけれども、今今今今回は前野保健回は前野保健回は前野保健回は前野保健予防課予防課予防課予防課長との長との長との長との打打打打ち合ち合ち合ち合わわわわせせせせは、医は、医は、医は、医師師師師のののの養養養養

成もどうするのですか、医療からのかかわりはどうするのですかということも尋ねていた成もどうするのですか、医療からのかかわりはどうするのですかということも尋ねていた成もどうするのですか、医療からのかかわりはどうするのですかということも尋ねていた成もどうするのですか、医療からのかかわりはどうするのですかということも尋ねていた

のですが、どうもそれは整理できなかったようです。のですが、どうもそれは整理できなかったようです。のですが、どうもそれは整理できなかったようです。のですが、どうもそれは整理できなかったようです。

しかし、こういうしかし、こういうしかし、こういうしかし、こういう形形形形で質問したで質問したで質問したで質問した限限限限りは、保健りは、保健りは、保健りは、保健予防課予防課予防課予防課長がそんな長がそんな長がそんな長がそんな形形形形でかかりつけ医はでかかりつけ医はでかかりつけ医はでかかりつけ医は云云云云 々々々々

と、こういうことで言ったならば、質問に対してと、こういうことで言ったならば、質問に対してと、こういうことで言ったならば、質問に対してと、こういうことで言ったならば、質問に対して答え答え答え答えるのは、るのは、るのは、るのは、ややややはり医療政策部長、はり医療政策部長、はり医療政策部長、はり医療政策部長、次次次次長長長長

あたりでお願いしなければならないと。委員長はその辺のところをあたりでお願いしなければならないと。委員長はその辺のところをあたりでお願いしなければならないと。委員長はその辺のところをあたりでお願いしなければならないと。委員長はその辺のところを気気気気にされて、きにされて、きにされて、きにされて、きちちちちんとんとんとんと

交交交交通整理をしたつもりだと理通整理をしたつもりだと理通整理をしたつもりだと理通整理をしたつもりだと理解解解解しています。しています。しています。しています。

○中川医療政策部理事○中川医療政策部理事○中川医療政策部理事○中川医療政策部理事 では、少し、では、少し、では、少し、では、少し、補足補足補足補足も含めてですけれども、かかりつけ医の部も含めてですけれども、かかりつけ医の部も含めてですけれども、かかりつけ医の部も含めてですけれども、かかりつけ医の部分分分分で、で、で、で、

医医医医師師師師のののの養養養養成というよりは、成というよりは、成というよりは、成というよりは、現現現現実には、実には、実には、実には、在在在在宅宅宅宅でででで患患患患者を者を者を者を支支支支ええええるという部るという部るという部るという部分分分分で認知で認知で認知で認知症症症症の方の対策の方の対策の方の対策の方の対策

ははははキキキキーーーーポイポイポイポインンンントトトトになると。実はきになると。実はきになると。実はきになると。実はきょょょょうもうもうもうも同同同同じじじじ時間に時間に時間に時間に西西西西和医療和医療和医療和医療圏圏圏圏域域域域で、で、で、で、ハハハハーーーートトトトラララランンンンドドドドししししぎぎぎぎささささ

んの医んの医んの医んの医師師師師、、、、在在在在宅宅宅宅ををををややややられている医られている医られている医られている医師師師師会の医会の医会の医会の医師師師師、病院の医、病院の医、病院の医、病院の医師師師師、、、、訪訪訪訪問問問問看護看護看護看護、それから、それから、それから、それから介護介護介護介護の方の方の方の方

も含めても含めても含めても含めて勉強勉強勉強勉強会を会を会を会を立ち上げ立ち上げ立ち上げ立ち上げていただいております。こういうていただいております。こういうていただいております。こういうていただいております。こういうケケケケースをしっかりースをしっかりースをしっかりースをしっかり勉強勉強勉強勉強をををを重重重重ねねねね

ていくことが一ていくことが一ていくことが一ていくことが一番番番番大事ということで、き大事ということで、き大事ということで、き大事ということで、きょょょょうもうもうもうもややややっておりますけれども、少しっておりますけれども、少しっておりますけれども、少しっておりますけれども、少し地域地域地域地域包括包括包括包括ケケケケ

アアアアをををを進進進進めるという中で認知めるという中で認知めるという中で認知めるという中で認知症症症症ははははキキキキーになるようなーになるようなーになるようなーになるような疾患疾患疾患疾患でごでごでごでござざざざいますので、これはいますので、これはいますので、これはいますので、これは今現在今現在今現在今現在も、も、も、も、

ほかのほかのほかのほかの地域地域地域地域でも、医でも、医でも、医でも、医師師師師会の医会の医会の医会の医師師師師に入っていただいて、多職に入っていただいて、多職に入っていただいて、多職に入っていただいて、多職種種種種の方に入っていただいて、委の方に入っていただいて、委の方に入っていただいて、委の方に入っていただいて、委

員がご員がご員がご員がご指摘指摘指摘指摘のののの見見見見守守守守りのりのりのりの視視視視点も入れて、点も入れて、点も入れて、点も入れて、勉強勉強勉強勉強会を会を会を会を重重重重ねていくということで、ねていくということで、ねていくということで、ねていくということで、症例症例症例症例のののの積み積み積み積み上げ上げ上げ上げ

の中で取りの中で取りの中で取りの中で取り組組組組んでいくというんでいくというんでいくというんでいくというややややり方を、り方を、り方を、り方を、今今今今ももももややややりかけたところですけれども、りかけたところですけれども、りかけたところですけれども、りかけたところですけれども、今後今後今後今後そのそのそのその形形形形

でででで進進進進めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。めていきたいと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。



---- 11117777 ----

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 大大大大変変変変いい情報をいただきました。そうしますと、そのいい情報をいただきました。そうしますと、そのいい情報をいただきました。そうしますと、そのいい情報をいただきました。そうしますと、その患患患患者を取り者を取り者を取り者を取り巻巻巻巻く関係者、く関係者、く関係者、く関係者、

医療、医療、医療、医療、介護介護介護介護、そういうようなことでその人を対策しようというときには、どこが一、そういうようなことでその人を対策しようというときには、どこが一、そういうようなことでその人を対策しようというときには、どこが一、そういうようなことでその人を対策しようというときには、どこが一番番番番連連連連携携携携

の主の主の主の主導導導導になるのですか。それはになるのですか。それはになるのですか。それはになるのですか。それはややややはり健はり健はり健はり健康康康康福祉福祉福祉福祉部ですか。どうでし部ですか。どうでし部ですか。どうでし部ですか。どうでしょょょょう。う。う。う。

○中川医療政策部理事○中川医療政策部理事○中川医療政策部理事○中川医療政策部理事 これは健これは健これは健これは健康康康康福祉福祉福祉福祉部と医療政策部が連部と医療政策部が連部と医療政策部が連部と医療政策部が連携携携携をとりながらをとりながらをとりながらをとりながらややややっているとっているとっているとっていると

いうことで、そのいうことで、そのいうことで、そのいうことで、その意意意意味味味味では、ある事業は健では、ある事業は健では、ある事業は健では、ある事業は健康康康康福祉福祉福祉福祉部、ある事業は医療政策部になりますけ部、ある事業は医療政策部になりますけ部、ある事業は医療政策部になりますけ部、ある事業は医療政策部になりますけ

れども、そこは医療政策部と健れども、そこは医療政策部と健れども、そこは医療政策部と健れども、そこは医療政策部と健康康康康福祉福祉福祉福祉部で連部で連部で連部で連携携携携をとると。をとると。をとると。をとると。地域地域地域地域包括包括包括包括ケケケケアアアアというというというという観観観観点では点では点では点では私私私私

がががが責任責任責任責任をををを持持持持ってってってってややややるというような、るというような、るというような、るというような、横断横断横断横断的的的的ににににププププロロロロジジジジェェェェクトクトクトクトをををを組組組組んでんでんでんでややややりますので、事業でりますので、事業でりますので、事業でりますので、事業で

双双双双方の内容に取り方の内容に取り方の内容に取り方の内容に取り組組組組んでいきたいと思っております。んでいきたいと思っております。んでいきたいと思っております。んでいきたいと思っております。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 では、では、では、では、今後今後今後今後は、このようなは、このようなは、このようなは、このようなケケケケース、ほかの事業、ース、ほかの事業、ース、ほかの事業、ース、ほかの事業、ププププロロロロジジジジェェェェクトクトクトクトでもそうですでもそうですでもそうですでもそうです

が、が、が、が、横断横断横断横断的的的的にににに進進進進めなければならないめなければならないめなければならないめなければならない場合場合場合場合がありますから、事前にがありますから、事前にがありますから、事前にがありますから、事前に聞聞聞聞きにきにきにきに来来来来ていただくならていただくならていただくならていただくなら

ば、この点はば、この点はば、この点はば、この点は聞聞聞聞くけれども、くけれども、くけれども、くけれども、付付付付録録録録で大事なこのような問で大事なこのような問で大事なこのような問で大事なこのような問題題題題があるときに、うがあるときに、うがあるときに、うがあるときに、うちちちちではではではでは答え答え答え答えらららら

れまれまれまれませせせせん、これはこっん、これはこっん、これはこっん、これはこっちちちちですということがですということがですということがですということが極極極極力ないようにしていただきたいし、委員長、力ないようにしていただきたいし、委員長、力ないようにしていただきたいし、委員長、力ないようにしていただきたいし、委員長、

ひひひひとつその点ごとつその点ごとつその点ごとつその点ご配慮配慮配慮配慮をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。をお願いいたします。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 副知事なり総務部長にお願いがあるのですけれど、副知事なり総務部長にお願いがあるのですけれど、副知事なり総務部長にお願いがあるのですけれど、副知事なり総務部長にお願いがあるのですけれど、今今今今ののののケケケケース、ース、ース、ース、農農農農林部と林部と林部と林部と

県県県県土土土土ママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトト部との関係もよくあるのです。ですので、さっき、中川医療政策部理事部との関係もよくあるのです。ですので、さっき、中川医療政策部理事部との関係もよくあるのです。ですので、さっき、中川医療政策部理事部との関係もよくあるのです。ですので、さっき、中川医療政策部理事

がががが答え答え答え答えていただいたように、ていただいたように、ていただいたように、ていただいたように、ややややはり連係はり連係はり連係はり連係プレプレプレプレーでこれからしていただくように。このはーでこれからしていただくように。このはーでこれからしていただくように。このはーでこれからしていただくように。このはざざざざ

まとはまとはまとはまとはざざざざまのここにあるようなこと、たくさんこれから出てきます。これは医療政策部とまのここにあるようなこと、たくさんこれから出てきます。これは医療政策部とまのここにあるようなこと、たくさんこれから出てきます。これは医療政策部とまのここにあるようなこと、たくさんこれから出てきます。これは医療政策部と

健健健健康康康康福祉福祉福祉福祉部とのは部とのは部とのは部とのはざざざざまの問まの問まの問まの問題題題題と思うのです。だから、そういうことのないように、これかと思うのです。だから、そういうことのないように、これかと思うのです。だから、そういうことのないように、これかと思うのです。だから、そういうことのないように、これか

らららら縦縦縦縦割割割割りではなく、りではなく、りではなく、りではなく、余余余余計にこれから計にこれから計にこれから計にこれから密密密密にににに横横横横の連絡、連の連絡、連の連絡、連の連絡、連携携携携をしていただきたいと思うので、をしていただきたいと思うので、をしていただきたいと思うので、をしていただきたいと思うので、

よろしくお願いしたい。よろしくお願いしたい。よろしくお願いしたい。よろしくお願いしたい。

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 以上以上以上以上でででで終終終終わります。わります。わります。わります。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 総務部長、総務部長、総務部長、総務部長、何何何何かありますか。かありますか。かありますか。かありますか。

○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長○浪越総務部長 おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃるとおり、いろいろなるとおり、いろいろなるとおり、いろいろなるとおり、いろいろなププププロロロロジジジジェェェェクトクトクトクトををををややややっていますと、かなりっていますと、かなりっていますと、かなりっていますと、かなり

部局部局部局部局横断横断横断横断的的的的な取りな取りな取りな取り組み組み組み組みは出てまいります。は出てまいります。は出てまいります。は出てまいります。今今今今、副知事もおっし、副知事もおっし、副知事もおっし、副知事もおっしゃゃゃゃられたのですけれども、られたのですけれども、られたのですけれども、られたのですけれども、

そういうところの連そういうところの連そういうところの連そういうところの連携携携携は大事なことだと思います。これからしっかりとそういう連は大事なことだと思います。これからしっかりとそういう連は大事なことだと思います。これからしっかりとそういう連は大事なことだと思います。これからしっかりとそういう連携携携携をををを図図図図

るようにるようにるようにるように指導指導指導指導してしてしてしてややややってまいります。ってまいります。ってまいります。ってまいります。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ２点お願いします。２点お願いします。２点お願いします。２点お願いします。

一つは、水道のところですけれども、一つは、水道のところですけれども、一つは、水道のところですけれども、一つは、水道のところですけれども、桜井浄桜井浄桜井浄桜井浄水水水水場場場場で小水力発で小水力発で小水力発で小水力発電電電電を、を、を、を、今今今今していただいておしていただいておしていただいておしていただいてお

ります。この間もります。この間もります。この間もります。この間もエエエエネネネネルルルルギギギギー政策ー政策ー政策ー政策推推推推進進進進特別特別特別特別委員会の委員会の委員会の委員会の視視視視察察察察でででで寄寄寄寄せせせせていただきました。ていただきました。ていただきました。ていただきました。



---- 11118888 ----

少しお少しお少しお少しお伺伺伺伺いしたいのは、水道というのは水をたくさんいしたいのは、水道というのは水をたくさんいしたいのは、水道というのは水をたくさんいしたいのは、水道というのは水をたくさん圧圧圧圧をかけてをかけてをかけてをかけて使使使使っているところですっているところですっているところですっているところです

ので、ので、ので、ので、比比比比較較較較的的的的小水力発小水力発小水力発小水力発電電電電、、、、マイクマイクマイクマイクロロロロ発発発発電電電電がうまくいきがうまくいきがうまくいきがうまくいきややややすい部局ではないかと思います。すい部局ではないかと思います。すい部局ではないかと思います。すい部局ではないかと思います。

今今今今度度度度上上上上津津津津ダダダダムでもムでもムでもムでも維維維維持持持持放流放流放流放流をををを使使使使って発って発って発って発電電電電していただきますけれども、していただきますけれども、していただきますけれども、していただきますけれども、検討検討検討検討のののの状況状況状況状況といいまといいまといいまといいま

すか、いろいろ県の水道局ですか、いろいろ県の水道局ですか、いろいろ県の水道局ですか、いろいろ県の水道局で持持持持っておられる、っておられる、っておられる、っておられる、例え例え例え例えば、奈良県ではば、奈良県ではば、奈良県ではば、奈良県ではややややっていないですけれっていないですけれっていないですけれっていないですけれ

ども、ども、ども、ども、下下下下水水水水処処処処理理理理場場場場で発で発で発で発電電電電をしているところもごをしているところもごをしているところもごをしているところもござざざざいます。いろいろ県のいます。いろいろ県のいます。いろいろ県のいます。いろいろ県の持持持持っておられる施っておられる施っておられる施っておられる施

設設設設でどういうでどういうでどういうでどういう検討検討検討検討をされているのか、をされているのか、をされているのか、をされているのか、検討状況検討状況検討状況検討状況をををを教教教教ええええていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

もう一つは、医療ですけれども、ことしの４月に奈良もう一つは、医療ですけれども、ことしの４月に奈良もう一つは、医療ですけれども、ことしの４月に奈良もう一つは、医療ですけれども、ことしの４月に奈良市市市市の休日夜間の休日夜間の休日夜間の休日夜間応応応応急診療急診療急診療急診療所所所所ができまができまができまができま

