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地 域 医 療 体 制 整 備 促 進 特 別 委 員 会 記 録地 域 医 療 体 制 整 備 促 進 特 別 委 員 会 記 録地 域 医 療 体 制 整 備 促 進 特 別 委 員 会 記 録地 域 医 療 体 制 整 備 促 進 特 別 委 員 会 記 録

開催日時開催日時開催日時開催日時 平成２５年２月２２日（金） １０：０３～１２：０１平成２５年２月２２日（金） １０：０３～１２：０１平成２５年２月２２日（金） １０：０３～１２：０１平成２５年２月２２日（金） １０：０３～１２：０１

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 ８名８名８名８名

森川 喜之 委員長森川 喜之 委員長森川 喜之 委員長森川 喜之 委員長

和田 恵治 副委員長和田 恵治 副委員長和田 恵治 副委員長和田 恵治 副委員長

大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員大国 正博 委員

山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 委員山村 幸穂 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

神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員神田加津代 委員

荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員荻田 義雄 委員

中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 委員中村 昭 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 高城 医療政策部長 ほか、関係職員高城 医療政策部長 ほか、関係職員高城 医療政策部長 ほか、関係職員高城 医療政策部長 ほか、関係職員

傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者 ３名３名３名３名

議 事議 事議 事議 事

（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について（１）２月定例県議会提出予定議案について

（２）その他（２）その他（２）その他（２）その他

〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉〈質疑応答〉

○森川委員長○森川委員長○森川委員長○森川委員長 それでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて質疑があれそれでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて質疑があれそれでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて質疑があれそれでは、ただいまの説明、報告またはその他の事項も含めて質疑があれ

ばご発言願います。ばご発言願います。ばご発言願います。ばご発言願います。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 盛りだくさんな地域医療の予算でございまして、県立医科大学、あるいはま盛りだくさんな地域医療の予算でございまして、県立医科大学、あるいはま盛りだくさんな地域医療の予算でございまして、県立医科大学、あるいはま盛りだくさんな地域医療の予算でございまして、県立医科大学、あるいはま

た新県立奈良病院、県立三室病院の独立行政法人化、さらにはいろいろな事業がめじろ押た新県立奈良病院、県立三室病院の独立行政法人化、さらにはいろいろな事業がめじろ押た新県立奈良病院、県立三室病院の独立行政法人化、さらにはいろいろな事業がめじろ押た新県立奈良病院、県立三室病院の独立行政法人化、さらにはいろいろな事業がめじろ押

しでございます。本当に大変な勢いで知事に頑張っていただいているのだという思いはいしでございます。本当に大変な勢いで知事に頑張っていただいているのだという思いはいしでございます。本当に大変な勢いで知事に頑張っていただいているのだという思いはいしでございます。本当に大変な勢いで知事に頑張っていただいているのだという思いはい

たしているわけでございます。たしているわけでございます。たしているわけでございます。たしているわけでございます。

特に医療をやるときに、何と言っても医師の確保、その中でも３Ｋといわれる、危険、特に医療をやるときに、何と言っても医師の確保、その中でも３Ｋといわれる、危険、特に医療をやるときに、何と言っても医師の確保、その中でも３Ｋといわれる、危険、特に医療をやるときに、何と言っても医師の確保、その中でも３Ｋといわれる、危険、

きつい、汚いという重圧に耐えながらおやりいただく科の専門職の方々が、外科や麻酔科、きつい、汚いという重圧に耐えながらおやりいただく科の専門職の方々が、外科や麻酔科、きつい、汚いという重圧に耐えながらおやりいただく科の専門職の方々が、外科や麻酔科、きつい、汚いという重圧に耐えながらおやりいただく科の専門職の方々が、外科や麻酔科、

あるいはまた小児科、産科を含めてどのような状況なのか、まずお答えいただきたいと思あるいはまた小児科、産科を含めてどのような状況なのか、まずお答えいただきたいと思あるいはまた小児科、産科を含めてどのような状況なのか、まずお答えいただきたいと思あるいはまた小児科、産科を含めてどのような状況なのか、まずお答えいただきたいと思

います。中川医療政策部次長からお願いします。います。中川医療政策部次長からお願いします。います。中川医療政策部次長からお願いします。います。中川医療政策部次長からお願いします。

それから、今年度も県立病院関係の看護学校を卒業されるかたの就労状況は、県内へ就それから、今年度も県立病院関係の看護学校を卒業されるかたの就労状況は、県内へ就それから、今年度も県立病院関係の看護学校を卒業されるかたの就労状況は、県内へ就それから、今年度も県立病院関係の看護学校を卒業されるかたの就労状況は、県内へ就
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職をされるのか、あるいは県外なのか、その割合について、合格発表があって内示を受け職をされるのか、あるいは県外なのか、その割合について、合格発表があって内示を受け職をされるのか、あるいは県外なのか、その割合について、合格発表があって内示を受け職をされるのか、あるいは県外なのか、その割合について、合格発表があって内示を受け

ておられる生徒さんに随分お聞きしているのですけれども、どうなっているのだろうと、ておられる生徒さんに随分お聞きしているのですけれども、どうなっているのだろうと、ておられる生徒さんに随分お聞きしているのですけれども、どうなっているのだろうと、ておられる生徒さんに随分お聞きしているのですけれども、どうなっているのだろうと、

思っているところでございますので、お答えください。思っているところでございますので、お答えください。思っているところでございますので、お答えください。思っているところでございますので、お答えください。

それから、県立奈良病院また県立三室病院の一般地方独立行政法人設立に向けた体制づそれから、県立奈良病院また県立三室病院の一般地方独立行政法人設立に向けた体制づそれから、県立奈良病院また県立三室病院の一般地方独立行政法人設立に向けた体制づそれから、県立奈良病院また県立三室病院の一般地方独立行政法人設立に向けた体制づ

くりについて、前県立医科大学学長の吉田修先生、それから県に参与としてお務めをいたくりについて、前県立医科大学学長の吉田修先生、それから県に参与としてお務めをいたくりについて、前県立医科大学学長の吉田修先生、それから県に参与としてお務めをいたくりについて、前県立医科大学学長の吉田修先生、それから県に参与としてお務めをいた

だいております榊先生が理事長予定者となっておりますが、任命権者はどうなっているのだいております榊先生が理事長予定者となっておりますが、任命権者はどうなっているのだいております榊先生が理事長予定者となっておりますが、任命権者はどうなっているのだいております榊先生が理事長予定者となっておりますが、任命権者はどうなっているの

か、ここへぽんと出すことがどうなのか。お聞かせいただきたいと思います。か、ここへぽんと出すことがどうなのか。お聞かせいただきたいと思います。か、ここへぽんと出すことがどうなのか。お聞かせいただきたいと思います。か、ここへぽんと出すことがどうなのか。お聞かせいただきたいと思います。

○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱 まず、新県立奈良病院の整備に向けましたまず、新県立奈良病院の整備に向けましたまず、新県立奈良病院の整備に向けましたまず、新県立奈良病院の整備に向けました