した。した。した。した。地域地域地域地域医療再医療再医療再医療再生生生生計計計計画画画画の中で県としてもの中で県としてもの中で県としてもの中で県としても位位位位置置置置づづづづけていただいて、相けていただいて、相けていただいて、相けていただいて、相当当当当のごのごのごのご負担負担負担負担を県からを県からを県からを県から

も出していただきました。そのときに、ただの奈良も出していただきました。そのときに、ただの奈良も出していただきました。そのときに、ただの奈良も出していただきました。そのときに、ただの奈良市市市市のののの建建建建てかてかてかてかええええというのではなくて、というのではなくて、というのではなくて、というのではなくて、北北北北

和の中の休日夜間和の中の休日夜間和の中の休日夜間和の中の休日夜間応応応応急診療急診療急診療急診療所所所所の中の中の中の中心心心心的的的的なななな位位位位置置置置づづづづけだということでけだということでけだということでけだということで箱物箱物箱物箱物に対するに対するに対するに対する予予予予算をつけ算をつけ算をつけ算をつけ

ていただきました。できる前からていただきました。できる前からていただきました。できる前からていただきました。できる前から何何何何度も質問さ度も質問さ度も質問さ度も質問させせせせていただいてはおりますけれども、ていただいてはおりますけれども、ていただいてはおりますけれども、ていただいてはおりますけれども、北北北北和和和和

のののの位位位位置置置置づづづづけというようにしていただいて、けというようにしていただいて、けというようにしていただいて、けというようにしていただいて、箱物箱物箱物箱物のののの修修修修繕繕繕繕、、、、建建建建てかてかてかてかええええに対するおに対するおに対するおに対するお金金金金を出していを出していを出していを出してい

ただきました。奈良ただきました。奈良ただきました。奈良ただきました。奈良市市市市はそれまではそれまではそれまではそれまで市役所市役所市役所市役所のののの隣隣隣隣にににに持持持持っておりましたが、そのときから一っておりましたが、そのときから一っておりましたが、そのときから一っておりましたが、そのときから一番番番番ごごごご

利用利用利用利用されるされるされるされる子子子子どもに対する小どもに対する小どもに対する小どもに対する小児児児児科医に夜も科医に夜も科医に夜も科医に夜もずずずずっといていただくことができなかったと。っといていただくことができなかったと。っといていただくことができなかったと。っといていただくことができなかったと。今今今今

度、度、度、度、北北北北和の和の和の和の位位位位置置置置づづづづけとして国道２４号けとして国道２４号けとして国道２４号けとして国道２４号沿沿沿沿いに、いに、いに、いに、例え例え例え例えばばばば天天天天理理理理市市市市の人だったり大和の人だったり大和の人だったり大和の人だったり大和郡郡郡郡山市山市山市山市の人の人の人の人

にももっとにももっとにももっとにももっと来来来来てもらいてもらいてもらいてもらいややややすいようなすいようなすいようなすいような位位位位置置置置づづづづけになりました。けになりました。けになりました。けになりました。

一つま一つま一つま一つまずずずずおおおお伺伺伺伺いしたいのは、奈良いしたいのは、奈良いしたいのは、奈良いしたいのは、奈良市市市市の休日夜間の休日夜間の休日夜間の休日夜間応応応応急診療急診療急診療急診療所所所所ができてからができてからができてからができてから半半半半年た年た年た年たちちちちました。ました。ました。ました。

今今今今、その、その、その、その北北北北和の和の和の和の位位位位置置置置づづづづけとして、奈良けとして、奈良けとして、奈良けとして、奈良市以外市以外市以外市以外の方のごの方のごの方のごの方のご利用利用利用利用というのは、というのは、というのは、というのは、以以以以前に含めてどの前に含めてどの前に含めてどの前に含めてどの

ようにようにようにように変変変変わって、どのように実態としてわって、どのように実態としてわって、どのように実態としてわって、どのように実態として北北北北和の和の和の和の拠拠拠拠点となる一点となる一点となる一点となる一次次次次救急の受け救急の受け救急の受け救急の受け皿皿皿皿となりとなりとなりとなり得得得得ていていていてい

るのか、情報としてるのか、情報としてるのか、情報としてるのか、情報として持持持持っておられたらっておられたらっておられたらっておられたら教教教教ええええてください。てください。てください。てください。

それと、そのそれと、そのそれと、そのそれと、その際際際際も、夜間をも、夜間をも、夜間をも、夜間をずずずずっとっとっとっと動動動動かしていくには、医かしていくには、医かしていくには、医かしていくには、医師師師師の数がの数がの数がの数が足足足足りないのだと。奈良りないのだと。奈良りないのだと。奈良りないのだと。奈良

市市市市の医の医の医の医師師師師会の方にお願いはしているのだけれども、会の方にお願いはしているのだけれども、会の方にお願いはしているのだけれども、会の方にお願いはしているのだけれども、ずずずずっといていただくことができていなっといていただくことができていなっといていただくことができていなっといていただくことができていな

い。い。い。い。北北北北和の和の和の和の拠拠拠拠点ということで、点ということで、点ということで、点ということで、天天天天理理理理市や生市や生市や生市や生駒駒駒駒市市市市などの医などの医などの医などの医師師師師会の皆さんともご協力いただい会の皆さんともご協力いただい会の皆さんともご協力いただい会の皆さんともご協力いただい

て、他て、他て、他て、他市市市市のご協力もいただきながらのご協力もいただきながらのご協力もいただきながらのご協力もいただきながら運営運営運営運営できたらと。ただ、それにもう少し県としてのできたらと。ただ、それにもう少し県としてのできたらと。ただ、それにもう少し県としてのできたらと。ただ、それにもう少し県としてのイイイイ

ニニニニシシシシアアアアチブチブチブチブをとって、その議をとって、その議をとって、その議をとって、その議論論論論のテーのテーのテーのテーブブブブルルルルをつくっていただきたいをつくっていただきたいをつくっていただきたいをつくっていただきたい旨旨旨旨、、、、半半半半年前にお願いし年前にお願いし年前にお願いし年前にお願いし

たかと思います。そのことについてどういうたかと思います。そのことについてどういうたかと思います。そのことについてどういうたかと思います。そのことについてどういう検討検討検討検討がされて、がされて、がされて、がされて、今今今今どうなっているのか、おどうなっているのか、おどうなっているのか、おどうなっているのか、お教教教教

ええええください。ください。ください。ください。以上以上以上以上です。です。です。です。

○浅田水道局業務課長○浅田水道局業務課長○浅田水道局業務課長○浅田水道局業務課長 水道局における小水力発水道局における小水力発水道局における小水力発水道局における小水力発電電電電のののの検討状況検討状況検討状況検討状況はどうかということですけはどうかということですけはどうかということですけはどうかということですけ

れども、れども、れども、れども、現在現在現在現在水道局では、水道局では、水道局では、水道局では、広域広域広域広域水道センターと、水道センターと、水道センターと、水道センターと、桜井浄桜井浄桜井浄桜井浄水水水水場場場場の２の２の２の２カ所カ所カ所カ所に小水力発に小水力発に小水力発に小水力発電電電電をををを導導導導入入入入

しております。この２しております。この２しております。この２しております。この２カ所カ所カ所カ所につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、先先先先ほどごほどごほどごほどご指摘指摘指摘指摘のとおり、水のとおり、水のとおり、水のとおり、水量量量量、、、、圧圧圧圧ともにともにともにともに非常非常非常非常
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にごにごにごにござざざざいますので、小水力発いますので、小水力発いますので、小水力発いますので、小水力発電電電電にににに適適適適したところということで、ましたところということで、ましたところということで、ましたところということで、まずずずずその２その２その２その２カ所カ所カ所カ所にににに導導導導入さ入さ入さ入させせせせ

ていただきました。ていただきました。ていただきました。ていただきました。

さらに、さらに、さらに、さらに、今現在今現在今現在今現在事業中なのですけれども、事業中なのですけれども、事業中なのですけれども、事業中なのですけれども、御御御御所所所所浄浄浄浄水水水水場場場場にも小水力発にも小水力発にも小水力発にも小水力発電電電電をををを導導導導入入入入予予予予定でご定でご定でご定でござざざざ

います。います。います。います。

その他のその他のその他のその他の箇箇箇箇所所所所についてのについてのについてのについての検討検討検討検討ですけれども、水道ということですので、ですけれども、水道ということですので、ですけれども、水道ということですので、ですけれども、水道ということですので、条条条条件件件件的的的的には確かには確かには確かには確か

にににに適適適適してはいるのですけれども、水道そのもののしてはいるのですけれども、水道そのもののしてはいるのですけれども、水道そのもののしてはいるのですけれども、水道そのものの機能機能機能機能にににに支支支支障障障障をををを来来来来さないというさないというさないというさないという条条条条件で件で件で件で検討検討検討検討

していきますと、なかなかしていきますと、なかなかしていきますと、なかなかしていきますと、なかなか設設設設置する置する置する置する場所場所場所場所というのもというのもというのもというのも限限限限られてきていまして、県られてきていまして、県られてきていまして、県られてきていまして、県営営営営水道とし水道とし水道とし水道とし

てはこの３てはこの３てはこの３てはこの３カ所カ所カ所カ所に小水力発に小水力発に小水力発に小水力発電電電電をををを導導導導入できて、その入できて、その入できて、その入できて、その後後後後についてはなかなか、についてはなかなか、についてはなかなか、についてはなかなか、採採採採算等も算等も算等も算等も考え考え考え考えまままま

すと、困すと、困すと、困すと、困難難難難なななな状況状況状況状況であるというのがであるというのがであるというのがであるというのが検討検討検討検討のののの状況状況状況状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長 休日夜間休日夜間休日夜間休日夜間応応応応急診療急診療急診療急診療所所所所に関しておに関しておに関しておに関してお答え答え答え答えいたします。いたします。いたします。いたします。

委員がご委員がご委員がご委員がご指摘指摘指摘指摘のとおり、奈良のとおり、奈良のとおり、奈良のとおり、奈良市市市市の休日夜間の休日夜間の休日夜間の休日夜間応応応応急診療急診療急診療急診療所所所所を整備するにあたりまして、県がを整備するにあたりまして、県がを整備するにあたりまして、県がを整備するにあたりまして、県が

補助補助補助補助ささささせせせせていただきました。そのていただきました。そのていただきました。そのていただきました。その位位位位置置置置づづづづけでごけでごけでごけでござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、北北北北和和和和地域地域地域地域で小で小で小で小児児児児科医が科医が科医が科医が

常常常常駐駐駐駐する休日夜間する休日夜間する休日夜間する休日夜間応応応応急診療急診療急診療急診療所所所所の体制のの体制のの体制のの体制の充充充充実ということでさ実ということでさ実ということでさ実ということでさせせせせていただいておりますけれどていただいておりますけれどていただいておりますけれどていただいておりますけれど

も、も、も、も、補助補助補助補助したしたしたした趣旨趣旨趣旨趣旨としましては、としましては、としましては、としましては、北北北北和和和和地域地域地域地域の小の小の小の小児児児児科の科の科の科の拠拠拠拠点の診療点の診療点の診療点の診療所所所所ということでごということでごということでごということでござざざざいまいまいまいま

して、奈良して、奈良して、奈良して、奈良市市市市も、も、も、も、北北北北和和和和地域地域地域地域のほかののほかののほかののほかの市市市市と協議をと協議をと協議をと協議を進進進進めているところでごめているところでごめているところでごめているところでござざざざいます。そういういます。そういういます。そういういます。そういう

協議をする協議をする協議をする協議をする場合場合場合場合に、に、に、に、私私私私ももももオオオオブザブザブザブザーーーーババババーとして参加しているところでごーとして参加しているところでごーとして参加しているところでごーとして参加しているところでござざざざいます。います。います。います。

委員がお尋ねの、ほかの委員がお尋ねの、ほかの委員がお尋ねの、ほかの委員がお尋ねの、ほかの市市市市からの件数ですが、それはからの件数ですが、それはからの件数ですが、それはからの件数ですが、それは今手元今手元今手元今手元にはにはにはには持持持持っていないのですけっていないのですけっていないのですけっていないのですけ

れども、れども、れども、れども、近近近近隣隣隣隣のののの市町村市町村市町村市町村から受け入れている人もいるし、から受け入れている人もいるし、から受け入れている人もいるし、から受け入れている人もいるし、逆逆逆逆に奈良に奈良に奈良に奈良市市市市でもでもでもでも生生生生駒駒駒駒市市市市へ受診してへ受診してへ受診してへ受診して

おられる方もいらっしおられる方もいらっしおられる方もいらっしおられる方もいらっしゃゃゃゃるということもおるということもおるということもおるということもお聞聞聞聞きしております。ただ、きしております。ただ、きしております。ただ、きしております。ただ、具具具具体体体体的的的的に小に小に小に小児児児児科の受科の受科の受科の受

診が診が診が診が何何何何人かというのは、まだそこまでお人かというのは、まだそこまでお人かというのは、まだそこまでお人かというのは、まだそこまでお聞聞聞聞きしていないのですけれども、こういうきしていないのですけれども、こういうきしていないのですけれども、こういうきしていないのですけれども、こういう拠拠拠拠点の点の点の点の

小小小小児児児児科の休日診療科の休日診療科の休日診療科の休日診療所所所所は大は大は大は大変重変重変重変重要だと認要だと認要だと認要だと認識識識識しておりまして、引き続き、奈良しておりまして、引き続き、奈良しておりまして、引き続き、奈良しておりまして、引き続き、奈良市市市市にも医療政策にも医療政策にも医療政策にも医療政策

課課課課ができておりますので、ができておりますので、ができておりますので、ができておりますので、必必必必要な協議の要な協議の要な協議の要な協議の支援支援支援支援をさをさをさをさせせせせていただきたいとていただきたいとていただきたいとていただきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以以以以

上上上上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。います。います。います。ややややはりまだまだ小はりまだまだ小はりまだまだ小はりまだまだ小児児児児科医は科医は科医は科医は足足足足りないですし、りないですし、りないですし、りないですし、全全全全てのてのてのての

時間時間時間時間帯帯帯帯に小に小に小に小児児児児科医の方がいらっし科医の方がいらっし科医の方がいらっし科医の方がいらっしゃゃゃゃるわけではなくて、そんな中で救急るわけではなくて、そんな中で救急るわけではなくて、そんな中で救急るわけではなくて、そんな中で救急車車車車ががががぱぱぱぱんんんんぱぱぱぱんになんになんになんにな

ってしまわないためにも、ってしまわないためにも、ってしまわないためにも、ってしまわないためにも、軽軽軽軽易易易易なものはどんどんなものはどんどんなものはどんどんなものはどんどん来来来来ていただくというていただくというていただくというていただくという位位位位置置置置づづづづけがけがけがけが必必必必要なの要なの要なの要なの

ではないかと思います。ではないかと思います。ではないかと思います。ではないかと思います。

お願いしていなかったので急にだったのですけれども、お願いしていなかったので急にだったのですけれども、お願いしていなかったので急にだったのですけれども、お願いしていなかったので急にだったのですけれども、恐恐恐恐らく他らく他らく他らく他市市市市からの方というのは、からの方というのは、からの方というのは、からの方というのは、

場所場所場所場所もももも変変変変わって、わかりわって、わかりわって、わかりわって、わかりややややすくなりましたし、すくなりましたし、すくなりましたし、すくなりましたし、以以以以前よりはるかに前よりはるかに前よりはるかに前よりはるかにふふふふええええているのではないかているのではないかているのではないかているのではないか

と思います。そんなと思います。そんなと思います。そんなと思います。そんな折折折折、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市だけにおだけにおだけにおだけにお任任任任せせせせするというわけではなくて、県としてもするというわけではなくて、県としてもするというわけではなくて、県としてもするというわけではなくて、県としてもリリリリーーーー
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ダダダダーシーシーシーシッッッッププププをこれからもとっていただいて、をこれからもとっていただいて、をこれからもとっていただいて、をこれからもとっていただいて、天天天天理理理理市市市市、、、、生生生生駒駒駒駒市市市市、大和、大和、大和、大和郡郡郡郡山市山市山市山市などと連などと連などと連などと連携携携携をとをとをとをと

りながら、りながら、りながら、りながら、充充充充実した医療体制を実した医療体制を実した医療体制を実した医療体制を構構構構築築築築していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。していただきたいと思います。

水道局ですけれども、水道局ですけれども、水道局ですけれども、水道局ですけれども、補助補助補助補助金金金金をもらをもらをもらをもらええええる要件とか、いろいろる要件とか、いろいろる要件とか、いろいろる要件とか、いろいろ勘案勘案勘案勘案すると、すると、すると、すると、例え例え例え例えば２ば２ば２ば２メメメメーーーー

トルトルトルトルのののの落差落差落差落差ですとか、いろいろ出てくるのだと思います。でも、ですとか、いろいろ出てくるのだと思います。でも、ですとか、いろいろ出てくるのだと思います。でも、ですとか、いろいろ出てくるのだと思います。でも、補助補助補助補助金金金金をもらわなくてをもらわなくてをもらわなくてをもらわなくて売売売売

電電電電をすることもをすることもをすることもをすることも考え考え考え考えられると思いますので、そういったことも含めてごられると思いますので、そういったことも含めてごられると思いますので、そういったことも含めてごられると思いますので、そういったことも含めてご検討検討検討検討いただければいただければいただければいただければ

と思います。もうこれはと思います。もうこれはと思います。もうこれはと思います。もうこれは検討検討検討検討していただいているのですか。していただいているのですか。していただいているのですか。していただいているのですか。今全今全今全今全部国の部国の部国の部国の補助補助補助補助金金金金をもらってをもらってをもらってをもらって

設設設設置して、置して、置して、置して、全全全全部部部部自家消自家消自家消自家消費費費費されていますよね。されていますよね。されていますよね。されていますよね。ちょちょちょちょっと質問です。っと質問です。っと質問です。っと質問です。

○浅田水道局業務課長○浅田水道局業務課長○浅田水道局業務課長○浅田水道局業務課長 現在導現在導現在導現在導入している２入している２入している２入している２カ所カ所カ所カ所につきましては、ごにつきましては、ごにつきましては、ごにつきましては、ご指摘指摘指摘指摘のとおり、のとおり、のとおり、のとおり、補助補助補助補助

金金金金をいただいてをいただいてをいただいてをいただいて全全全全部部部部自家消自家消自家消自家消費費費費というというというという形形形形をとらをとらをとらをとらせせせせていただいています。ていただいています。ていただいています。ていただいています。

それから、それから、それから、それから、今後予今後予今後予今後予定しております定しております定しております定しております御御御御所所所所浄浄浄浄水水水水場場場場につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、原則原則原則原則はははは自家消自家消自家消自家消費費費費というというというという形形形形

をとらをとらをとらをとらせせせせていただいています。ていただいています。ていただいています。ていただいています。

確かに確かに確かに確かに売売売売電電電電することによってすることによってすることによってすることによって採採採採算算算算性性性性はどうかというおはどうかというおはどうかというおはどうかというお話話話話なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、売売売売電電電電するするするする場場場場

合合合合はははは逆逆逆逆にににに補助補助補助補助金金金金をいただけまをいただけまをいただけまをいただけませせせせんので、その辺のんので、その辺のんので、その辺のんので、その辺の採採採採算算算算性性性性もももも考考考考慮慮慮慮してというしてというしてというしてという話話話話になるのですになるのですになるのですになるのです

けれども、そうしますと、けれども、そうしますと、けれども、そうしますと、けれども、そうしますと、ややややはりはりはりはり採採採採算算算算的的的的には少ししんどいというのがには少ししんどいというのがには少ししんどいというのがには少ししんどいというのが現状現状現状現状です。あくまでです。あくまでです。あくまでです。あくまで

水道局は水道局は水道局は水道局は公公公公営営営営企企企企業という業という業という業という形形形形ですので、小水力発ですので、小水力発ですので、小水力発ですので、小水力発電電電電単単単単独独独独でペでペでペでペイイイイできなければ、そこでできなければ、そこでできなければ、そこでできなければ、そこで赤赤赤赤字字字字がががが

出るとそれが水道料出るとそれが水道料出るとそれが水道料出るとそれが水道料金金金金にににに転転転転嫁嫁嫁嫁されるというシステムになってしまいますので、なかなかされるというシステムになってしまいますので、なかなかされるというシステムになってしまいますので、なかなかされるというシステムになってしまいますので、なかなか導導導導

入しにくいというのが入しにくいというのが入しにくいというのが入しにくいというのが現状現状現状現状でして、でして、でして、でして、今今今今のところ、のところ、のところ、のところ、自家消自家消自家消自家消費費費費であれ、であれ、であれ、であれ、売売売売電電電電するのであれ、どするのであれ、どするのであれ、どするのであれ、ど

うにかうにかうにかうにか採採採採算がとれるのは、算がとれるのは、算がとれるのは、算がとれるのは、今導今導今導今導入している２入している２入している２入している２カ所カ所カ所カ所とととと御御御御所所所所浄浄浄浄水水水水場場場場までまでまでまでぐぐぐぐらいというのがらいというのがらいというのがらいというのが現在現在現在現在

のののの検討状況検討状況検討状況検討状況でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員○猪奥委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。います。います。います。補助補助補助補助金金金金をいただくときは、ある程度いろいろと要件をいただくときは、ある程度いろいろと要件をいただくときは、ある程度いろいろと要件をいただくときは、ある程度いろいろと要件

があったり、要項があったり、審査があると思うのですけれども、つくったがあったり、要項があったり、審査があると思うのですけれども、つくったがあったり、要項があったり、審査があると思うのですけれども、つくったがあったり、要項があったり、審査があると思うのですけれども、つくった電電電電気気気気をそのまをそのまをそのまをそのま

まままま売売売売ってしまおう、ってしまおう、ってしまおう、ってしまおう、ＦＩＴＦＩＴＦＩＴＦＩＴ制度を制度を制度を制度を利用利用利用利用しようとなるとしようとなるとしようとなるとしようとなると補助補助補助補助金金金金はいただけまはいただけまはいただけまはいただけませせせせんけれども、んけれども、んけれども、んけれども、

それでもペそれでもペそれでもペそれでもペイイイイしている水道局はたくさんいらっししている水道局はたくさんいらっししている水道局はたくさんいらっししている水道局はたくさんいらっしゃゃゃゃいますので、いますので、いますので、いますので、今全今全今全今全国国国国各各各各地地地地でででで新新新新しい水道しい水道しい水道しい水道

局局局局設設設設置の小水力発置の小水力発置の小水力発置の小水力発電電電電、、、、マイクマイクマイクマイクロロロロ発発発発電電電電ができておりますので、成ができておりますので、成ができておりますので、成ができておりますので、成功功功功事事事事例例例例などもなどもなどもなども今後今後今後今後ともともともとも集集集集めめめめ

ていただいて、この３つでもうていただいて、この３つでもうていただいて、この３つでもうていただいて、この３つでもう検討検討検討検討をををを終終終終わるということではなくて、時わるということではなくて、時わるということではなくて、時わるということではなくて、時期期期期時時時時期期期期に、再度ごに、再度ごに、再度ごに、再度ご

検討検討検討検討いただければと思います。いただければと思います。いただければと思います。いただければと思います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 通告している部通告している部通告している部通告している部分分分分とそうでない部とそうでない部とそうでない部とそうでない部分分分分があるのですけれども、質問さがあるのですけれども、質問さがあるのですけれども、質問さがあるのですけれども、質問させせせせていたていたていたていた

だきます。だきます。だきます。だきます。

この平成２５年度のこの平成２５年度のこの平成２５年度のこの平成２５年度の予予予予算で、算で、算で、算で、新新新新奈良県総奈良県総奈良県総奈良県総合合合合医療センターの実施医療センターの実施医療センターの実施医療センターの実施設設設設計、造成計、造成計、造成計、造成工工工工事という項事という項事という項事という項

目があって、目があって、目があって、目があって、最近新聞最近新聞最近新聞最近新聞報道の中に、報道の中に、報道の中に、報道の中に、地地地地盤盤盤盤がががが軟弱軟弱軟弱軟弱で、もう一度で、もう一度で、もう一度で、もう一度特殊特殊特殊特殊工工工工法法法法をををを用用用用いたいたいたいた形形形形ででででややややるとるとるとると
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いう報道がありました。いう報道がありました。いう報道がありました。いう報道がありました。設設設設計造成計造成計造成計造成段階段階段階段階にさまにさまにさまにさまざざざざまなまなまなまな地地地地質質質質調調調調査がされると思うのですけれど査がされると思うのですけれど査がされると思うのですけれど査がされると思うのですけれど

も、も、も、も、担担担担当当当当部局として、この部局として、この部局として、この部局として、この設設設設計、また計、また計、また計、また設設設設計計計計変変変変更更更更、その、その、その、その工工工工事の事の事の事の概概概概要について、わかっている要について、わかっている要について、わかっている要について、わかっている

範囲範囲範囲範囲でででで結構結構結構結構ですので、お知らですので、お知らですので、お知らですので、お知らせせせせいただきたい。どのいただきたい。どのいただきたい。どのいただきたい。どのぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの費費費費用用用用がまたがまたがまたがまた上上上上がるのか、そのがるのか、そのがるのか、そのがるのか、その

点についても点についても点についても点についても端端端端的的的的におにおにおにお答え答え答え答えいただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。いただきたいと思います。

それと、それと、それと、それと、先先先先ほどから出ておりますそのほどから出ておりますそのほどから出ておりますそのほどから出ておりますその緊緊緊緊急急急急搬搬搬搬送の対送の対送の対送の対応応応応で、で、で、で、緊緊緊緊急医療の急医療の急医療の急医療の災災災災害害害害についてのセについてのセについてのセについてのセ

ンター事業、また救急ンター事業、また救急ンター事業、また救急ンター事業、また救急安心安心安心安心センターセンターセンターセンター運営運営運営運営事業、そのほか救急医療体制の事業、そのほか救急医療体制の事業、そのほか救急医療体制の事業、そのほか救急医療体制の支援支援支援支援事業など、さ事業など、さ事業など、さ事業など、さ

ままままざざざざまな事業まな事業まな事業まな事業費費費費が出ておりますけれども、この中で救急と一が出ておりますけれども、この中で救急と一が出ておりますけれども、この中で救急と一が出ておりますけれども、この中で救急と一般般般般の方が、救急の方が、救急の方が、救急の方が、救急車車車車に連絡するに連絡するに連絡するに連絡する

前にま前にま前にま前にまずずずず対対対対応応応応するようなするようなするようなするような話話話話もありますし、救急もありますし、救急もありますし、救急もありますし、救急車車車車が１時間ほどが１時間ほどが１時間ほどが１時間ほど待待待待つというようなつというようなつというようなつというような話話話話も、も、も、も、先先先先

ほど委員の皆さんからも出ておりました。このほど委員の皆さんからも出ておりました。このほど委員の皆さんからも出ておりました。このほど委員の皆さんからも出ておりました。この横横横横の連の連の連の連携携携携というのが、というのが、というのが、というのが、今現在今現在今現在今現在どのようになどのようになどのようになどのようにな

っているのか。実っているのか。実っているのか。実っているのか。実際際際際、救急、救急、救急、救急車車車車にににに電話電話電話電話するまでに、まするまでに、まするまでに、まするまでに、まずずずずそのセンターにそのセンターにそのセンターにそのセンターに電話電話電話電話して病院があいして病院があいして病院があいして病院があい

ているかどうかとか、そのているかどうかとか、そのているかどうかとか、そのているかどうかとか、その症状症状症状症状はどうかというはどうかというはどうかというはどうかという判断判断判断判断をされる。それをされてから救急をされる。それをされてから救急をされる。それをされてから救急をされる。それをされてから救急車車車車をををを

呼呼呼呼んで、救急んで、救急んで、救急んで、救急車車車車をををを呼呼呼呼んだ時点でまた１時間もんだ時点でまた１時間もんだ時点でまた１時間もんだ時点でまた１時間も待待待待たされるというような、その問たされるというような、その問たされるというような、その問たされるというような、その問題題題題点はどこ点はどこ点はどこ点はどこ

にあるかという議にあるかという議にあるかという議にあるかという議論論論論をされたことがあるのであればをされたことがあるのであればをされたことがあるのであればをされたことがあるのであれば教教教教ええええていただきたいし、ていただきたいし、ていただきたいし、ていただきたいし、今今今今のこののこののこののこの支援支援支援支援

事業についても、事業についても、事業についても、事業についても、ややややはりどういうはりどういうはりどういうはりどういう形形形形でででで今今今今動動動動いているのか。このいているのか。このいているのか。このいているのか。この検検検検証証証証もおもおもおもお聞聞聞聞かかかかせせせせ願いたいと願いたいと願いたいと願いたいと

思います。思います。思います。思います。

もう一点は、水道事業でありますけれども、人もう一点は、水道事業でありますけれども、人もう一点は、水道事業でありますけれども、人もう一点は、水道事業でありますけれども、人口口口口減減減減少で少で少で少で結構結構結構結構給給給給水水水水量量量量もももも減減減減ってきている部ってきている部ってきている部ってきている部

分分分分、、、、今今今今、、、、市町村市町村市町村市町村が１００が１００が１００が１００％％％％のののの給給給給水事業との水事業との水事業との水事業との割合割合割合割合で、平で、平で、平で、平均的均的均的均的な部な部な部な部分分分分は、は、は、は、給給給給水水水水量量量量は保たれてきは保たれてきは保たれてきは保たれてき

ているのかとは思うのですけれども、ているのかとは思うのですけれども、ているのかとは思うのですけれども、ているのかとは思うのですけれども、今後今後今後今後そのそのそのその市町村市町村市町村市町村がががが全全全全体１００体１００体１００体１００％％％％入れていただいても、入れていただいても、入れていただいても、入れていただいても、

人人人人口口口口がががが減減減減っていく中で、っていく中で、っていく中で、っていく中で、今後今後今後今後のののの給給給給水事業はどのようになっていくのか、どのような対水事業はどのようになっていくのか、どのような対水事業はどのようになっていくのか、どのような対水事業はどのようになっていくのか、どのような対応応応応をををを

していくのか。していくのか。していくのか。していくのか。考え考え考え考えておられることがあればておられることがあればておられることがあればておられることがあれば教教教教ええええていただきたいのと、ていただきたいのと、ていただきたいのと、ていただきたいのと、各各各各市町村市町村市町村市町村でも１０でも１０でも１０でも１０

００００％％％％のののの給給給給水をしたいけれども、水をしたいけれども、水をしたいけれども、水をしたいけれども、今今今今あるあるあるある浄浄浄浄水水水水場場場場をををを潰潰潰潰すだけでもすごいすだけでもすごいすだけでもすごいすだけでもすごい費費費費用用用用がかかります。こがかかります。こがかかります。こがかかります。こ

ういう１００ういう１００ういう１００ういう１００％％％％導導導導入にあたって、入にあたって、入にあたって、入にあたって、今今今今あるあるあるある浄浄浄浄水水水水場場場場施施施施設設設設を県がを県がを県がを県が補助補助補助補助していくことがしていくことがしていくことがしていくことが今後考え今後考え今後考え今後考えらららら