医師の確保についてご回答させていただきたいと思います。医師の確保についてご回答させていただきたいと思います。医師の確保についてご回答させていただきたいと思います。医師の確保についてご回答させていただきたいと思います。

まず、新県立奈良病院は、平成２８年オープンに向けまして現在県立奈良病院を中心にまず、新県立奈良病院は、平成２８年オープンに向けまして現在県立奈良病院を中心にまず、新県立奈良病院は、平成２８年オープンに向けまして現在県立奈良病院を中心にまず、新県立奈良病院は、平成２８年オープンに向けまして現在県立奈良病院を中心に

医師の確保に努めているところでございます。医師の確保に努めているところでございます。医師の確保に努めているところでございます。医師の確保に努めているところでございます。

現在の状況ですけれども、まず県立奈良病院は４年前の平成２１年には、医師の数が７現在の状況ですけれども、まず県立奈良病院は４年前の平成２１年には、医師の数が７現在の状況ですけれども、まず県立奈良病院は４年前の平成２１年には、医師の数が７現在の状況ですけれども、まず県立奈良病院は４年前の平成２１年には、医師の数が７

９名という状態でございまして、これが現在直近では９６名で、この間１７名の医師を増９名という状態でございまして、これが現在直近では９６名で、この間１７名の医師を増９名という状態でございまして、これが現在直近では９６名で、この間１７名の医師を増９名という状態でございまして、これが現在直近では９６名で、この間１７名の医師を増

員しているところでございます。員しているところでございます。員しているところでございます。員しているところでございます。

新県立奈良病院につきましては、先ほどご説明をさせていただきましたように５４０床新県立奈良病院につきましては、先ほどご説明をさせていただきましたように５４０床新県立奈良病院につきましては、先ほどご説明をさせていただきましたように５４０床新県立奈良病院につきましては、先ほどご説明をさせていただきましたように５４０床

程度ということで、かなり程度ということで、かなり程度ということで、かなり程度ということで、かなり規模規模規模規模、内、内、内、内容容容容をををを充実充実充実充実いたしますので、さらに医師の確保はいたしますので、さらに医師の確保はいたしますので、さらに医師の確保はいたしますので、さらに医師の確保は必要必要必要必要とととと

認識認識認識認識しておりまして、法人化に向けて、先ほどお名前を出させていただきましたけれども、しておりまして、法人化に向けて、先ほどお名前を出させていただきましたけれども、しておりまして、法人化に向けて、先ほどお名前を出させていただきましたけれども、しておりまして、法人化に向けて、先ほどお名前を出させていただきましたけれども、

吉田先生、榊先生を含めまして、今吉田先生、榊先生を含めまして、今吉田先生、榊先生を含めまして、今吉田先生、榊先生を含めまして、今後後後後医師の確保に医師の確保に医師の確保に医師の確保に取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいく覚悟覚悟覚悟覚悟でやっていきたいでやっていきたいでやっていきたいでやっていきたい

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。

委員ご委員ご委員ご委員ご指摘指摘指摘指摘の産科、小児科、麻酔科、またごの産科、小児科、麻酔科、またごの産科、小児科、麻酔科、またごの産科、小児科、麻酔科、またご指摘指摘指摘指摘にはありませんけれども、特に外科にはありませんけれども、特に外科にはありませんけれども、特に外科にはありませんけれども、特に外科系系系系

の医師についてもの医師についてもの医師についてもの医師についても課題課題課題課題があると思っておりますので、そのがあると思っておりますので、そのがあると思っておりますので、そのがあると思っておりますので、その辺辺辺辺につきましても、一つは奈良につきましても、一つは奈良につきましても、一つは奈良につきましても、一つは奈良

県立医科大学からの医師の県立医科大学からの医師の県立医科大学からの医師の県立医科大学からの医師の派遣派遣派遣派遣といいますか確保、それから、現在といいますか確保、それから、現在といいますか確保、それから、現在といいますか確保、それから、現在奨奨奨奨学金を県で学金を県で学金を県で学金を県で支給支給支給支給をしをしをしをし

ている医師についても一定県立奈良病院にている医師についても一定県立奈良病院にている医師についても一定県立奈良病院にている医師についても一定県立奈良病院に配置配置配置配置をしたいということが１をしたいということが１をしたいということが１をしたいということが１点点点点。それから、ま。それから、ま。それから、ま。それから、ま

た現た現た現た現実問題実問題実問題実問題、県立奈良病院、県立医科大学、県立奈良病院、県立医科大学、県立奈良病院、県立医科大学、県立奈良病院、県立医科大学附属附属附属附属病院で医師が病院で医師が病院で医師が病院で医師が診診診診療科によってはなかなか療科によってはなかなか療科によってはなかなか療科によってはなかなか厳厳厳厳

しい科もございますので、そういったしい科もございますので、そういったしい科もございますので、そういったしい科もございますので、そういった診診診診療科につきましては、県外の大学あるいは県外の療科につきましては、県外の大学あるいは県外の療科につきましては、県外の大学あるいは県外の療科につきましては、県外の大学あるいは県外の

病院に医師の確保を病院に医師の確保を病院に医師の確保を病院に医師の確保を求求求求めなければならない事態もあるというめなければならない事態もあるというめなければならない事態もあるというめなければならない事態もあるという認識認識認識認識のもとに医師確保に努めのもとに医師確保に努めのもとに医師確保に努めのもとに医師確保に努め

てまいりたいとてまいりたいとてまいりたいとてまいりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

それから、２それから、２それから、２それから、２点目点目点目点目、独立行政法人化に向けて、医療政策部長から報告させていただきま、独立行政法人化に向けて、医療政策部長から報告させていただきま、独立行政法人化に向けて、医療政策部長から報告させていただきま、独立行政法人化に向けて、医療政策部長から報告させていただきま

した吉田修先生、榊先生の２名ですけれども、現在、した吉田修先生、榊先生の２名ですけれども、現在、した吉田修先生、榊先生の２名ですけれども、現在、した吉田修先生、榊先生の２名ですけれども、現在、両両両両名の先生方にお願いをして名の先生方にお願いをして名の先生方にお願いをして名の先生方にお願いをして検討検討検討検討をををを

進進進進めたいということで、現めたいということで、現めたいということで、現めたいということで、現時点時点時点時点ではまだ正ではまだ正ではまだ正ではまだ正式式式式に任命ということではありませんけれども、に任命ということではありませんけれども、に任命ということではありませんけれども、に任命ということではありませんけれども、
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今回、理事長の予定者として榊先生のお名前を出させていただいております。法人化され今回、理事長の予定者として榊先生のお名前を出させていただいております。法人化され今回、理事長の予定者として榊先生のお名前を出させていただいております。法人化され今回、理事長の予定者として榊先生のお名前を出させていただいております。法人化され

ますと、ますと、ますと、ますと、規則上規則上規則上規則上知事が理事長を任命することになっておりますので、その知事が理事長を任命することになっておりますので、その知事が理事長を任命することになっておりますので、その知事が理事長を任命することになっておりますので、その時点時点時点時点で知事からで知事からで知事からで知事から