れないのか、れないのか、れないのか、れないのか、補助補助補助補助金金金金を出したりして県を出したりして県を出したりして県を出したりして県営営営営水道を１００水道を１００水道を１００水道を１００％％％％買買買買っていただくような、っていただくような、っていただくような、っていただくような、補助補助補助補助体制体制体制体制

ができないものか、また、ができないものか、また、ができないものか、また、ができないものか、また、今今今今県で１００県で１００県で１００県で１００％％％％のののの給給給給水を水を水を水を市町村市町村市町村市町村がされるときに、施がされるときに、施がされるときに、施がされるときに、施設設設設の取りの取りの取りの取り壊壊壊壊

ししししやややや１００１００１００１００％％％％導導導導入にあたっての入にあたっての入にあたっての入にあたっての設設設設備資備資備資備資金金金金を出を出を出を出せせせせるようなるようなるようなるような考え考え考え考えがあるのか、があるのか、があるのか、があるのか、教教教教ええええていただけていただけていただけていただけ

たらと思います。たらと思います。たらと思います。たらと思います。

○蘆村新奈良病院建設室長○蘆村新奈良病院建設室長○蘆村新奈良病院建設室長○蘆村新奈良病院建設室長 新新新新奈良県総奈良県総奈良県総奈良県総合合合合医療センターの造成医療センターの造成医療センターの造成医療センターの造成工工工工事についてですが、事についてですが、事についてですが、事についてですが、昨昨昨昨年年年年

のののの９９９９月議会でご月議会でご月議会でご月議会でご承承承承認いただいたのですが、認いただいたのですが、認いただいたのですが、認いただいたのですが、請請請請負金負金負金負金額額額額としては１３としては１３としては１３としては１３億億億億７，７，７，７，６６６６６６６６７万７万７万７万３３３３，９，９，９，９００００

００００円円円円。内容は、。内容は、。内容は、。内容は、建建建建物物物物のののの基基基基盤盤盤盤を整備する造成を整備する造成を整備する造成を整備する造成工工工工事でして、主に事でして、主に事でして、主に事でして、主に盛盛盛盛りりりり土土土土、、、、切切切切りりりり土土土土、、、、盛盛盛盛りりりり土土土土のたのたのたのた

めのめのめのめの擁壁擁壁擁壁擁壁の整備、あるいは水の整備、あるいは水の整備、あるいは水の整備、あるいは水路路路路工工工工などでごなどでごなどでごなどでござざざざいます。います。います。います。
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今今今今回、回、回、回、土土土土壌壌壌壌がががが軟弱軟弱軟弱軟弱になるということで、どれになるということで、どれになるということで、どれになるということで、どれぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの金金金金額額額額がががが増増増増加するのかということで加するのかということで加するのかということで加するのかということで

すけれども、すけれども、すけれども、すけれども、今今今今回の回の回の回の９９９９月議会に月議会に月議会に月議会に補補補補正正正正予予予予算としてお願いいたしました内容ですが、算としてお願いいたしました内容ですが、算としてお願いいたしました内容ですが、算としてお願いいたしました内容ですが、切切切切ったのったのったのったの

りりりり面面面面がががが雨雨雨雨水によって水によって水によって水によって洗掘洗掘洗掘洗掘されるのをされるのをされるのをされるのを防防防防ぐぐぐぐために、のりために、のりために、のりために、のり面面面面にににに吹吹吹吹きつけきつけきつけきつけ工工工工を行います。また、を行います。また、を行います。また、を行います。また、

地地地地盤盤盤盤がががが軟弱軟弱軟弱軟弱なことによって、なことによって、なことによって、なことによって、作作作作業業業業効効効効率率率率がががが落落落落ちちちちるがために、るがために、るがために、るがために、作作作作業の業の業の業の工工工工程が程が程が程が変変変変わりまして、わりまして、わりまして、わりまして、切切切切

ったったったった土土土土をすをすをすをすぐぐぐぐ盛盛盛盛りりりり土土土土のところにのところにのところにのところに持持持持っていけっていけっていけっていけずずずずに一に一に一に一旦仮旦仮旦仮旦仮置きするような部置きするような部置きするような部置きするような部分分分分がががが幾幾幾幾らからからからか生じ生じ生じ生じてててて

おります。そういったものとおります。そういったものとおります。そういったものとおります。そういったものとイイイインンンンフフフフレレレレススススラララライドイドイドイドで、で、で、で、合合合合計３計３計３計３，，，，４４０４４０４４０４４０万万万万円円円円のののの補補補補正正正正予予予予算をお願算をお願算をお願算をお願

いしたところでごいしたところでごいしたところでごいしたところでござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上です。です。です。です。

○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長 救急医療についてお救急医療についてお救急医療についてお救急医療についてお答え答え答え答えいたします。いたします。いたします。いたします。

急な急な急な急な疾患や疾患や疾患や疾患や、けがが、けがが、けがが、けがが起起起起きたときに救急きたときに救急きたときに救急きたときに救急車車車車をををを呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶわけですけれども、大体年間で、平成２わけですけれども、大体年間で、平成２わけですけれども、大体年間で、平成２わけですけれども、大体年間で、平成２

５年で５５年で５５年で５５年で５万９，万９，万９，万９，０００件０００件０００件０００件余余余余り県内で１１り県内で１１り県内で１１り県内で１１９番９番９番９番のののの搬搬搬搬送送送送依頼依頼依頼依頼があります。そういうがあります。そういうがあります。そういうがあります。そういう場合場合場合場合、、、、先先先先ほほほほ

ど少しど少しど少しど少し申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたけれども、急がないとましたけれども、急がないとましたけれども、急がないとましたけれども、急がないと予後予後予後予後にににに影響影響影響影響のあるのあるのあるのある脳卒脳卒脳卒脳卒中中中中やややや心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞など、そなど、そなど、そなど、そ

のようなのようなのようなのような疾患疾患疾患疾患をををを特特特特定しまして、どこの病院へ定しまして、どこの病院へ定しまして、どこの病院へ定しまして、どこの病院へ運運運運ぼぼぼぼうといううといううといううというルルルルーーーールルルルをををを運用運用運用運用してしてしてしてややややっているとっているとっているとっていると

ころでごころでごころでごころでござざざざいます。います。います。います。

シシシシャャャャーーーープ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９の関係ですけれども、シの関係ですけれども、シの関係ですけれども、シの関係ですけれども、シャャャャーーーープ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９というのは救急というのは救急というのは救急というのは救急車車車車をををを呼呼呼呼んでいんでいんでいんでい

いのかどうかわからない方につきまして、いのかどうかわからない方につきまして、いのかどうかわからない方につきまして、いのかどうかわからない方につきまして、呼呼呼呼ばなくてもいいときもありますし、それはばなくてもいいときもありますし、それはばなくてもいいときもありますし、それはばなくてもいいときもありますし、それは呼呼呼呼

んだほうがいいときもありますし、そういう相談のんだほうがいいときもありますし、そういう相談のんだほうがいいときもありますし、そういう相談のんだほうがいいときもありますし、そういう相談のダダダダイイイイヤヤヤヤルルルルでして、それはでして、それはでして、それはでして、それは必必必必要なときに要なときに要なときに要なときに

使使使使っていただこうというっていただこうというっていただこうというっていただこうという趣旨趣旨趣旨趣旨ででででややややっている施策でごっている施策でごっている施策でごっている施策でござざざざいます。います。います。います。

全全全全体としてどういうことを目体としてどういうことを目体としてどういうことを目体としてどういうことを目標標標標にしているのかといいましたら、にしているのかといいましたら、にしているのかといいましたら、にしているのかといいましたら、患患患患者の者の者の者の必必必必要な医療をき要な医療をき要な医療をき要な医療をき

ちちちちんとんとんとんと提供提供提供提供できる病院へできる病院へできる病院へできる病院へ運運運運んでいただいて病院で治療をしようと。そのようなことを理んでいただいて病院で治療をしようと。そのようなことを理んでいただいて病院で治療をしようと。そのようなことを理んでいただいて病院で治療をしようと。そのようなことを理念念念念

に医療計に医療計に医療計に医療計画画画画で定めてで定めてで定めてで定めてややややっているところでごっているところでごっているところでごっているところでござざざざいます。います。います。います。

おおおお答え答え答え答えになったかどうかわからないのですけれども、になったかどうかわからないのですけれども、になったかどうかわからないのですけれども、になったかどうかわからないのですけれども、以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○浅田水道局業務課長○浅田水道局業務課長○浅田水道局業務課長○浅田水道局業務課長 今後今後今後今後、人、人、人、人口口口口がががが減減減減少して、水少して、水少して、水少して、水需需需需要も要も要も要も減減減減少していく中で、少していく中で、少していく中で、少していく中で、給給給給水事業の水事業の水事業の水事業の

体制をどう体制をどう体制をどう体制をどう考え考え考え考えているのかということですけれども、まているのかということですけれども、まているのかということですけれども、まているのかということですけれども、まず全ず全ず全ず全体の体の体の体の需需需需要が要が要が要が減減減減っていくのは、っていくのは、っていくのは、っていくのは、

これは間これは間これは間これは間違違違違いないいないいないいない話話話話です。大です。大です。大です。大滝ダ滝ダ滝ダ滝ダムができて県ムができて県ムができて県ムができて県営営営営水道の水水道の水水道の水水道の水源源源源もももも安安安安定していますので、定していますので、定していますので、定していますので、市町市町市町市町

村村村村のののの自自自自己己己己水を水を水を水を継継継継続して続して続して続して使使使使われるのか、県われるのか、県われるのか、県われるのか、県営営営営水道に水道に水道に水道に転転転転換換換換するほうがいいのか、それをするほうがいいのか、それをするほうがいいのか、それをするほうがいいのか、それをココココスススストトトト

的的的的にににに判断判断判断判断していただいて、県していただいて、県していただいて、県していただいて、県営営営営水道に水道に水道に水道に転転転転換換換換するほうがするほうがするほうがするほうがココココススススト的ト的ト的ト的にににに有利有利有利有利なななな場合場合場合場合はまはまはまはまずずずず県県県県営営営営水水水水

道に道に道に道に転転転転換換換換していただく。そういうしていただく。そういうしていただく。そういうしていただく。そういう形形形形で県で県で県で県営営営営水道としての水道としての水道としての水道としての需需需需要を確保していくのがま要を確保していくのがま要を確保していくのがま要を確保していくのがまずずずず第１第１第１第１

点でご点でご点でご点でござざざざいます。います。います。います。

どどどどちちちちらにしましても、県らにしましても、県らにしましても、県らにしましても、県営営営営水道に水道に水道に水道に転転転転換換換換していただいても、長していただいても、長していただいても、長していただいても、長期的期的期的期的にににに見見見見ますと、県ますと、県ますと、県ますと、県営営営営水道水道水道水道

のののの需需需需要も要も要も要も減減減減っていくのは間っていくのは間っていくのは間っていくのは間違違違違いごいごいごいござざざざいまいまいまいませせせせんので、その対策として、んので、その対策として、んので、その対策として、んので、その対策として、今後今後今後今後施施施施設設設設のののの更更更更新新新新のとのとのとのと
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きに、きに、きに、きに、規規規規模模模模やややや容容容容量量量量などをなどをなどをなどを適正適正適正適正にににに見見見見きわめまして、きわめまして、きわめまして、きわめまして、適正適正適正適正ななななダウダウダウダウンンンンササササイイイイジンジンジンジンググググをしていく。そをしていく。そをしていく。そをしていく。そ

れともう一つは、施れともう一つは、施れともう一つは、施れともう一つは、施設設設設のののの寿寿寿寿命命命命をなるをなるをなるをなるべべべべく長くもっていくということで、く長くもっていくということで、く長くもっていくということで、く長くもっていくということで、適正適正適正適正なななな維維維維持持持持管理管理管理管理やややや

点点点点検検検検をして、施をして、施をして、施をして、施設設設設投投投投資の資の資の資の経経経経費費費費をををを抑抑抑抑ええええていく。さらに、ていく。さらに、ていく。さらに、ていく。さらに、市町村市町村市町村市町村と連と連と連と連携携携携して業務のして業務のして業務のして業務の共共共共同同同同化化化化等に等に等に等に

よりまして業務のよりまして業務のよりまして業務のよりまして業務の効効効効率化率化率化率化もももも図図図図っていきたいということで、まっていきたいということで、まっていきたいということで、まっていきたいということで、まずずずず支支支支出を出を出を出を抑抑抑抑ええええていくことで事ていくことで事ていくことで事ていくことで事

業業業業展展展展開をしていきたいと開をしていきたいと開をしていきたいと開をしていきたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○藪中水道局総務課長○藪中水道局総務課長○藪中水道局総務課長○藪中水道局総務課長 水道に対しますご質問のう水道に対しますご質問のう水道に対しますご質問のう水道に対しますご質問のうちちちち、２点目でご、２点目でご、２点目でご、２点目でござざざざいます。１００います。１００います。１００います。１００％％％％県県県県

営営営営水道へ水道へ水道へ水道へ転転転転換換換換されるされるされるされる市町村市町村市町村市町村に対しまして、に対しまして、に対しまして、に対しまして、不不不不要となった施要となった施要となった施要となった施設設設設のののの除却除却除却除却についてについてについてについて支援支援支援支援等はどう等はどう等はどう等はどう

かというご質問におかというご質問におかというご質問におかというご質問にお答え答え答え答えいたします。いたします。いたします。いたします。

ままままずずずず、県、県、県、県営営営営水道水道水道水道転転転転換換換換によりまして、それまでにによりまして、それまでにによりまして、それまでにによりまして、それまでに市町村市町村市町村市町村がががが使使使使用用用用されていたされていたされていたされていた井井井井戸であるとか、戸であるとか、戸であるとか、戸であるとか、

浄浄浄浄水水水水場場場場等の水道施等の水道施等の水道施等の水道施設設設設はははは不不不不要となるわけでご要となるわけでご要となるわけでご要となるわけでござざざざいますが、まいますが、まいますが、まいますが、まず市町村ず市町村ず市町村ず市町村と県と県と県と県営営営営水道水道水道水道転転転転換換換換をををを進進進進めめめめ

るにあたって協議するわけでごるにあたって協議するわけでごるにあたって協議するわけでごるにあたって協議するわけでござざざざいます。そのときには、県います。そのときには、県います。そのときには、県います。そのときには、県営営営営水道を水道を水道を水道を利用利用利用利用するのか、あるするのか、あるするのか、あるするのか、ある

いはいはいはいは市町村市町村市町村市町村がががが自自自自己己己己水を水を水を水を継継継継続するのかというように続するのかというように続するのかというように続するのかというように選択選択選択選択するわけでごするわけでごするわけでごするわけでござざざざいます。そのいます。そのいます。そのいます。その際際際際には、には、には、には、

ココココススススト的ト的ト的ト的にににに市町村市町村市町村市町村の施の施の施の施設設設設をををを廃止廃止廃止廃止して県して県して県して県営営営営水道を水道を水道を水道を利用利用利用利用したほうがしたほうがしたほうがしたほうが有利有利有利有利なのかというところをなのかというところをなのかというところをなのかというところを

検討検討検討検討されます。そのされます。そのされます。そのされます。その際際際際には、には、には、には、不不不不要となる要となる要となる要となる既既既既存存存存の施の施の施の施設設設設、その取り、その取り、その取り、その取り扱扱扱扱いも含めていも含めていも含めていも含めて検討検討検討検討されていされていされていされてい

るものとるものとるものとるものと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

一方、県一方、県一方、県一方、県営営営営水道水道水道水道転転転転換換換換にあたりまして、県にあたりまして、県にあたりまして、県にあたりまして、県営営営営水道として施水道として施水道として施水道として施設設設設面面面面に関して取りに関して取りに関して取りに関して取り組組組組んでいるこんでいるこんでいるこんでいるこ

とについておとについておとについておとについてお答え申答え申答え申答え申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。

県県県県営営営営水道水道水道水道転転転転換換換換にににに伴伴伴伴い、い、い、い、市町村市町村市町村市町村はははは将来将来将来将来負担負担負担負担が出てきます。それにつきましてはが出てきます。それにつきましてはが出てきます。それにつきましてはが出てきます。それにつきましては軽減軽減軽減軽減されるされるされるされる

ように県ように県ように県ように県営営営営水道から送水する受水水道から送水する受水水道から送水する受水水道から送水する受水地地地地点を点を点を点を増設増設増設増設したり、あるいは送水管のしたり、あるいは送水管のしたり、あるいは送水管のしたり、あるいは送水管の布布布布設設設設、こういった、こういった、こういった、こういった

工工工工事も事も事も事も必必必必要となってまいります。要となってまいります。要となってまいります。要となってまいります。ケケケケース・ース・ース・ース・ババババイイイイ・・・・ケケケケースにースにースにースに応じ応じ応じ応じてその部てその部てその部てその部分分分分について県について県について県について県営営営営水水水水

道が道が道が道が負担負担負担負担する。そういったする。そういったする。そういったする。そういった手手手手法法法法についてについてについてについて市町村市町村市町村市町村と相談しながら実施してまいりたいとと相談しながら実施してまいりたいとと相談しながら実施してまいりたいとと相談しながら実施してまいりたいと考え考え考え考え

ております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 どうもどうもどうもどうも答弁答弁答弁答弁ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。水道の件では、います。水道の件では、います。水道の件では、います。水道の件では、市町村市町村市町村市町村はははは財財財財政が政が政が政が厳厳厳厳しいのしいのしいのしいの

で、１００で、１００で、１００で、１００％％％％県県県県営営営営水道に水道に水道に水道に切切切切りかりかりかりかええええをするときにその施をするときにその施をするときにその施をするときにその施設設設設をどうしようかとか、いろいろなをどうしようかとか、いろいろなをどうしようかとか、いろいろなをどうしようかとか、いろいろな

課題課題課題課題があるので、またがあるので、またがあるので、またがあるので、また今後今後今後今後ともともともとも市町村市町村市町村市町村とよく協議していただいて、県だけがもうかるのでとよく協議していただいて、県だけがもうかるのでとよく協議していただいて、県だけがもうかるのでとよく協議していただいて、県だけがもうかるので

はなくはなくはなくはなく市町村市町村市町村市町村にもにもにもにも返せ返せ返せ返せるように、るように、るように、るように、ひひひひとつとつとつとつ考え考え考え考えていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

この病院この病院この病院この病院建建建建設設設設の部の部の部の部分分分分は、わかりました。ただ、病院のは、わかりました。ただ、病院のは、わかりました。ただ、病院のは、わかりました。ただ、病院の設設設設計をするときは計をするときは計をするときは計をするときは地地地地質質質質調調調調査、さま査、さま査、さま査、さま

ざざざざまなまなまなまな面面面面でされて造成でされて造成でされて造成でされて造成工工工工事にかかる、また入事にかかる、また入事にかかる、また入事にかかる、また入札札札札等にかかると思います。等にかかると思います。等にかかると思います。等にかかると思います。ややややわらかい部わらかい部わらかい部わらかい部分分分分もももも

あれば、かたい部あれば、かたい部あれば、かたい部あれば、かたい部分分分分もある。そういうことを造成のときに、もある。そういうことを造成のときに、もある。そういうことを造成のときに、もある。そういうことを造成のときに、地地地地質質質質調調調調査というのは査というのは査というのは査というのは表表表表面面面面からからからから

一一一一番底番底番底番底のかたいのかたいのかたいのかたい地地地地盤盤盤盤まで、まで、まで、まで、全全全全体に体に体に体にややややはりはりはりはり見見見見ていかなければならない。ただ、ていかなければならない。ただ、ていかなければならない。ただ、ていかなければならない。ただ、今今今今おっしおっしおっしおっしゃゃゃゃっっっっ
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たように、一たように、一たように、一たように、一番番番番端端端端の部の部の部の部分分分分がががが地地地地すすすすべべべべりをりをりをりを起起起起こすこすこすこす可能性可能性可能性可能性があると。があると。があると。があると。地地地地すすすすべべべべりというのか、りというのか、りというのか、りというのか、砂砂砂砂地地地地

が多かったというようなことはが多かったというようなことはが多かったというようなことはが多かったというようなことは聞聞聞聞いています。いています。いています。いています。ややややはりはりはりはり今今今今の病院のの病院のの病院のの病院の建建建建てるてるてるてる場所場所場所場所は、よほどは、よほどは、よほどは、よほど慎慎慎慎

重重重重に事前に事前に事前に事前調調調調査を査を査を査を今後今後今後今後ともしていただきたいと思いますし、３ともしていただきたいと思いますし、３ともしていただきたいと思いますし、３ともしていただきたいと思いますし、３，，，，４００４００４００４００万万万万円円円円は、病院は、病院は、病院は、病院全全全全体で体で体で体で

は小さなは小さなは小さなは小さな金金金金額額額額ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、血税血税血税血税でごでごでごでござざざざいます。造成の前に、しっかりとしたいます。造成の前に、しっかりとしたいます。造成の前に、しっかりとしたいます。造成の前に、しっかりとした検地検地検地検地方方方方法法法法をををを

していただいて取りかかっていただきたいと思います。していただいて取りかかっていただきたいと思います。していただいて取りかかっていただきたいと思います。していただいて取りかかっていただきたいと思います。

もう一点は、救急もう一点は、救急もう一点は、救急もう一点は、救急安心安心安心安心センターです。そこで大体の情報を入れられていると認知さセンターです。そこで大体の情報を入れられていると認知さセンターです。そこで大体の情報を入れられていると認知さセンターです。そこで大体の情報を入れられていると認知させせせせてててて

いただいたのですけれども、奈良県の病院の中でどこへいただいたのですけれども、奈良県の病院の中でどこへいただいたのですけれども、奈良県の病院の中でどこへいただいたのですけれども、奈良県の病院の中でどこへ運運運運ぶぶぶぶとか、その病とか、その病とか、その病とか、その病症症症症のののの判断判断判断判断をここをここをここをここ

でされるということなのか、この辺はどうなのですか。でされるということなのか、この辺はどうなのですか。でされるということなのか、この辺はどうなのですか。でされるということなのか、この辺はどうなのですか。応答応答応答応答でででで答え答え答え答えられて、そのられて、そのられて、そのられて、その症状症状症状症状ならならならなら

ば、この病院がよろしいですとか、救急ば、この病院がよろしいですとか、救急ば、この病院がよろしいですとか、救急ば、この病院がよろしいですとか、救急車車車車をををを呼呼呼呼んでくださいという、そのんでくださいという、そのんでくださいという、そのんでくださいという、その判断判断判断判断をするときをするときをするときをするとき

は、医は、医は、医は、医師師師師がそこにおられるのか、それとも病院間で対がそこにおられるのか、それとも病院間で対がそこにおられるのか、それとも病院間で対がそこにおられるのか、それとも病院間で対応応応応されるのか、されるのか、されるのか、されるのか、教教教教ええええていただきたいていただきたいていただきたいていただきたい

のですが。のですが。のですが。のですが。

○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長 失礼失礼失礼失礼いたしました。シいたしました。シいたしました。シいたしました。シャャャャーーーープ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９についてごについてごについてごについてご説説説説明いたしま明いたしま明いたしま明いたしま

す。す。す。す。

この事業は、県この事業は、県この事業は、県この事業は、県民民民民の方の方の方の方 々々々々がががが利用利用利用利用されるされるされるされる電話電話電話電話相談でご相談でご相談でご相談でござざざざいまして、救急いまして、救急いまして、救急いまして、救急隊隊隊隊は救急医療情報は救急医療情報は救急医療情報は救急医療情報

の、病院が入力するの、病院が入力するの、病院が入力するの、病院が入力する別別別別のののの画面画面画面画面をををを見見見見て、救急のて、救急のて、救急のて、救急の搬搬搬搬送送送送先先先先をををを探探探探してしてしてして電話電話電話電話して決めるので、シして決めるので、シして決めるので、シして決めるので、シャャャャーーーー

プ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９へかけて救急へかけて救急へかけて救急へかけて救急隊隊隊隊が病院を決定するということではごが病院を決定するということではごが病院を決定するということではごが病院を決定するということではござざざざいまいまいまいませせせせん。ん。ん。ん。

シシシシャャャャーーーープ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９は、県は、県は、県は、県民民民民の方が救急の方が救急の方が救急の方が救急車車車車をををを呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶべべべべきかどうかとか、きかどうかとか、きかどうかとか、きかどうかとか、先先先先ほど休日夜間診療ほど休日夜間診療ほど休日夜間診療ほど休日夜間診療

所所所所のおのおのおのお話話話話もありましたけれども、もありましたけれども、もありましたけれども、もありましたけれども、今今今今受診できる医療受診できる医療受診できる医療受診できる医療機機機機関がどこかとか、関がどこかとか、関がどこかとか、関がどこかとか、不不不不安安安安やややや質問に質問に質問に質問に答え答え答え答え

るというような事業でるというような事業でるというような事業でるというような事業でややややっております。２４時間体制で、っております。２４時間体制で、っております。２４時間体制で、っております。２４時間体制で、看護師看護師看護師看護師が救急が救急が救急が救急患患患患者の医療相談に者の医療相談に者の医療相談に者の医療相談に

対対対対応応応応しているものでごしているものでごしているものでごしているものでござざざざいます。います。います。います。

看護師看護師看護師看護師でおでおでおでお答え答え答え答えできないものについては、医できないものについては、医できないものについては、医できないものについては、医師師師師ががががバッバッバッバッククククアッアッアッアッププププ体制でいるという、体制でいるという、体制でいるという、体制でいるという、電話電話電話電話

相談の相談の相談の相談の専門専門専門専門のののの窓口窓口窓口窓口でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 他他他他府府府府県では、県では、県では、県では、仮仮仮仮に１１に１１に１１に１１９番９番９番９番に回されてもシに回されてもシに回されてもシに回されてもシャャャャーーーープ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９へへへへ電話電話電話電話してくださしてくださしてくださしてくださ

いと言われます。そのときに、一いと言われます。そのときに、一いと言われます。そのときに、一いと言われます。そのときに、一応症状応症状応症状応症状、それと、それと、それと、それと近近近近くの病院くの病院くの病院くの病院やややや、ここへかかったらどうで、ここへかかったらどうで、ここへかかったらどうで、ここへかかったらどうで

すかというようなところまでセンターでされているのです。そのすかというようなところまでセンターでされているのです。そのすかというようなところまでセンターでされているのです。そのすかというようなところまでセンターでされているのです。その後後後後に、に、に、に、緊緊緊緊急であればす急であればす急であればす急であればすぐぐぐぐ

救急救急救急救急車車車車がががが来来来来るというシステムに他るというシステムに他るというシステムに他るというシステムに他府府府府県ではなっています。これは大県ではなっています。これは大県ではなっています。これは大県ではなっています。これは大阪阪阪阪市市市市だったら大だったら大だったら大だったら大阪阪阪阪市市市市のののの

救急の１１救急の１１救急の１１救急の１１９番９番９番９番を回したら、まを回したら、まを回したら、まを回したら、まずずずずそそそそちちちちらへかかるわけです。そのときに救急で、まだらへかかるわけです。そのときに救急で、まだらへかかるわけです。そのときに救急で、まだらへかかるわけです。そのときに救急で、まだ我我我我慢慢慢慢

できるかどうかをできるかどうかをできるかどうかをできるかどうかを聞聞聞聞かれて、それで２つにかれて、それで２つにかれて、それで２つにかれて、それで２つに分分分分かれたような対かれたような対かれたような対かれたような対応応応応をされる。をされる。をされる。をされる。今今今今、大、大、大、大阪阪阪阪市市市市ではではではでは

このようなこのようなこのようなこのような形形形形ででででややややっておられます。っておられます。っておられます。っておられます。

センターにセンターにセンターにセンターに電話電話電話電話されたときに、そのセンターでは、どこの病院がありますのでここへ行されたときに、そのセンターでは、どこの病院がありますのでここへ行されたときに、そのセンターでは、どこの病院がありますのでここへ行されたときに、そのセンターでは、どこの病院がありますのでここへ行
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ってくださいというところまでってくださいというところまでってくださいというところまでってくださいというところまで指指指指示示示示がいただけるのですけれど、奈良県のがいただけるのですけれど、奈良県のがいただけるのですけれど、奈良県のがいただけるのですけれど、奈良県の場合場合場合場合はそういうはそういうはそういうはそういう

ことは、センターではことは、センターではことは、センターではことは、センターではややややっていないということでっていないということでっていないということでっていないということで承承承承知さ知さ知さ知させせせせてもらってよろしいですか。てもらってよろしいですか。てもらってよろしいですか。てもらってよろしいですか。

○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長○表野地域医療連携課長 ままままずずずず、シ、シ、シ、シャャャャーーーープ７プ７プ７プ７１１１１１１１１９９９９という県という県という県という県民民民民電話電話電話電話相談をしているのは、相談をしているのは、相談をしているのは、相談をしているのは、

全全全全国で、大国で、大国で、大国で、大阪阪阪阪市市市市とととと東東東東京京京京都都都都と奈良県だけです。そのほかの県の方と奈良県だけです。そのほかの県の方と奈良県だけです。そのほかの県の方と奈良県だけです。そのほかの県の方 々々々々は１１は１１は１１は１１９番９番９番９番へかけてへかけてへかけてへかけて聞聞聞聞いいいい

ているというようなているというようなているというようなているというような状況状況状況状況です。奈良県のです。奈良県のです。奈良県のです。奈良県の場合場合場合場合は、ここへは、ここへは、ここへは、ここへ電話電話電話電話相談を相談を相談を相談を頂戴頂戴頂戴頂戴しまして、救急しまして、救急しまして、救急しまして、救急車車車車

を要を要を要を要請請請請するするするする必必必必要がない要がない要がない要がない患患患患者かどうか、す者かどうか、す者かどうか、す者かどうか、すぐぐぐぐ救急救急救急救急車車車車をををを呼呼呼呼んだらいいのかとか、そういうようんだらいいのかとか、そういうようんだらいいのかとか、そういうようんだらいいのかとか、そういうよう

なななな電話電話電話電話相談をしているという相談をしているという相談をしているという相談をしているという形形形形でごでごでごでござざざざいます。います。います。います。

○森川委員○森川委員○森川委員○森川委員 わかりました。大わかりました。大わかりました。大わかりました。大阪阪阪阪市市市市のののの場合場合場合場合は、１１は、１１は、１１は、１１９番９番９番９番にかけたら対にかけたら対にかけたら対にかけたら対応応応応が、大が、大が、大が、大阪阪阪阪市市市市のセンのセンのセンのセン

ターのターのターのターの電話番電話番電話番電話番号を号を号を号を教教教教ええええてくれるということです。直接もかけられるし、１１てくれるということです。直接もかけられるし、１１てくれるということです。直接もかけられるし、１１てくれるということです。直接もかけられるし、１１９番９番９番９番にかけてにかけてにかけてにかけて

も病も病も病も病状状状状がががが軽軽軽軽いようであればこいようであればこいようであればこいようであればこちちちちらへかけてくださいというシステムになっています。救急らへかけてくださいというシステムになっています。救急らへかけてくださいというシステムになっています。救急らへかけてくださいというシステムになっています。救急