理事長を任命することになります。現在、理事長を任命することになります。現在、理事長を任命することになります。現在、理事長を任命することになります。現在、両両両両先生方にお願いをして先生方にお願いをして先生方にお願いをして先生方にお願いをして検討検討検討検討にににに入入入入っていただくっていただくっていただくっていただく

ことで、就任いただくことをことで、就任いただくことをことで、就任いただくことをことで、就任いただくことを念頭念頭念頭念頭にににに置置置置いて報告をさせていただいている状況でございます。いて報告をさせていただいている状況でございます。いて報告をさせていただいている状況でございます。いて報告をさせていただいている状況でございます。

看護学校からの就労状況について、看護学校からの就労状況について、看護学校からの就労状況について、看護学校からの就労状況について、及及及及川医師川医師川医師川医師・・・・看護師確保看護師確保看護師確保看護師確保対対対対策室長からお答えします。策室長からお答えします。策室長からお答えします。策室長からお答えします。

（（（（「「「「それからもう１それからもう１それからもう１それからもう１点点点点。３Ｋは、今の医大やらを含めてどういう状況なのかということ。。３Ｋは、今の医大やらを含めてどういう状況なのかということ。。３Ｋは、今の医大やらを含めてどういう状況なのかということ。。３Ｋは、今の医大やらを含めてどういう状況なのかということ。

医師が医師が医師が医師が十十十十分分分分充足充足充足充足されているのか。これからされているのか。これからされているのか。これからされているのか。これから取取取取りりりり組組組組んでいくそのんでいくそのんでいくそのんでいくその若若若若い先生方、そういったもい先生方、そういったもい先生方、そういったもい先生方、そういったも

のがのがのがのが十十十十分に分に分に分に対応対応対応対応しししし切切切切れているのかれているのかれているのかれているのか。。。。」」」」とととと呼ぶ呼ぶ呼ぶ呼ぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

医師、特に医師、特に医師、特に医師、特に診診診診療科によっては、療科によっては、療科によっては、療科によっては、実際問題実際問題実際問題実際問題かなりかなりかなりかなり厳厳厳厳しい医しい医しい医しい医局局局局があることはがあることはがあることはがあることは承承承承知しておりま知しておりま知しておりま知しておりま

して、特にして、特にして、特にして、特に最最最最近の近の近の近の若若若若い医師のい医師のい医師のい医師の傾傾傾傾向で麻酔科でありますとか、産科、小児科は向で麻酔科でありますとか、産科、小児科は向で麻酔科でありますとか、産科、小児科は向で麻酔科でありますとか、産科、小児科は入局入局入局入局がこれまがこれまがこれまがこれま

でででで非常非常非常非常にににに少少少少なかったということでなかったということでなかったということでなかったということで毛嫌毛嫌毛嫌毛嫌いされていたのかと。あるいは先ほども言いましたいされていたのかと。あるいは先ほども言いましたいされていたのかと。あるいは先ほども言いましたいされていたのかと。あるいは先ほども言いました

ように外科ように外科ように外科ように外科系系系系、あるいは一部の内科、あるいは一部の内科、あるいは一部の内科、あるいは一部の内科系系系系についてもなかなかについてもなかなかについてもなかなかについてもなかなか入局入局入局入局がががが進進進進まない。これは奈良県まない。これは奈良県まない。これは奈良県まない。これは奈良県

立医科大学だけの立医科大学だけの立医科大学だけの立医科大学だけの問題問題問題問題ではなくて、ではなくて、ではなくて、ではなくて、全全全全国の医科大学の学生の国の医科大学の学生の国の医科大学の学生の国の医科大学の学生の志志志志向がそのようになっている向がそのようになっている向がそのようになっている向がそのようになっている

と聞いております。今回大学の中と聞いております。今回大学の中と聞いております。今回大学の中と聞いております。今回大学の中期目標期目標期目標期目標にもにもにもにも少少少少しそのしそのしそのしその辺辺辺辺の思いを盛りの思いを盛りの思いを盛りの思いを盛り込込込込まさせていただいまさせていただいまさせていただいまさせていただい

ておりますけれども、ておりますけれども、ておりますけれども、ておりますけれども、ぜひぜひぜひぜひ県でも県でも県でも県でも支援支援支援支援をさせていただいて、大学で医師、特に外科をさせていただいて、大学で医師、特に外科をさせていただいて、大学で医師、特に外科をさせていただいて、大学で医師、特に外科系系系系、そ、そ、そ、そ

れから小児科、産科、麻酔科も含めまして、それから小児科、産科、麻酔科も含めまして、それから小児科、産科、麻酔科も含めまして、それから小児科、産科、麻酔科も含めまして、そちちちちらに向かう医師がらに向かう医師がらに向かう医師がらに向かう医師が育育育育っていっていただけっていっていただけっていっていただけっていっていただけ

るよう大学と一るよう大学と一るよう大学と一るよう大学と一緒緒緒緒にににに取取取取りりりり組組組組んでまいりたいと思っております。んでまいりたいと思っております。んでまいりたいと思っております。んでまいりたいと思っております。

○及川医師・看護師確保対策室長○及川医師・看護師確保対策室長○及川医師・看護師確保対策室長○及川医師・看護師確保対策室長 看護学校卒業生の県内就業看護学校卒業生の県内就業看護学校卒業生の県内就業看護学校卒業生の県内就業率率率率、県外就業、県外就業、県外就業、県外就業率率率率についてのについてのについてのについての

おおおお尋ね尋ね尋ね尋ねでございます。でございます。でございます。でございます。

申申申申しわけございません。まだことしの状況についてはしわけございません。まだことしの状況についてはしわけございません。まだことしの状況についてはしわけございません。まだことしの状況については把握把握把握把握ができていないのですけれどができていないのですけれどができていないのですけれどができていないのですけれど

も、平成２４年度の就業も、平成２４年度の就業も、平成２４年度の就業も、平成２４年度の就業等等等等の状況でございます。卒業者７８６名のうの状況でございます。卒業者７８６名のうの状況でございます。卒業者７８６名のうの状況でございます。卒業者７８６名のうちちちち県内に就業してい県内に就業してい県内に就業してい県内に就業してい

る者が４１５名、５２る者が４１５名、５２る者が４１５名、５２る者が４１５名、５２．．．．８８８８％％％％、そして県外就業者が２１６名ということで、２７、そして県外就業者が２１６名ということで、２７、そして県外就業者が２１６名ということで、２７、そして県外就業者が２１６名ということで、２７．．．．５５５５％％％％とととと

いう状況でございます。いう状況でございます。いう状況でございます。いう状況でございます。

細細細細かいかいかいかい資料資料資料資料をををを持ち持ち持ち持ち合わせておりませんので、合わせておりませんので、合わせておりませんので、合わせておりませんので、後後後後ほどご報告させていただきたいと思いまほどご報告させていただきたいと思いまほどご報告させていただきたいと思いまほどご報告させていただきたいと思いま