病院の病院の病院の病院の指指指指定をされているところもあるので、そういうところの定をされているところもあるので、そういうところの定をされているところもあるので、そういうところの定をされているところもあるので、そういうところの横横横横の体制がしっかりとれれの体制がしっかりとれれの体制がしっかりとれれの体制がしっかりとれれ

ば、ば、ば、ば、せせせせっかくっかくっかくっかく補助補助補助補助金金金金をををを緊緊緊緊急急急急指指指指定の受け入れをということで１３病院に出されているのです定の受け入れをということで１３病院に出されているのです定の受け入れをということで１３病院に出されているのです定の受け入れをということで１３病院に出されているのです

から、そういうところが１から、そういうところが１から、そういうところが１から、そういうところが１分分分分でもでもでもでも早早早早く受け取ってもらく受け取ってもらく受け取ってもらく受け取ってもらええええるよう、県としてもるよう、県としてもるよう、県としてもるよう、県としても補助補助補助補助金金金金を出しを出しを出しを出し

ている病院にはしっかりと言っていただいて、１時間もかからないように、ている病院にはしっかりと言っていただいて、１時間もかからないように、ている病院にはしっかりと言っていただいて、１時間もかからないように、ている病院にはしっかりと言っていただいて、１時間もかからないように、今後考え今後考え今後考え今後考えていていていてい

ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。ただきたいと思います。

突突突突然然然然な質問でな質問でな質問でな質問で答弁答弁答弁答弁しにくかったと思いますけれども、これで質問をしにくかったと思いますけれども、これで質問をしにくかったと思いますけれども、これで質問をしにくかったと思いますけれども、これで質問を終終終終わります。わります。わります。わります。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 １～２件、要１～２件、要１～２件、要１～２件、要望望望望と、おと、おと、おと、お聞聞聞聞かかかかせせせせを願います。を願います。を願います。を願います。

先先先先ほどの、森川委員のほどの、森川委員のほどの、森川委員のほどの、森川委員の新新新新奈良県総奈良県総奈良県総奈良県総合合合合医療センターの医療センターの医療センターの医療センターの軟弱軟弱軟弱軟弱地地地地盤盤盤盤のこと、いろいろありましのこと、いろいろありましのこと、いろいろありましのこと、いろいろありまし

たが、たが、たが、たが、当当当当初初初初今今今今あるところからもあるところからもあるところからもあるところからも反反反反対なり、対なり、対なり、対なり、賛賛賛賛成なり、いろいろな議成なり、いろいろな議成なり、いろいろな議成なり、いろいろな議論論論論がありましたが、もがありましたが、もがありましたが、もがありましたが、も

うううう今今今今はははは完完完完全全全全に県に県に県に県民民民民もももも期待期待期待期待をををを持持持持ってスターってスターってスターってスタートトトトしたわけで、そういうことがある中で、したわけで、そういうことがある中で、したわけで、そういうことがある中で、したわけで、そういうことがある中で、当当当当初初初初のののの

計計計計画画画画どおり開業の日はどおり開業の日はどおり開業の日はどおり開業の日はずずずずらさなくてもいいのか、その辺だけらさなくてもいいのか、その辺だけらさなくてもいいのか、その辺だけらさなくてもいいのか、その辺だけ後後後後でおでおでおでお聞聞聞聞かかかかせせせせ願いたいと思い願いたいと思い願いたいと思い願いたいと思い

ます。ます。ます。ます。

それと、県それと、県それと、県それと、県営営営営水道で、水道で、水道で、水道で、東南海東南海東南海東南海・・・・南海地南海地南海地南海地震震震震など、いつなど、いつなど、いつなど、いつ来来来来てもおかしくないということがよてもおかしくないということがよてもおかしくないということがよてもおかしくないということがよ

く言われていますけれども、県く言われていますけれども、県く言われていますけれども、県く言われていますけれども、県営営営営水道も、水道も、水道も、水道も、新新新新しくしくしくしく宇陀宇陀宇陀宇陀市市市市榛榛榛榛原原原原ではではではでは今今今今でも管のでも管のでも管のでも管の新新新新しいしいしいしい工工工工事を事を事を事を

ややややっています。もう県っています。もう県っています。もう県っています。もう県営営営営水道も水道も水道も水道も当当当当初初初初からからからから今今今今で大で大で大で大分分分分年数もたっているので、管の年数もたっているので、管の年数もたっているので、管の年数もたっているので、管の耐震耐震耐震耐震工工工工事は事は事は事は

実実実実際際際際どこまでどこまでどこまでどこまで進進進進んで、これからどういう計んで、これからどういう計んで、これからどういう計んで、これからどういう計画画画画になっているのか。水道とになっているのか。水道とになっているのか。水道とになっているのか。水道とちょちょちょちょっと管の質がっと管の質がっと管の質がっと管の質が

ちちちちがうのですけれども、大和平野も県がうのですけれども、大和平野も県がうのですけれども、大和平野も県がうのですけれども、大和平野も県営営営営水道の前でしたから水道の前でしたから水道の前でしたから水道の前でしたから老老老老朽朽朽朽化化化化ということで、ということで、ということで、ということで、ずずずずっとっとっとっと

ややややってきて、ってきて、ってきて、ってきて、来来来来年年年年ぐぐぐぐらいで大体入れからいで大体入れからいで大体入れからいで大体入れかええええがががが終終終終わるようにわるようにわるようにわるように聞聞聞聞いていますけれど、そういうこいていますけれど、そういうこいていますけれど、そういうこいていますけれど、そういうこ

とで県とで県とで県とで県営営営営水道はどうなっているのか。その点だけお水道はどうなっているのか。その点だけお水道はどうなっているのか。その点だけお水道はどうなっているのか。その点だけお聞聞聞聞かかかかせせせせ願願願願ええええますか。ますか。ますか。ますか。

○中川医療政策部理事○中川医療政策部理事○中川医療政策部理事○中川医療政策部理事 １点目、１点目、１点目、１点目、新新新新奈良県総奈良県総奈良県総奈良県総合合合合医療センターの医療センターの医療センターの医療センターのオオオオーーーーププププン時ン時ン時ン時期期期期の問の問の問の問題題題題でごでごでごでござざざざ



---- 22226666 ----

います。います。います。います。

今今今今回の造成回の造成回の造成回の造成工工工工事で、事で、事で、事で、先先先先ほどもほどもほどもほども新新新新奈良病院奈良病院奈良病院奈良病院建建建建設設設設室長からご室長からご室長からご室長からご答弁答弁答弁答弁ささささせせせせていただきましたけれていただきましたけれていただきましたけれていただきましたけれ

ども、造成ども、造成ども、造成ども、造成工工工工事はいろいろと事はいろいろと事はいろいろと事はいろいろと工工工工夫をして夫をして夫をして夫をしてややややっておりますけれども、おおっておりますけれども、おおっておりますけれども、おおっておりますけれども、おおむむむむね造成ね造成ね造成ね造成工工工工事事事事自身自身自身自身

はははは工工工工程の中でおさまるように、程の中でおさまるように、程の中でおさまるように、程の中でおさまるように、今今今今努努努努力を力を力を力を重重重重ねていただいております。ねていただいております。ねていただいております。ねていただいております。現在現在現在現在建建建建築築築築工工工工事の入事の入事の入事の入札札札札

のののの手手手手続を続を続を続をややややっておりまして、スムーっておりまして、スムーっておりまして、スムーっておりまして、スムーズズズズにににに運べ運べ運べ運べば１１月にもば１１月にもば１１月にもば１１月にも契約契約契約契約をして、年内にをして、年内にをして、年内にをして、年内に着工着工着工着工し、し、し、し、建建建建

築築築築にも入らにも入らにも入らにも入らせせせせていただきたいということで、おおていただきたいということで、おおていただきたいということで、おおていただきたいということで、おおむむむむね平成２ね平成２ね平成２ね平成２９９９９年の年の年の年の夏夏夏夏をめどにをめどにをめどにをめどに本本本本体を体を体を体を完完完完成成成成

ささささせせせせたいということでたいということでたいということでたいということで工工工工程を程を程を程を組組組組んでんでんでんで進進進進めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。めてまいりたいと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○浅田水道局業務課長○浅田水道局業務課長○浅田水道局業務課長○浅田水道局業務課長 県県県県営営営営水道の管の水道の管の水道の管の水道の管の更更更更新新新新について、どうについて、どうについて、どうについて、どう考え考え考え考えているのかということでているのかということでているのかということでているのかということで

すけれども、すけれども、すけれども、すけれども、現在現在現在現在県県県県営営営営水道の管水道の管水道の管水道の管路路路路はははは全全全全延延延延長２長２長２長２９９９９６６６６キロメキロメキロメキロメーーーートルトルトルトルありまして、そのうありまして、そのうありまして、そのうありまして、そのうちちちちのののの７７７７

４４４４．．．．２２２２％％％％にあたる２２０にあたる２２０にあたる２２０にあたる２２０キロメキロメキロメキロメーーーートルトルトルトルがががが耐震耐震耐震耐震管でご管でご管でご管でござざざざいます。一方で、管のいます。一方で、管のいます。一方で、管のいます。一方で、管の法法法法定定定定耐耐耐耐用用用用年数年数年数年数

は４０年ですけれども、それをは４０年ですけれども、それをは４０年ですけれども、それをは４０年ですけれども、それを経過経過経過経過しているものがしているものがしているものがしているものが全全全全体の２体の２体の２体の２９９９９％％％％ごごごござざざざいます。います。います。います。

それで、それで、それで、それで、本本本本格格格格的的的的なななな更更更更新新新新のののの話話話話なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、なのですけれども、今今今今年度から年度から年度から年度から更更更更新新新新計計計計画画画画のののの検討検討検討検討に入っておりに入っておりに入っておりに入っており

ます。それとます。それとます。それとます。それと同同同同時に、実時に、実時に、実時に、実際際際際に管をに管をに管をに管を布布布布設設設設かかかかええええするときなどに管のするときなどに管のするときなどに管のするときなどに管の状況状況状況状況をををを見見見見まして、まして、まして、まして、老老老老朽朽朽朽度の度の度の度の

調調調調査も査も査も査もややややっております。それとあわっております。それとあわっております。それとあわっております。それとあわせせせせて、て、て、て、法法法法定定定定耐耐耐耐用用用用年数は４０年なのですけれども、実年数は４０年なのですけれども、実年数は４０年なのですけれども、実年数は４０年なのですけれども、実際際際際

に県に県に県に県営営営営水道の管水道の管水道の管水道の管路路路路がどの程度がどの程度がどの程度がどの程度耐耐耐耐久久久久性性性性があるのかをがあるのかをがあるのかをがあるのかを判断判断判断判断したしたしたした上上上上で、管ので、管ので、管ので、管の更更更更新新新新事業を事業を事業を事業を本本本本格格格格的的的的にににに

進進進進めたいとめたいとめたいとめたいと考え考え考え考えております。ております。ております。ております。

今今今今、県、県、県、県営営営営水道の長水道の長水道の長水道の長期期期期計計計計画画画画であるであるであるであるププププララララン２０１ン２０１ン２０１ン２０１９９９９の中では、平成３０年度までにの中では、平成３０年度までにの中では、平成３０年度までにの中では、平成３０年度までに本本本本格格格格的的的的なななな

管管管管路路路路のののの更更更更新新新新計計計計画画画画を定めまして、それを定めまして、それを定めまして、それを定めまして、それ以以以以降降降降にににに更更更更新新新新事業を事業を事業を事業を始始始始めていくめていくめていくめていく形形形形で書いております。で書いております。で書いております。で書いております。場場場場

合合合合によって、によって、によって、によって、今今今今のののの老老老老朽朽朽朽度度度度調調調調査等を査等を査等を査等をややややって、もう少しって、もう少しって、もう少しって、もう少し老老老老朽朽朽朽化化化化がががが進進進進んでいるようであれば、そんでいるようであれば、そんでいるようであれば、そんでいるようであれば、そ

の計の計の計の計画画画画を前を前を前を前倒倒倒倒しで実行していきたいと。しで実行していきたいと。しで実行していきたいと。しで実行していきたいと。今現在今現在今現在今現在そのようにそのようにそのようにそのように考え考え考え考えております。ております。ております。ております。以上以上以上以上でごでごでごでござざざざいいいい

ます。ます。ます。ます。

○岩田委員○岩田委員○岩田委員○岩田委員 病院も、病院も、病院も、病院も、先先先先ほども言いましたけれど、ほども言いましたけれど、ほども言いましたけれど、ほども言いましたけれど、当当当当初初初初いろいろあっても、もういろいろあっても、もういろいろあっても、もういろいろあっても、もう今今今今は、県は、県は、県は、県

民民民民もももも期待期待期待期待をををを持持持持っているわけですから、その計っているわけですから、その計っているわけですから、その計っているわけですから、その計画画画画ののののオオオオーーーーププププンにいけるように、ンにいけるように、ンにいけるように、ンにいけるように、ひひひひとつごとつごとつごとつご努努努努力力力力

をお願いします。をお願いします。をお願いします。をお願いします。

そして、県そして、県そして、県そして、県営営営営水道も、大きな水道も、大きな水道も、大きな水道も、大きな地地地地震震震震がががが来来来来ますと、奈良ますと、奈良ますと、奈良ますと、奈良市市市市とか、そういうところではとか、そういうところではとか、そういうところではとか、そういうところでは本当本当本当本当にににに

水道管が水道管が水道管が水道管が外外外外れますと、れますと、れますと、れますと、口口口口径径径径が大きかったら大が大きかったら大が大きかったら大が大きかったら大変変変変なことになります。なことになります。なことになります。なことになります。今今今今のののの話話話話をををを聞聞聞聞いたら、大いたら、大いたら、大いたら、大

分分分分いろいろいろいろいろいろいろいろ勉強勉強勉強勉強もして前へもして前へもして前へもして前へ進進進進んでいるんでいるんでいるんでいるみみみみたいですので、たいですので、たいですので、たいですので、今後今後今後今後よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 通告はいたしておりま通告はいたしておりま通告はいたしておりま通告はいたしておりませせせせんけれども、んけれども、んけれども、んけれども、単純単純単純単純な質問ですのでおな質問ですのでおな質問ですのでおな質問ですのでお答え答え答え答えいただきたいただきたいただきたいただきた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

今今今今、、、、新新新新奈良県総奈良県総奈良県総奈良県総合合合合医療センターの医療センターの医療センターの医療センターの話話話話が出ておりました。が出ておりました。が出ておりました。が出ておりました。砂砂砂砂地地地地で少で少で少で少々工々工々工々工事もおくれるとい事もおくれるとい事もおくれるとい事もおくれるとい
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うことで、これだけのうことで、これだけのうことで、これだけのうことで、これだけのププププロロロロジジジジェェェェクトクトクトクトですから、多少おくれるのもですから、多少おくれるのもですから、多少おくれるのもですから、多少おくれるのも想想想想定定定定済済済済みみみみなのかとも思いなのかとも思いなのかとも思いなのかとも思い

ます。ます。ます。ます。正正正正当当当当な理な理な理な理由由由由があっておくれるがあっておくれるがあっておくれるがあっておくれる分分分分には、これはもうには、これはもうには、これはもうには、これはもう仕仕仕仕方がない、そのように思うので方がない、そのように思うので方がない、そのように思うので方がない、そのように思うので

すが、前すが、前すが、前すが、前 々々々々からいろいろなところで質問が出ていると思うのですが、このすばらしい病院からいろいろなところで質問が出ていると思うのですが、このすばらしい病院からいろいろなところで質問が出ていると思うのですが、このすばらしい病院からいろいろなところで質問が出ていると思うのですが、このすばらしい病院

がががが身近身近身近身近にできるということで大にできるということで大にできるということで大にできるということで大変期待変期待変期待変期待もいたしております。もいたしております。もいたしております。もいたしております。

その中で、その中で、その中で、その中で、工工工工事は発事は発事は発事は発注注注注すれば業者がすれば業者がすれば業者がすれば業者が建建建建てるわけですけれども、中てるわけですけれども、中てるわけですけれども、中てるわけですけれども、中身身身身です。です。です。です。ソソソソフフフフトトトトの部の部の部の部分分分分。。。。

例え例え例え例えば医ば医ば医ば医師師師師、、、、看護師看護師看護師看護師、、、、介護士や介護士や介護士や介護士やもろもろのスタもろもろのスタもろもろのスタもろもろのスタッフッフッフッフの皆さん方のいろいろなの皆さん方のいろいろなの皆さん方のいろいろなの皆さん方のいろいろな働働働働くくくく場所場所場所場所があがあがあがあ

ると思うのですが、とりわけると思うのですが、とりわけると思うのですが、とりわけると思うのですが、とりわけドクドクドクドクターターターターやややや、、、、看護師看護師看護師看護師、、、、介護士介護士介護士介護士などのなどのなどのなどの養養養養成は、どのような成は、どのような成は、どのような成は、どのような形形形形でででで

進進進進んでいるのか。ただんでいるのか。ただんでいるのか。ただんでいるのか。ただ単純単純単純単純にににに今今今今ある病院のスタある病院のスタある病院のスタある病院のスタッフッフッフッフをををを全全全全部こっ部こっ部こっ部こっちちちちに移に移に移に移動動動動するだけなのか。するだけなのか。するだけなのか。するだけなのか。

あるいはまた、もう少しあるいはまた、もう少しあるいはまた、もう少しあるいはまた、もう少しググググレレレレーーーードドドドアッアッアッアッププププしてしてしてしてややややっていかなければならないような時代ですっていかなければならないような時代ですっていかなければならないような時代ですっていかなければならないような時代です

から、から、から、から、養養養養成をされているとするならば、どんな成をされているとするならば、どんな成をされているとするならば、どんな成をされているとするならば、どんな養養養養成をどこでされているのか。あるいはま成をどこでされているのか。あるいはま成をどこでされているのか。あるいはま成をどこでされているのか。あるいはま

た、そのた、そのた、そのた、その養養養養成されている成されている成されている成されている責任責任責任責任者というのか、者というのか、者というのか、者というのか、窓口窓口窓口窓口のののの責任責任責任責任者はどういう方がされているのか、者はどういう方がされているのか、者はどういう方がされているのか、者はどういう方がされているのか、

その辺をおその辺をおその辺をおその辺をお伺伺伺伺いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。いしたいと思います。

通告しておりま通告しておりま通告しておりま通告しておりませせせせんけれど、いろいろんけれど、いろいろんけれど、いろいろんけれど、いろいろ今今今今までにも質問が出ていますから、までにも質問が出ていますから、までにも質問が出ていますから、までにも質問が出ていますから、答え答え答え答えられるとられるとられるとられると

思いますので、よろしくお願いいたします。思いますので、よろしくお願いいたします。思いますので、よろしくお願いいたします。思いますので、よろしくお願いいたします。

○中川医療政策部理事○中川医療政策部理事○中川医療政策部理事○中川医療政策部理事 それでは、それでは、それでは、それでは、新新新新奈良県総奈良県総奈良県総奈良県総合合合合医療センターの開医療センターの開医療センターの開医療センターの開設設設設にににに向向向向けてのけてのけてのけての準準準準備とい備とい備とい備とい

うことでご質問かと思います。うことでご質問かと思います。うことでご質問かと思います。うことでご質問かと思います。

ごごごご存じ存じ存じ存じのように、病のように、病のように、病のように、病床床床床も大きくなりますし、も大きくなりますし、も大きくなりますし、も大きくなりますし、機能機能機能機能ももももアッアッアッアッププププするということで、するということで、するということで、するということで、特特特特に医に医に医に医師師師師、、、、

それからそれからそれからそれから看護師看護師看護師看護師等につきましては、等につきましては、等につきましては、等につきましては、今今今今の人員よりも相の人員よりも相の人員よりも相の人員よりも相当当当当人数人数人数人数的的的的にもにもにもにもふふふふややややしていくというこしていくというこしていくというこしていくというこ

とで、とで、とで、とで、現現現現実にはこの４月から実にはこの４月から実にはこの４月から実にはこの４月から独立独立独立独立行政行政行政行政法法法法人人人人化化化化をさをさをさをさせせせせていただいて、理事長のもとに人ていただいて、理事長のもとに人ていただいて、理事長のもとに人ていただいて、理事長のもとに人材材材材のののの

確保、確保、確保、確保、育育育育成ということで取り成ということで取り成ということで取り成ということで取り組組組組んでいただいております。３つの病院と２つのんでいただいております。３つの病院と２つのんでいただいております。３つの病院と２つのんでいただいております。３つの病院と２つの看護学看護学看護学看護学校校校校がががが

あるのですけれども、それとはあるのですけれども、それとはあるのですけれども、それとはあるのですけれども、それとは別別別別に、もう一つのに、もう一つのに、もう一つのに、もう一つの組組組組織織織織としてとしてとしてとして教育研修教育研修教育研修教育研修センターというものセンターというものセンターというものセンターというもの

をををを立ち上げ立ち上げ立ち上げ立ち上げささささせせせせていただいて、そていただいて、そていただいて、そていただいて、そちちちちらで医らで医らで医らで医師師師師のスのスのスのスキキキキルルルルアッアッアッアッププププ、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは看護師看護師看護師看護師、それ、それ、それ、それ以外以外以外以外

の職員のスの職員のスの職員のスの職員のスキキキキルルルルアッアッアッアッププププに取りに取りに取りに取り組組組組むむむむということで、ということで、ということで、ということで、採用採用採用採用、それからス、それからス、それからス、それからスキキキキルルルルアッアッアッアッププププとととと両両両両面面面面でででで法法法法

人のほうで取り人のほうで取り人のほうで取り人のほうで取り組組組組んでいただくということでごんでいただくということでごんでいただくということでごんでいただくということでござざざざいます。います。います。います。基本的基本的基本的基本的に奈良県総に奈良県総に奈良県総に奈良県総合合合合医療センタ医療センタ医療センタ医療センタ

ーのほうは、ーのほうは、ーのほうは、ーのほうは、現在現在現在現在総長をしていただいております総長をしていただいております総長をしていただいております総長をしていただいております上上上上田総長のもとで、人田総長のもとで、人田総長のもとで、人田総長のもとで、人材材材材の確保、の確保、の確保、の確保、育育育育成、成、成、成、

これは医これは医これは医これは医師師師師、、、、看護師看護師看護師看護師も含めてですけれども、主に取りも含めてですけれども、主に取りも含めてですけれども、主に取りも含めてですけれども、主に取り組組組組んでいただいているということで、んでいただいているということで、んでいただいているということで、んでいただいているということで、

ままままずずずず医医医医師師師師につきまして、直につきまして、直につきまして、直につきまして、直近近近近で取りで取りで取りで取り組組組組んでいただいておりますのは、救急も含めて総んでいただいておりますのは、救急も含めて総んでいただいておりますのは、救急も含めて総んでいただいておりますのは、救急も含めて総合合合合医医医医

のののの育育育育成ということで、成ということで、成ということで、成ということで、チチチチャレャレャレャレンジをしていただいておりまして、これから総ンジをしていただいておりまして、これから総ンジをしていただいておりまして、これから総ンジをしていただいておりまして、これから総合合合合医を医を医を医をふふふふややややしししし

ていくごていくごていくごていくご努努努努力をしていただいている力をしていただいている力をしていただいている力をしていただいている最最最最中ということでご中ということでご中ということでご中ということでござざざざいます。います。います。います。

それともう一方のそれともう一方のそれともう一方のそれともう一方の看護師看護師看護師看護師、それ、それ、それ、それ以外以外以外以外の職員も含めてですけれども、の職員も含めてですけれども、の職員も含めてですけれども、の職員も含めてですけれども、自自自自前の前の前の前の看護学看護学看護学看護学校校校校もももももももも
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とからごとからごとからごとからござざざざいますけれども、ここを少しいますけれども、ここを少しいますけれども、ここを少しいますけれども、ここを少し教育教育教育教育内容を内容を内容を内容を充充充充実さ実さ実さ実させせせせていただく取りていただく取りていただく取りていただく取り組み組み組み組みの中で、の中で、の中で、の中で、

そこからそこからそこからそこから基本的基本的基本的基本的にににに供供供供給給給給をする、あるいはをする、あるいはをする、あるいはをする、あるいは教育研修教育研修教育研修教育研修センターのほうで一センターのほうで一センターのほうで一センターのほうで一貫貫貫貫してスしてスしてスしてスキキキキルルルルアッアッアッアッププププ

をををを図図図図っていくということで、っていくということで、っていくということで、っていくということで、基本的基本的基本的基本的にはそれがにはそれがにはそれがにはそれがベベベベースになるのかと。それでもースになるのかと。それでもースになるのかと。それでもースになるのかと。それでも足足足足ららららずずずずまいまいまいまい

のところは、のところは、のところは、のところは、外外外外に出かけていって、に出かけていって、に出かけていって、に出かけていって、近近近近隣隣隣隣のののの府府府府県のところから人県のところから人県のところから人県のところから人材材材材ををををリクルリクルリクルリクルーーーートトトトというか、というか、というか、というか、

採用採用採用採用していく方していく方していく方していく方針針針針で取りで取りで取りで取り組組組組んでいただいております。んでいただいております。んでいただいております。んでいただいております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。中川医療政策部理事います。中川医療政策部理事います。中川医療政策部理事います。中川医療政策部理事自身自身自身自身、こういう、こういう、こういう、こういう聞聞聞聞き方をしたらき方をしたらき方をしたらき方をしたら

だめなのかな。だめなのかな。だめなのかな。だめなのかな。今今今今、奈良県総、奈良県総、奈良県総、奈良県総合合合合医療センターがあり、ほかの病院も、医療センターがあり、ほかの病院も、医療センターがあり、ほかの病院も、医療センターがあり、ほかの病院も、例え例え例え例えばばばば天天天天理よろ理よろ理よろ理よろづづづづ相相相相

談談談談所所所所病院だとかいろいろな病院がありますけれど、この奈良県総病院だとかいろいろな病院がありますけれど、この奈良県総病院だとかいろいろな病院がありますけれど、この奈良県総病院だとかいろいろな病院がありますけれど、この奈良県総合合合合医療センターとそのほ医療センターとそのほ医療センターとそのほ医療センターとそのほ

かの病院のかの病院のかの病院のかの病院の違違違違うところ。こういう病院にしたいという思いがうところ。こういう病院にしたいという思いがうところ。こういう病院にしたいという思いがうところ。こういう病院にしたいという思いがややややはりありますか。あれば、はりありますか。あれば、はりありますか。あれば、はりありますか。あれば、

どんなところですか。それをどんなところですか。それをどんなところですか。それをどんなところですか。それを教教教教ええええてください。てください。てください。てください。

○中川医療政策部理事○中川医療政策部理事○中川医療政策部理事○中川医療政策部理事 あまりあまりあまりあまり私私私私から大それたことを言うのもどうかと思いますけれども、から大それたことを言うのもどうかと思いますけれども、から大それたことを言うのもどうかと思いますけれども、から大それたことを言うのもどうかと思いますけれども、

新新新新奈良県総奈良県総奈良県総奈良県総合合合合医療センターの中医療センターの中医療センターの中医療センターの中期期期期目目目目標標標標に大きくに大きくに大きくに大きく掲げ掲げ掲げ掲げておりますのは、奈良県の中の、これておりますのは、奈良県の中の、これておりますのは、奈良県の中の、これておりますのは、奈良県の中の、これ

はははは特特特特に医療に医療に医療に医療分分分分野になりますけれども、野になりますけれども、野になりますけれども、野になりますけれども、地域地域地域地域貢献貢献貢献貢献を果たしていくということで、を果たしていくということで、を果たしていくということで、を果たしていくということで、地域地域地域地域貢献貢献貢献貢献のののの

中でも中でも中でも中でも特特特特に医に医に医に医師師師師、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは看護師看護師看護師看護師を含めた医療職のを含めた医療職のを含めた医療職のを含めた医療職のレレレレベベベベルルルルアッアッアッアッププププのためにのためにのためにのために貢献貢献貢献貢献していくとしていくとしていくとしていくと

いうことで、いうことで、いうことで、いうことで、指導指導指導指導層層層層になっていく職員をまになっていく職員をまになっていく職員をまになっていく職員をまずずずず育育育育てていくこと。それともう一点は、てていくこと。それともう一点は、てていくこと。それともう一点は、てていくこと。それともう一点は、地域地域地域地域のののの

医療医療医療医療機機機機関の医関の医関の医関の医師師師師、あるいは、あるいは、あるいは、あるいは看護師や看護師や看護師や看護師やそれそれそれそれ以外以外以外以外の職員も含めてですけれども、の職員も含めてですけれども、の職員も含めてですけれども、の職員も含めてですけれども、先先先先ほど言いまほど言いまほど言いまほど言いま

すすすす教育研修教育研修教育研修教育研修センターを中センターを中センターを中センターを中心心心心に、そこでスに、そこでスに、そこでスに、そこでスキキキキルルルルアッアッアッアッププププもももも図図図図っていただくようなっていただくようなっていただくようなっていただくような組組組組織織織織。この。この。この。この教教教教

育研修育研修育研修育研修センターのセンターのセンターのセンターの組組組組織織織織というのは他のというのは他のというのは他のというのは他の府府府府県の県の県の県の公公公公立立立立病院でもめったにない病院でもめったにない病院でもめったにない病院でもめったにない組組組組織織織織ということで、ということで、ということで、ということで、

これはこれはこれはこれは非常非常非常非常にににに特特特特色色色色のある取りのある取りのある取りのある取り組み組み組み組みであろうと思っております。であろうと思っております。であろうと思っております。であろうと思っております。以上以上以上以上です。です。です。です。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 本当本当本当本当にににに意意意意気込み気込み気込み気込みはははは伝伝伝伝わってくるものが前わってくるものが前わってくるものが前わってくるものが前 々々々々からごからごからごからござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、非常非常非常非常にににに期待期待期待期待

をいたしております。なかなか、をいたしております。なかなか、をいたしております。なかなか、をいたしております。なかなか、最後最後最後最後の奥の奥までの奥の奥までの奥の奥までの奥の奥まで答え答え答え答えられない部られない部られない部られない部分分分分もももも当然当然当然当然あろうかと思あろうかと思あろうかと思あろうかと思

いますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、我我我我 々々々々はあなた方に質問するしかほかにないわけです。もしもっとはあなた方に質問するしかほかにないわけです。もしもっとはあなた方に質問するしかほかにないわけです。もしもっとはあなた方に質問するしかほかにないわけです。もしもっと深深深深い質い質い質い質

問で問で問で問で答え答え答え答えてくれるような方がいらっしてくれるような方がいらっしてくれるような方がいらっしてくれるような方がいらっしゃゃゃゃったら、このったら、このったら、このったら、この特別特別特別特別委員会にまた出てきていただい委員会にまた出てきていただい委員会にまた出てきていただい委員会にまた出てきていただい

たら、たら、たら、たら、本当本当本当本当は直接そのは直接そのは直接そのは直接その窓口窓口窓口窓口のののの現場現場現場現場の人との人との人との人と話話話話したいのですが、直接したいのですが、直接したいのですが、直接したいのですが、直接話話話話すすすす機機機機会がこういう会がこういう会がこういう会がこういう機機機機会会会会