す。す。す。す。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 新県立奈良病院は、第三次病院としてやっていかれる新県立奈良病院は、第三次病院としてやっていかれる新県立奈良病院は、第三次病院としてやっていかれる新県立奈良病院は、第三次病院としてやっていかれる位置位置位置位置づけの病院だと思づけの病院だと思づけの病院だと思づけの病院だと思

います。しかしながら、そこには３Ｋという本当にいます。しかしながら、そこには３Ｋという本当にいます。しかしながら、そこには３Ｋという本当にいます。しかしながら、そこには３Ｋという本当に厳厳厳厳しい職業の先生方をしい職業の先生方をしい職業の先生方をしい職業の先生方を配置配置配置配置していただしていただしていただしていただ

く状況になるのだろうと思います。そこで、そういった状況でく状況になるのだろうと思います。そこで、そういった状況でく状況になるのだろうと思います。そこで、そういった状況でく状況になるのだろうと思います。そこで、そういった状況で精精精精神科も神科も神科も神科も入入入入れて５００床かれて５００床かれて５００床かれて５００床か

ら５４０床ということになると、奈良県ら５４０床ということになると、奈良県ら５４０床ということになると、奈良県ら５４０床ということになると、奈良県下下下下のののの公公公公立、国立、国立、国立、国公公公公立、それから立、それから立、それから立、それから民民民民間病院へ向けての間病院へ向けての間病院へ向けての間病院へ向けての

この医師確保は大変この医師確保は大変この医師確保は大変この医師確保は大変容易容易容易容易なものではないと、なものではないと、なものではないと、なものではないと、難難難難しいのではないかと危しいのではないかと危しいのではないかと危しいのではないかと危惧惧惧惧しています。しています。しています。しています。



---- 4444 ----

今現在、奈良今現在、奈良今現在、奈良今現在、奈良市市市市立奈良病院に県立医科大学の医立奈良病院に県立医科大学の医立奈良病院に県立医科大学の医立奈良病院に県立医科大学の医局局局局からからからから派遣派遣派遣派遣されておられる先生方は、されておられる先生方は、されておられる先生方は、されておられる先生方は、恐恐恐恐

らく７０何人と聞いています。おからく７０何人と聞いています。おからく７０何人と聞いています。おからく７０何人と聞いています。おかげげげげで奈良で奈良で奈良で奈良市市市市は奈良は奈良は奈良は奈良市民市民市民市民の命をの命をの命をの命を守守守守ってくれるってくれるってくれるってくれる最最最最大の大の大の大の市市市市立立立立

病院が病院が病院が病院が竣工竣工竣工竣工いたしましたが、そういったところも医師を大きな病院にいたしましたが、そういったところも医師を大きな病院にいたしましたが、そういったところも医師を大きな病院にいたしましたが、そういったところも医師を大きな病院に異動異動異動異動させたりというさせたりというさせたりというさせたりという

ことがどうなるのだろうと。なかなかことがどうなるのだろうと。なかなかことがどうなるのだろうと。なかなかことがどうなるのだろうと。なかなか潤沢潤沢潤沢潤沢に回っていかないのではないか。ましてやがんに回っていかないのではないか。ましてやがんに回っていかないのではないか。ましてやがんに回っていかないのではないか。ましてやがん

に特化した奈良県に特化した奈良県に特化した奈良県に特化した奈良県最最最最大の高度医療大の高度医療大の高度医療大の高度医療拠点拠点拠点拠点病院でありますから、このそれ病院でありますから、このそれ病院でありますから、このそれ病院でありますから、このそれぞぞぞぞれの科の専門職のれの科の専門職のれの科の専門職のれの科の専門職の

先生、特に先生、特に先生、特に先生、特に全全全全国国国国的的的的にににに有有有有名な先生、こういった名な先生、こういった名な先生、こういった名な先生、こういったメイメイメイメインになる先生方をどう確保していかれるンになる先生方をどう確保していかれるンになる先生方をどう確保していかれるンになる先生方をどう確保していかれる

のか。病院のか。病院のか。病院のか。病院経営経営経営経営は大変は大変は大変は大変難難難難しいと思います。ましてや、しいと思います。ましてや、しいと思います。ましてや、しいと思います。ましてや、北北北北和和和和圏圏圏圏では、近では、近では、近では、近畿畿畿畿大学大学大学大学附属附属附属附属病院、あ病院、あ病院、あ病院、あ

るいはるいはるいはるいは天天天天理よろづ理よろづ理よろづ理よろづ相談所相談所相談所相談所病院といった病院が病院といった病院が病院といった病院が病院といった病院が民民民民間ではしっかり頑張っておいでになります間ではしっかり頑張っておいでになります間ではしっかり頑張っておいでになります間ではしっかり頑張っておいでになります

し、こういったし、こういったし、こういったし、こういった民民民民間病院との間病院との間病院との間病院との競争競争競争競争の中でどうなっていくのだろうと。もの中でどうなっていくのだろうと。もの中でどうなっていくのだろうと。もの中でどうなっていくのだろうと。もちちちちろんろんろんろん二二二二次の病院次の病院次の病院次の病院

があって、重があって、重があって、重があって、重篤篤篤篤なななな患患患患者さんなども含めて三次病院として者さんなども含めて三次病院として者さんなども含めて三次病院として者さんなども含めて三次病院として最終的最終的最終的最終的にはにはにはには断断断断らない医療としてやらない医療としてやらない医療としてやらない医療としてや

っていただくわけですから、っていただくわけですから、っていただくわけですから、っていただくわけですから、全全全全部そういったところに、部そういったところに、部そういったところに、部そういったところに、二二二二次の病院から次の病院から次の病院から次の病院から患患患患者さんを者さんを者さんを者さんを搬送搬送搬送搬送しししし

ていく事態になっていくのではないかと思います。高度医療ていく事態になっていくのではないかと思います。高度医療ていく事態になっていくのではないかと思います。高度医療ていく事態になっていくのではないかと思います。高度医療拠点拠点拠点拠点病院として大変病院として大変病院として大変病院として大変難難難難しいしいしいしい経経経経

営営営営になるのではないかと危になるのではないかと危になるのではないかと危になるのではないかと危惧惧惧惧しています。しています。しています。しています。

それから、もう１それから、もう１それから、もう１それから、もう１点点点点は、何でもかんでも知事が権は、何でもかんでも知事が権は、何でもかんでも知事が権は、何でもかんでも知事が権限限限限をををを持持持持ってこうするのだと。県立医科ってこうするのだと。県立医科ってこうするのだと。県立医科ってこうするのだと。県立医科

大学にとっても大変重圧だろうと思います。今の学長も、一生大学にとっても大変重圧だろうと思います。今の学長も、一生大学にとっても大変重圧だろうと思います。今の学長も、一生大学にとっても大変重圧だろうと思います。今の学長も、一生懸懸懸懸命おやりをいただいてい命おやりをいただいてい命おやりをいただいてい命おやりをいただいてい