しか、あなた方にしか、あなた方にしか、あなた方にしか、あなた方にぶぶぶぶつけるしかないのでこういう質問になるのですけれども、つけるしかないのでこういう質問になるのですけれども、つけるしかないのでこういう質問になるのですけれども、つけるしかないのでこういう質問になるのですけれども、ひひひひとつとつとつとつ我我我我 々々々々

もしっかりと、また協力をさもしっかりと、また協力をさもしっかりと、また協力をさもしっかりと、また協力をさせせせせていただきますので、ていただきますので、ていただきますので、ていただきますので、命命命命の問の問の問の問題題題題でごでごでごでござざざざいますから、いますから、いますから、いますから、本当本当本当本当にににに

期待期待期待期待をいたしておりますので、よろしくお願いいたします。をいたしておりますので、よろしくお願いいたします。をいたしておりますので、よろしくお願いいたします。をいたしておりますので、よろしくお願いいたします。終終終終わります。ありがとうごわります。ありがとうごわります。ありがとうごわります。ありがとうござざざざ

いました。いました。いました。いました。

○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長 簡簡簡簡単単単単な質問だろうと思いますけれども、がんの問な質問だろうと思いますけれども、がんの問な質問だろうと思いますけれども、がんの問な質問だろうと思いますけれども、がんの問題題題題でおでおでおでお聞聞聞聞きしたいと思きしたいと思きしたいと思きしたいと思

っております。っております。っております。っております。
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奈良県は、奈良県は、奈良県は、奈良県は、以以以以前はがん対策は前はがん対策は前はがん対策は前はがん対策は非常非常非常非常にににに全全全全国国国国的的的的におくれていた県でしたけれども、におくれていた県でしたけれども、におくれていた県でしたけれども、におくれていた県でしたけれども、最近最近最近最近それそれそれそれ

ぞぞぞぞれごれごれごれご努努努努力をしていただきまして、力をしていただきまして、力をしていただきまして、力をしていただきまして、非常非常非常非常に前に前に前に前進進進進をしてきております。とりわけ県議会議員をしてきております。とりわけ県議会議員をしてきております。とりわけ県議会議員をしてきております。とりわけ県議会議員

の皆さん方も奈良県議会がん対策の皆さん方も奈良県議会がん対策の皆さん方も奈良県議会がん対策の皆さん方も奈良県議会がん対策推推推推進進進進議員連議員連議員連議員連盟盟盟盟に入会していただいて、そしていろいろなに入会していただいて、そしていろいろなに入会していただいて、そしていろいろなに入会していただいて、そしていろいろな

活活活活動動動動をそれをそれをそれをそれぞぞぞぞれしていただいて、奈良県れしていただいて、奈良県れしていただいて、奈良県れしていただいて、奈良県全全全全体ががん対策を体ががん対策を体ががん対策を体ががん対策を進進進進めてきているわけです。さらめてきているわけです。さらめてきているわけです。さらめてきているわけです。さら

にもっとにもっとにもっとにもっと先進先進先進先進県県県県的的的的なななな役割役割役割役割を果たしていこうと思を果たしていこうと思を果たしていこうと思を果たしていこうと思ええええば、ば、ば、ば、今今今今あるがん対策は、あるがん対策は、あるがん対策は、あるがん対策は、課課課課で言で言で言で言ええええば４つば４つば４つば４つ

のののの課課課課にににに分分分分かれているわけでして、かれているわけでして、かれているわけでして、かれているわけでして、具具具具体に言わなくてもわかると思うのですけれども、がん体に言わなくてもわかると思うのですけれども、がん体に言わなくてもわかると思うのですけれども、がん体に言わなくてもわかると思うのですけれども、がん

は、どこで取りは、どこで取りは、どこで取りは、どこで取り組組組組んでいるのかというのがあったら、これはここのんでいるのかというのがあったら、これはここのんでいるのかというのがあったら、これはここのんでいるのかというのがあったら、これはここの課課課課、これはここの、これはここの、これはここの、これはここの課課課課と、と、と、と、

こうなるわけですので、もっと一体こうなるわけですので、もっと一体こうなるわけですので、もっと一体こうなるわけですので、もっと一体的的的的ににににぐぐぐぐっとっとっとっと推推推推しししし進進進進めていく対策めていく対策めていく対策めていく対策課課課課をつくっていただいをつくっていただいをつくっていただいをつくっていただい

たらどうかと、こう思っております。たらどうかと、こう思っております。たらどうかと、こう思っております。たらどうかと、こう思っております。

全全全全国国国国的的的的に言いますと、がん対策に言いますと、がん対策に言いますと、がん対策に言いますと、がん対策推推推推進課進課進課進課をつくっているをつくっているをつくっているをつくっている都都都都道道道道府府府府県は、２県しかないわけで、県は、２県しかないわけで、県は、２県しかないわけで、県は、２県しかないわけで、

ほかは対策室であったり、奈良県のようなほかは対策室であったり、奈良県のようなほかは対策室であったり、奈良県のようなほかは対策室であったり、奈良県のような状況状況状況状況であったりするわけですけれども、そういであったりするわけですけれども、そういであったりするわけですけれども、そういであったりするわけですけれども、そうい

うううう課課課課をつくっていただいてはどうかと、こう思うわけでごをつくっていただいてはどうかと、こう思うわけでごをつくっていただいてはどうかと、こう思うわけでごをつくっていただいてはどうかと、こう思うわけでござざざざいます。それに対するいます。それに対するいます。それに対するいます。それに対する見見見見解解解解を、を、を、を、

副知事でも副知事でも副知事でも副知事でも結構結構結構結構ですし、総務部長でもですし、総務部長でもですし、総務部長でもですし、総務部長でも結構結構結構結構ですし、渡辺医療政策部長でもですし、渡辺医療政策部長でもですし、渡辺医療政策部長でもですし、渡辺医療政策部長でも結構結構結構結構ですけれどですけれどですけれどですけれど

も、も、も、も、誰誰誰誰かそういう点でのごかそういう点でのごかそういう点でのごかそういう点でのご意見意見意見意見をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせせせせ願願願願ええええたらたらたらたら非常非常非常非常にありがたいと思っております。にありがたいと思っております。にありがたいと思っております。にありがたいと思っております。

○前田副知事○前田副知事○前田副知事○前田副知事 小泉副委員長には小泉副委員長には小泉副委員長には小泉副委員長には本当本当本当本当にいつもがん対策についてはにいつもがん対策についてはにいつもがん対策についてはにいつもがん対策については我我我我 々々々々県県県県庁庁庁庁のほうをのほうをのほうをのほうを指導指導指導指導

していただいて、していただいて、していただいて、していただいて、厚厚厚厚くくくく御御御御礼礼礼礼をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げたいとたいとたいとたいと存じ存じ存じ存じます。ます。ます。ます。私私私私が３年前健が３年前健が３年前健が３年前健康康康康福祉福祉福祉福祉部長にいたと部長にいたと部長にいたと部長にいたと

きには、まだこんなに多くのきには、まだこんなに多くのきには、まだこんなに多くのきには、まだこんなに多くのキキキキャャャャンペーンもなかったですし、こんなに大きなンペーンもなかったですし、こんなに大きなンペーンもなかったですし、こんなに大きなンペーンもなかったですし、こんなに大きな運運運運動動動動もなかもなかもなかもなか

ったですので、この３年でったですので、この３年でったですので、この３年でったですので、この３年で本当本当本当本当に奈良県のがん対策はに奈良県のがん対策はに奈良県のがん対策はに奈良県のがん対策は充充充充実してきたのだろうと実してきたのだろうと実してきたのだろうと実してきたのだろうと私自身私自身私自身私自身も認も認も認も認

識識識識をしております。をしております。をしております。をしております。

今今今今お尋ねのごお尋ねのごお尋ねのごお尋ねのござざざざいましたいましたいましたいました担担担担当課当課当課当課でごでごでごでござざざざいますけれども、いますけれども、いますけれども、いますけれども、先先先先ほど少し和田委員のときにおほど少し和田委員のときにおほど少し和田委員のときにおほど少し和田委員のときにお

見見見見苦苦苦苦しい点がありました。一部確かに健しい点がありました。一部確かに健しい点がありました。一部確かに健しい点がありました。一部確かに健康康康康福祉福祉福祉福祉部と医療政策部で部と医療政策部で部と医療政策部で部と医療政策部で分分分分かれていてあまりうまかれていてあまりうまかれていてあまりうまかれていてあまりうま

くいっていないというところもないわけではないのですが、このがん対策についてはくいっていないというところもないわけではないのですが、このがん対策についてはくいっていないというところもないわけではないのですが、このがん対策についてはくいっていないというところもないわけではないのですが、このがん対策については比比比比較較較較

的的的的うまくいっているのだろうと思っております。確かにうまくいっているのだろうと思っております。確かにうまくいっているのだろうと思っております。確かにうまくいっているのだろうと思っております。確かに課課課課は４つには４つには４つには４つに分分分分かれておりますけれかれておりますけれかれておりますけれかれておりますけれ

ども、どのような事業をども、どのような事業をども、どのような事業をども、どのような事業をややややってもどうしてもってもどうしてもってもどうしてもってもどうしても複複複複数の数の数の数の課課課課がかかわるということはがかかわるということはがかかわるということはがかかわるということは避避避避けて通れけて通れけて通れけて通れ

ないないないない話話話話ですので、その中ではうまく連ですので、その中ではうまく連ですので、その中ではうまく連ですので、その中ではうまく連携携携携をしているのだろうとは思います。確かにごをしているのだろうとは思います。確かにごをしているのだろうとは思います。確かにごをしているのだろうとは思います。確かにご指摘指摘指摘指摘

のありましたように、がん対策で４のありましたように、がん対策で４のありましたように、がん対策で４のありましたように、がん対策で４７７７７都都都都道道道道府府府府県の中でも県の中でも県の中でも県の中でも先進先進先進先進県になるということを目県になるということを目県になるということを目県になるということを目指指指指しししし

たたたた場合場合場合場合に、に、に、に、何何何何かこのかこのかこのかこの象象象象徴徴徴徴的的的的なもの、多少実質もなもの、多少実質もなもの、多少実質もなもの、多少実質も当然当然当然当然要るわけですけれども、要るわけですけれども、要るわけですけれども、要るわけですけれども、象象象象徴徴徴徴的的的的にがんにがんにがんにがん

対策を対策を対策を対策を特特特特出しするということは一つのご出しするということは一つのご出しするということは一つのご出しするということは一つのご提提提提言だろうと思っておりますので、言だろうと思っておりますので、言だろうと思っておりますので、言だろうと思っておりますので、今今今今年度年度年度年度末末末末にににに向向向向

けていろいろとけていろいろとけていろいろとけていろいろと検討検討検討検討ささささせせせせていただき、ご相談もさていただき、ご相談もさていただき、ご相談もさていただき、ご相談もさせせせせていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。ていただきたいと思います。

○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長○小泉副委員長 ありがとうごありがとうごありがとうごありがとうござざざざいます。引き続きいます。引き続きいます。引き続きいます。引き続き検討検討検討検討していただきたいと思うわけですしていただきたいと思うわけですしていただきたいと思うわけですしていただきたいと思うわけです
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けれども、けれども、けれども、けれども、死死死死因因因因の第１の第１の第１の第１位位位位はがんであると言われております。１０月１０日の中川はがんであると言われております。１０月１０日の中川はがんであると言われております。１０月１０日の中川はがんであると言われております。１０月１０日の中川先生先生先生先生のののの講講講講

演演演演で、日で、日で、日で、日本本本本のがんは１のがんは１のがんは１のがんは１％％％％ずずずずつつつつふふふふええええていっているというていっているというていっているというていっているという話話話話をををを聞聞聞聞いているわけでして、きいているわけでして、きいているわけでして、きいているわけでして、きょょょょうううう

はははは男男男男性性性性が多いわけですけれども、が多いわけですけれども、が多いわけですけれども、が多いわけですけれども、男男男男性性性性はははは今今今今大体６０大体６０大体６０大体６０％％％％、だから１０人のう、だから１０人のう、だから１０人のう、だから１０人のうちちちち６人ががんに６人ががんに６人ががんに６人ががんに

なると言われています、なると言われています、なると言われています、なると言われています、女女女女性性性性はははは低低低低いらしいですけれども。そういうこともごいらしいですけれども。そういうこともごいらしいですけれども。そういうこともごいらしいですけれども。そういうこともござざざざいますので、いますので、いますので、いますので、

健健健健康寿康寿康寿康寿命命命命日日日日本本本本一を目一を目一を目一を目指指指指している奈良県ですので、がん対策はしている奈良県ですので、がん対策はしている奈良県ですので、がん対策はしている奈良県ですので、がん対策は非常非常非常非常にににに重重重重要だと思いますので、要だと思いますので、要だと思いますので、要だと思いますので、

そういう点ではそういうそういう点ではそういうそういう点ではそういうそういう点ではそういう課課課課もきもきもきもきちちちちんとしていただくことをんとしていただくことをんとしていただくことをんとしていただくことを希希希希望望望望いたしまして、さらにこれいたしまして、さらにこれいたしまして、さらにこれいたしまして、さらにこれ

は総は総は総は総括括括括で知事にも一度で知事にも一度で知事にも一度で知事にも一度聞聞聞聞きたいと思っておりますので、きたいと思っておりますので、きたいと思っておりますので、きたいと思っておりますので、ひひひひとつよろしくお願いとつよろしくお願いとつよろしくお願いとつよろしくお願い申申申申しししし上げ上げ上げ上げまままま

して、質問をして、質問をして、質問をして、質問を終終終終わります。わります。わります。わります。

○国中委員長○国中委員長○国中委員長○国中委員長 そのほかにごそのほかにごそのほかにごそのほかにござざざざいまいまいまいませせせせんか。んか。んか。んか。

（（（（「「「「なし」となし」となし」となし」と呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

ないようです。委員の皆さん、そしてまた理事者の皆さんのないようです。委員の皆さん、そしてまた理事者の皆さんのないようです。委員の皆さん、そしてまた理事者の皆さんのないようです。委員の皆さん、そしてまた理事者の皆さんの的的的的確なお確なお確なお確なお答え答え答え答えでスムーでスムーでスムーでスムーズズズズにににに

審査が審査が審査が審査が終終終終了了了了いたしました。いたしました。いたしました。いたしました。

これで医療政策部、病院、水道局の審査をこれで医療政策部、病院、水道局の審査をこれで医療政策部、病院、水道局の審査をこれで医療政策部、病院、水道局の審査を終終終終わります。わります。わります。わります。

明１０月１５日水明１０月１５日水明１０月１５日水明１０月１５日水曜曜曜曜日午前１０時より、健日午前１０時より、健日午前１０時より、健日午前１０時より、健康康康康福祉福祉福祉福祉部、こども・部、こども・部、こども・部、こども・女女女女性性性性局の審査を行い、そ局の審査を行い、そ局の審査を行い、そ局の審査を行い、そ

のののの終終終終了了了了後後後後、、、、南南南南部部部部東東東東部部部部振振振振興興興興、そしてまた、そしてまた、そしてまた、そしてまた紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島大水大水大水大水害害害害復復復復旧旧旧旧・・・・復復復復興興興興、県、県、県、県土土土土ママママネネネネジジジジメメメメンンンントトトト部、部、部、部、

ままままちちちちづづづづくりくりくりくり推推推推進進進進局の審査を行いますので、よろしくお願いいたします。局の審査を行いますので、よろしくお願いいたします。局の審査を行いますので、よろしくお願いいたします。局の審査を行いますので、よろしくお願いいたします。

これでこれでこれでこれで本本本本日の会議を日の会議を日の会議を日の会議を終終終終わります。どうもごわります。どうもごわります。どうもごわります。どうもご苦苦苦苦労労労労さまでごさまでごさまでごさまでござざざざいました。いました。いました。いました。