ます。吉田前学長も当ます。吉田前学長も当ます。吉田前学長も当ます。吉田前学長も当時時時時、随分いろんな、随分いろんな、随分いろんな、随分いろんな形形形形でかかわりをでかかわりをでかかわりをでかかわりを持持持持っていましたし、そのっていましたし、そのっていましたし、そのっていましたし、その下下下下におらにおらにおらにおら

れた榊先生もれた榊先生もれた榊先生もれた榊先生も十十十十分知っています。この２人によって奈良県のこれからの新病院に向けて独分知っています。この２人によって奈良県のこれからの新病院に向けて独分知っています。この２人によって奈良県のこれからの新病院に向けて独分知っています。この２人によって奈良県のこれからの新病院に向けて独

立行政法人としてうまく立行政法人としてうまく立行政法人としてうまく立行政法人としてうまく機能機能機能機能していくのか。それらを含めてもう一度、これからの県とししていくのか。それらを含めてもう一度、これからの県とししていくのか。それらを含めてもう一度、これからの県とししていくのか。それらを含めてもう一度、これからの県とし

ての状況です。今の県立医科大学の学長をはじめ、それての状況です。今の県立医科大学の学長をはじめ、それての状況です。今の県立医科大学の学長をはじめ、それての状況です。今の県立医科大学の学長をはじめ、それぞぞぞぞれのれのれのれの教授教授教授教授もおいでになるわけでもおいでになるわけでもおいでになるわけでもおいでになるわけで

すから、そういった方ともすから、そういった方ともすから、そういった方ともすから、そういった方ともココココンンンンセセセセンンンンサスサスサスサスをををを十十十十分分分分協協協協議をされて、そういった方向をより一議をされて、そういった方向をより一議をされて、そういった方向をより一議をされて、そういった方向をより一層層層層

具具具具体化していくわけですから、もっと体化していくわけですから、もっと体化していくわけですから、もっと体化していくわけですから、もっと頻繁頻繁頻繁頻繁にににに協協協協議を重議を重議を重議を重ねねねねて県立医科大学がこういったとこて県立医科大学がこういったとこて県立医科大学がこういったとこて県立医科大学がこういったとこ

ろにろにろにろに協力協力協力協力体制をとっていくという体制をとっていくという体制をとっていくという体制をとっていくという対応対応対応対応をやっていただいているとは思いますけれども、をやっていただいているとは思いますけれども、をやっていただいているとは思いますけれども、をやっていただいているとは思いますけれども、側側側側

面面面面からからからから見見見見ていてそうは思わないと思うのです。そのていてそうは思わないと思うのです。そのていてそうは思わないと思うのです。そのていてそうは思わないと思うのです。その辺辺辺辺お答えください。お答えください。お答えください。お答えください。

それから、今もそれから、今もそれから、今もそれから、今も及及及及川医師川医師川医師川医師・・・・看護師確保看護師確保看護師確保看護師確保対対対対策室長からお策室長からお策室長からお策室長からお話話話話がありました、看護師の県内、がありました、看護師の県内、がありました、看護師の県内、がありました、看護師の県内、

県外の就労状況。７８６名、県外の就労状況。７８６名、県外の就労状況。７８６名、県外の就労状況。７８６名、昨昨昨昨年卒業され、そのう年卒業され、そのう年卒業され、そのう年卒業され、そのうちちちちで４１５名が県内にご就労いただいで４１５名が県内にご就労いただいで４１５名が県内にご就労いただいで４１５名が県内にご就労いただい

た。それはた。それはた。それはた。それは民民民民間、間、間、間、公公公公立を立を立を立を問問問問わず、県内におわず、県内におわず、県内におわず、県内にお勤勤勤勤めをいただいて看護師としてしっかり頑張っめをいただいて看護師としてしっかり頑張っめをいただいて看護師としてしっかり頑張っめをいただいて看護師としてしっかり頑張っ

ていただいている。こういうことを聞きますと、ありがたいと思います。しかし、県外にていただいている。こういうことを聞きますと、ありがたいと思います。しかし、県外にていただいている。こういうことを聞きますと、ありがたいと思います。しかし、県外にていただいている。こういうことを聞きますと、ありがたいと思います。しかし、県外に

就職された２１６名という方にな就職された２１６名という方にな就職された２１６名という方にな就職された２１６名という方になぜぜぜぜ県の県の県の県の血税血税血税血税をををを入入入入れていかなくてはならないのかと思うのれていかなくてはならないのかと思うのれていかなくてはならないのかと思うのれていかなくてはならないのかと思うの

です。県外へ出ていかれるということは、学生さんはもともと県外からおです。県外へ出ていかれるということは、学生さんはもともと県外からおです。県外へ出ていかれるということは、学生さんはもともと県外からおです。県外へ出ていかれるということは、学生さんはもともと県外からお越越越越しをいただいしをいただいしをいただいしをいただい

ているのだろうと思うのです。そういうことも含めて、これから県内就労をしていただくているのだろうと思うのです。そういうことも含めて、これから県内就労をしていただくているのだろうと思うのです。そういうことも含めて、これから県内就労をしていただくているのだろうと思うのです。そういうことも含めて、これから県内就労をしていただく
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ようなようなようなような足足足足かせを、かせを、かせを、かせを、必必必必ずかけてもらわないことには、看護師の確保は、これから大変で、今ずかけてもらわないことには、看護師の確保は、これから大変で、今ずかけてもらわないことには、看護師の確保は、これから大変で、今ずかけてもらわないことには、看護師の確保は、これから大変で、今

１１１１対対対対７とか言っていますけれども、７とか言っていますけれども、７とか言っていますけれども、７とか言っていますけれども、厚厚厚厚生労生労生労生労働省働省働省働省がどういうがどういうがどういうがどういう形形形形にされるのか。１にされるのか。１にされるのか。１にされるのか。１対対対対６になっ６になっ６になっ６になっ

たらどうなるのかということもございますので、看護師の確保は特にたらどうなるのかということもございますので、看護師の確保は特にたらどうなるのかということもございますので、看護師の確保は特にたらどうなるのかということもございますので、看護師の確保は特に公公公公立病院の看護学校立病院の看護学校立病院の看護学校立病院の看護学校

については今どういう状況で、これからできるだけ県内就労をしていただくためのについては今どういう状況で、これからできるだけ県内就労をしていただくためのについては今どういう状況で、これからできるだけ県内就労をしていただくためのについては今どういう状況で、これからできるだけ県内就労をしていただくための手手手手だてだてだてだて

をどうおをどうおをどうおをどうお考考考考えなのか、お聞かせください。えなのか、お聞かせください。えなのか、お聞かせください。えなのか、お聞かせください。

○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱 医師の状況、それから吉田先生、榊先生の医師の状況、それから吉田先生、榊先生の医師の状況、それから吉田先生、榊先生の医師の状況、それから吉田先生、榊先生の

役役役役回りについてお答えをさせていただきたいと思います。回りについてお答えをさせていただきたいと思います。回りについてお答えをさせていただきたいと思います。回りについてお答えをさせていただきたいと思います。

もうもうもうもう十十十十分荻田委員ご分荻田委員ご分荻田委員ご分荻田委員ご承承承承知のとおりでして、先ほども知のとおりでして、先ほども知のとおりでして、先ほども知のとおりでして、先ほども少少少少しししし触触触触れさせていただきましたけれれさせていただきましたけれれさせていただきましたけれれさせていただきましたけれ

ども、ども、ども、ども、勤勤勤勤務医が務医が務医が務医が厳厳厳厳しい状況にあるというのは現状でございます。そんな中で、新県立奈良しい状況にあるというのは現状でございます。そんな中で、新県立奈良しい状況にあるというのは現状でございます。そんな中で、新県立奈良しい状況にあるというのは現状でございます。そんな中で、新県立奈良

病院、県立医科大学病院、県立医科大学病院、県立医科大学病院、県立医科大学附属附属附属附属病院に病院に病院に病院に限限限限ったことではありませんけれども、ったことではありませんけれども、ったことではありませんけれども、ったことではありませんけれども、全全全全国国国国的的的的にににに診診診診療科によ療科によ療科によ療科によ

ってはってはってはっては勤勤勤勤務医が務医が務医が務医が非常非常非常非常にににに厳厳厳厳しい状況にあるのは事しい状況にあるのは事しい状況にあるのは事しい状況にあるのは事実実実実でございます。そんな中で、幸いに新県でございます。そんな中で、幸いに新県でございます。そんな中で、幸いに新県でございます。そんな中で、幸いに新県

立奈良病院につきましては、現在県立奈良病院で、新しい病院を整備することが立奈良病院につきましては、現在県立奈良病院で、新しい病院を整備することが立奈良病院につきましては、現在県立奈良病院で、新しい病院を整備することが立奈良病院につきましては、現在県立奈良病院で、新しい病院を整備することが若若若若い医学い医学い医学い医学

生の中に生の中に生の中に生の中に浸透浸透浸透浸透をををを少少少少しずつしているということもありまして、しずつしているということもありまして、しずつしているということもありまして、しずつしているということもありまして、研研研研修医の修医の修医の修医のマッチマッチマッチマッチンンンンググググにににに希望希望希望希望がががが

集集集集まってきておりますので、まってきておりますので、まってきておりますので、まってきておりますので、フルマッチフルマッチフルマッチフルマッチをしております。をしております。をしております。をしております。

それから、先ほども言いましたように、県立奈良病院の医師がそれから、先ほども言いましたように、県立奈良病院の医師がそれから、先ほども言いましたように、県立奈良病院の医師がそれから、先ほども言いましたように、県立奈良病院の医師がふふふふえてきておりますけれえてきておりますけれえてきておりますけれえてきておりますけれ

ども、その中にはども、その中にはども、その中にはども、その中には従来従来従来従来奈良県立医科大学の医奈良県立医科大学の医奈良県立医科大学の医奈良県立医科大学の医局局局局の先生を中心にの先生を中心にの先生を中心にの先生を中心に配置配置配置配置をしていただいているをしていただいているをしていただいているをしていただいている

先生先生先生先生以以以以外に外に外に外に全全全全国から県の国から県の国から県の国から県のドクタドクタドクタドクターーーーズネットズネットズネットズネットでありますとか、あるいは直でありますとか、あるいは直でありますとか、あるいは直でありますとか、あるいは直接接接接病院、あるいは病院、あるいは病院、あるいは病院、あるいは

県に県立奈良病院に就職をしたいとおっし県に県立奈良病院に就職をしたいとおっし県に県立奈良病院に就職をしたいとおっし県に県立奈良病院に就職をしたいとおっしゃゃゃゃっていただいている先生もっていただいている先生もっていただいている先生もっていただいている先生も入入入入っておりますのっておりますのっておりますのっておりますの

で、そので、そので、そので、その意味意味意味意味では新病院のでは新病院のでは新病院のでは新病院の効果効果効果効果がががが少少少少しずつあらわれてきているのかと。今しずつあらわれてきているのかと。今しずつあらわれてきているのかと。今しずつあらわれてきているのかと。今後後後後、設、設、設、設計計計計もももも進進進進んんんん

でいろいろなものを出していけたら、さらに努でいろいろなものを出していけたら、さらに努でいろいろなものを出していけたら、さらに努でいろいろなものを出していけたら、さらに努力力力力がががが要要要要ると思っております。ると思っております。ると思っております。ると思っております。

ポイポイポイポインンンントトトトは、何と言っても医師の就労の状況をどのようには、何と言っても医師の就労の状況をどのようには、何と言っても医師の就労の状況をどのようには、何と言っても医師の就労の状況をどのように改善改善改善改善していくのかが一していくのかが一していくのかが一していくのかが一番番番番の大の大の大の大

きなきなきなきな課題課題課題課題とととと認識認識認識認識をしておりまして、今回独立行政法人化ををしておりまして、今回独立行政法人化ををしておりまして、今回独立行政法人化ををしておりまして、今回独立行政法人化を進進進進めるに当たりましても、本日めるに当たりましても、本日めるに当たりましても、本日めるに当たりましても、本日

ご報告をさせていただきましたけれども、医師、看護師もご報告をさせていただきましたけれども、医師、看護師もご報告をさせていただきましたけれども、医師、看護師もご報告をさせていただきましたけれども、医師、看護師も同同同同じですけれども、就労じですけれども、就労じですけれども、就労じですけれども、就労環境環境環境環境をををを

整備したい。特に整備したい。特に整備したい。特に整備したい。特にワワワワーーーーク・ライフ・バラク・ライフ・バラク・ライフ・バラク・ライフ・バランンンンスススス、それから、それから、それから、それから処遇処遇処遇処遇、その、その、その、その辺辺辺辺も含めても含めても含めても含めて改善改善改善改善をををを図図図図っっっっ

ていきながら医師の確保に努めていきたいとていきながら医師の確保に努めていきたいとていきながら医師の確保に努めていきたいとていきながら医師の確保に努めていきたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

それから２それから２それから２それから２点目点目点目点目ですけれども、吉田先生、榊先生の、お名前を出させていただいてですけれども、吉田先生、榊先生の、お名前を出させていただいてですけれども、吉田先生、榊先生の、お名前を出させていただいてですけれども、吉田先生、榊先生の、お名前を出させていただいて検討検討検討検討

にににに入入入入っていくわけでございますけれども、っていくわけでございますけれども、っていくわけでございますけれども、っていくわけでございますけれども、両両両両先生とも、特に吉田先生につきましては、先生とも、特に吉田先生につきましては、先生とも、特に吉田先生につきましては、先生とも、特に吉田先生につきましては、全全全全

国国国国的的的的にも知名度のにも知名度のにも知名度のにも知名度の非常非常非常非常にお高い先生でございますので、そのにお高い先生でございますので、そのにお高い先生でございますので、そのにお高い先生でございますので、その意味意味意味意味ではごではごではごではご期待申期待申期待申期待申しししし上げ上げ上げ上げるとるとるとると

ころはころはころはころは非常非常非常非常に大きいというのが１に大きいというのが１に大きいというのが１に大きいというのが１点点点点。一方で榊先生につきましては、。一方で榊先生につきましては、。一方で榊先生につきましては、。一方で榊先生につきましては、同同同同じことも言えますじことも言えますじことも言えますじことも言えます

けれど県立医科大学けれど県立医科大学けれど県立医科大学けれど県立医科大学附属附属附属附属病院の病院長をされておったご病院の病院長をされておったご病院の病院長をされておったご病院の病院長をされておったご経験経験経験経験の中での中での中での中で非常非常非常非常に病院に病院に病院に病院経営経営経営経営にににに対対対対すすすす
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るるるる見識見識見識見識がおありということとともに、病院がおありということとともに、病院がおありということとともに、病院がおありということとともに、病院協協協協会会長も２年ほどやっておられまして、県内会会長も２年ほどやっておられまして、県内会会長も２年ほどやっておられまして、県内会会長も２年ほどやっておられまして、県内

の医療の医療の医療の医療機機機機関の院長、先生方とも関の院長、先生方とも関の院長、先生方とも関の院長、先生方とも非常非常非常非常にににに連携連携連携連携がががが密密密密にできるということで、その２にできるということで、その２にできるということで、その２にできるということで、その２点点点点についてについてについてについて

もごもごもごもご期待期待期待期待をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げたいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。たいと思っております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○及川医師・看護師確保対策室長○及川医師・看護師確保対策室長○及川医師・看護師確保対策室長○及川医師・看護師確保対策室長 県立の看護専門学校という県立の看護専門学校という県立の看護専門学校という県立の看護専門学校という話話話話なのですけれども、奈良なのですけれども、奈良なのですけれども、奈良なのですけれども、奈良

県内県内県内県内全全全全体の看護学校のお体の看護学校のお体の看護学校のお体の看護学校のお話話話話をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。

先ほど先ほど先ほど先ほど率率率率はははは申申申申しししし上げ上げ上げ上げたのですけれども、県内の就業たのですけれども、県内の就業たのですけれども、県内の就業たのですけれども、県内の就業促進促進促進促進のためには看護師のためには看護師のためには看護師のためには看護師等等等等修学修学修学修学資資資資金の金の金の金の

貸貸貸貸与ですとか、与ですとか、与ですとか、与ですとか、養養養養成学校に成学校に成学校に成学校に対対対対するするするする運営費補助運営費補助運営費補助運営費補助金を金を金を金を交付交付交付交付するするするする際際際際に、県内への就業に、県内への就業に、県内への就業に、県内への就業率率率率がががが低低低低いいいい養養養養

成学校に成学校に成学校に成学校に対対対対しては割しては割しては割しては割落落落落としを設けるなどのとしを設けるなどのとしを設けるなどのとしを設けるなどの施施施施策を策を策を策を実施実施実施実施しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。しているところでございます。

この修学金の関係でございますけれども、今回制度をこの修学金の関係でございますけれども、今回制度をこの修学金の関係でございますけれども、今回制度をこの修学金の関係でございますけれども、今回制度を見見見見直しまして、２００床直しまして、２００床直しまして、２００床直しまして、２００床以上以上以上以上の病の病の病の病

院を院を院を院を追追追追加することで大加することで大加することで大加することで大規模規模規模規模病院を含めた県内病院病院を含めた県内病院病院を含めた県内病院病院を含めた県内病院全全全全体で看護師の確保を体で看護師の確保を体で看護師の確保を体で看護師の確保を図図図図っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと

考考考考えております。えております。えております。えております。

看護師の看護師の看護師の看護師の総総総総数が数が数が数が若干若干若干若干増加しているものの、増加しているものの、増加しているものの、増加しているものの、需要需要需要需要数はそれを数はそれを数はそれを数はそれを上上上上回っておりまして、県内の回っておりまして、県内の回っておりまして、県内の回っておりまして、県内の

看護師の看護師の看護師の看護師の不足不足不足不足はははは厳厳厳厳しいものがございます。県内定しいものがございます。県内定しいものがございます。県内定しいものがございます。県内定着着着着、看護学生の県内への就業、看護学生の県内への就業、看護学生の県内への就業、看護学生の県内への就業促進促進促進促進など、など、など、など、

より一より一より一より一層力層力層力層力をををを入入入入れて看護師確保れて看護師確保れて看護師確保れて看護師確保対対対対策に策に策に策に取取取取りりりり組む必要組む必要組む必要組む必要があるとがあるとがあるとがあると認識認識認識認識しておりまして、またさしておりまして、またさしておりまして、またさしておりまして、またさ

らにどういったらにどういったらにどういったらにどういった取取取取りりりり組み組み組み組みがががが効果的効果的効果的効果的なのか、関係者のごなのか、関係者のごなのか、関係者のごなのか、関係者のご意見意見意見意見を聞きながらを聞きながらを聞きながらを聞きながら検討検討検討検討も行ってまいも行ってまいも行ってまいも行ってまい

りたいとりたいとりたいとりたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 新病院の独立行政法人化の新病院の独立行政法人化の新病院の独立行政法人化の新病院の独立行政法人化の問題問題問題問題については、もっと県立医科大学の現については、もっと県立医科大学の現については、もっと県立医科大学の現については、もっと県立医科大学の現役役役役のののの

方々とも方々とも方々とも方々とも協協協協議をしてやる方が、今議をしてやる方が、今議をしてやる方が、今議をしてやる方が、今後難後難後難後難しい３Ｋの医しい３Ｋの医しい３Ｋの医しい３Ｋの医局局局局の先生方のの先生方のの先生方のの先生方の協力協力協力協力度合いが度合いが度合いが度合いが恐恐恐恐らく変わらく変わらく変わらく変わ

ってくるだろうと思います。そのってくるだろうと思います。そのってくるだろうと思います。そのってくるだろうと思います。その辺辺辺辺は知事が権は知事が権は知事が権は知事が権限限限限をををを持持持持ってやられることでありますけれどってやられることでありますけれどってやられることでありますけれどってやられることでありますけれど

も、医師という特も、医師という特も、医師という特も、医師という特殊殊殊殊なななな難難難難しいところにおいでになる方々ばかりですから、そのしいところにおいでになる方々ばかりですから、そのしいところにおいでになる方々ばかりですから、そのしいところにおいでになる方々ばかりですから、その辺辺辺辺のののの気持ち気持ち気持ち気持ち

も大も大も大も大切切切切になさったらいいと思います。になさったらいいと思います。になさったらいいと思います。になさったらいいと思います。

それから、高度医療それから、高度医療それから、高度医療それから、高度医療拠点拠点拠点拠点病院、新県立奈良病院として生まれ変わります。大病院、新県立奈良病院として生まれ変わります。大病院、新県立奈良病院として生まれ変わります。大病院、新県立奈良病院として生まれ変わります。大阪府阪府阪府阪府立成人立成人立成人立成人

病病病病セセセセンンンンタタタターがーがーがーが西西西西日本日本日本日本最最最最大のがん病院として大のがん病院として大のがん病院として大のがん病院として飛躍飛躍飛躍飛躍、発、発、発、発展展展展を今日までを今日までを今日までを今日まで営営営営々とされているのは、々とされているのは、々とされているのは、々とされているのは、

研究研究研究研究、そして大、そして大、そして大、そして大阪阪阪阪大学という大きな大学の中で生まれ大学という大きな大学の中で生まれ大学という大きな大学の中で生まれ大学という大きな大学の中で生まれ育育育育っておっておっておってお越越越越しをいただいて、そしてしをいただいて、そしてしをいただいて、そしてしをいただいて、そして

先先先先端的端的端的端的な名医がな名医がな名医がな名医が各各各各部門においでになり、部門においでになり、部門においでになり、部門においでになり、全全全全国国国国的的的的にもにもにもにも非常非常非常非常にしっかりしてやっていただいてにしっかりしてやっていただいてにしっかりしてやっていただいてにしっかりしてやっていただいて

います。奈良います。奈良います。奈良います。奈良市市市市からわずか３０分でからわずか３０分でからわずか３０分でからわずか３０分で鶴橋鶴橋鶴橋鶴橋まで行って、森まで行って、森まで行って、森まで行って、森ノ宮ノ宮ノ宮ノ宮でおりたら１でおりたら１でおりたら１でおりたら１時時時時間間間間ぐぐぐぐらいで行らいで行らいで行らいで行

けるのですか。それだから、県立医科大学を中心としていろいろ一生けるのですか。それだから、県立医科大学を中心としていろいろ一生けるのですか。それだから、県立医科大学を中心としていろいろ一生けるのですか。それだから、県立医科大学を中心としていろいろ一生懸懸懸懸命やっていただい命やっていただい命やっていただい命やっていただい

ている。しかしながら、このような状況ではている。しかしながら、このような状況ではている。しかしながら、このような状況ではている。しかしながら、このような状況では建物建物建物建物は立は立は立は立派派派派なのはできたけれども、何だといなのはできたけれども、何だといなのはできたけれども、何だといなのはできたけれども、何だとい

うことにならないように、しっかりうことにならないように、しっかりうことにならないように、しっかりうことにならないように、しっかり工工工工夫夫夫夫をしてやっていただく。もうこれは、またいろいをしてやっていただく。もうこれは、またいろいをしてやっていただく。もうこれは、またいろいをしてやっていただく。もうこれは、またいろい

ろなろなろなろな場場場場面面面面でででで申申申申しししし上げ上げ上げ上げていきたいと思いますので、このていきたいと思いますので、このていきたいと思いますので、このていきたいと思いますので、この辺辺辺辺にしておきたいと思います。にしておきたいと思います。にしておきたいと思います。にしておきたいと思います。
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それからそれからそれからそれから最後最後最後最後ですけれども、新県立奈良病院へのですけれども、新県立奈良病院へのですけれども、新県立奈良病院へのですけれども、新県立奈良病院への交交交交通ア通ア通ア通アクセスクセスクセスクセスにつきましては、につきましては、につきましては、につきましては、申申申申しししし上上上上

げげげげた、平成２４年６月た、平成２４年６月た、平成２４年６月た、平成２４年６月以以以以降降降降から、近から、近から、近から、近鉄鉄鉄鉄西ノ西ノ西ノ西ノ京駅京駅京駅京駅からのからのからのからの交交交交通ア通ア通ア通アクセスクセスクセスクセスについて、知事のについて、知事のについて、知事のについて、知事の意意意意向向向向

もあったのでしもあったのでしもあったのでしもあったのでしょょょょう。しっかりとやっていただいています。このことには前を向いて頑張う。しっかりとやっていただいています。このことには前を向いて頑張う。しっかりとやっていただいています。このことには前を向いて頑張う。しっかりとやっていただいています。このことには前を向いて頑張

っていただきたいという思い。それからもう１っていただきたいという思い。それからもう１っていただきたいという思い。それからもう１っていただきたいという思い。それからもう１点点点点は、この中に近は、この中に近は、この中に近は、この中に近鉄鉄鉄鉄西ノ西ノ西ノ西ノ京駅京駅京駅京駅からからからから西西西西へへへへ渡渡渡渡っっっっ

たときのたときのたときのたときの駅駅駅駅前の前の前の前の西西西西広場広場広場広場の設の設の設の設置置置置ををををぜひぜひぜひぜひしてあしてあしてあしてあげげげげてほしい。てほしい。てほしい。てほしい。バスタバスタバスタバスターーーーミナミナミナミナルルルルもそこでしっかりもそこでしっかりもそこでしっかりもそこでしっかり

としたものをこしらえてあとしたものをこしらえてあとしたものをこしらえてあとしたものをこしらえてあげげげげてほしい。そんなてほしい。そんなてほしい。そんなてほしい。そんな話話話話をしているわけですので、をしているわけですので、をしているわけですので、をしているわけですので、牛嶋牛嶋牛嶋牛嶋ままままちちちちづくづくづくづく

りりりり推推推推進局進局進局進局次長、お答えください。次長、お答えください。次長、お答えください。次長、お答えください。

○牛嶋まちづくり推進局次長○牛嶋まちづくり推進局次長○牛嶋まちづくり推進局次長○牛嶋まちづくり推進局次長 近近近近鉄鉄鉄鉄西ノ西ノ西ノ西ノ京駅京駅京駅京駅前前前前広場広場広場広場といいますか、といいますか、といいますか、といいますか、バスバスバスバスのののの乗乗乗乗りかえといいりかえといいりかえといいりかえといい

ますか、そのますか、そのますか、そのますか、その辺辺辺辺に関してのご質に関してのご質に関してのご質に関してのご質問問問問だと思っています。だと思っています。だと思っています。だと思っています。

奈良奈良奈良奈良市市市市六条六条六条六条３３３３丁丁丁丁目目目目のののの交交交交差差差差点点点点のののの東東東東側側側側や近や近や近や近鉄鉄鉄鉄西ノ西ノ西ノ西ノ京駅周京駅周京駅周京駅周辺辺辺辺部の部の部の部のバスバスバスバスのののの乗乗乗乗りりりり継ぎ継ぎ継ぎ継ぎの確保についの確保についの確保についの確保につい

ては、奈良ては、奈良ては、奈良ては、奈良市市市市で整備中であるで整備中であるで整備中であるで整備中である西ノ西ノ西ノ西ノ京六条線京六条線京六条線京六条線や、もう一つはや、もう一つはや、もう一つはや、もう一つは西側西側西側西側のののの駅駅駅駅前前前前広場広場広場広場や、や、や、や、南南南南北北北北のののの道路道路道路道路

でうまくでうまくでうまくでうまく対応対応対応対応できるのではないかとできるのではないかとできるのではないかとできるのではないかと考考考考えています。えています。えています。えています。

それと、近それと、近それと、近それと、近鉄鉄鉄鉄西ノ西ノ西ノ西ノ京駅周京駅周京駅周京駅周辺辺辺辺ののののバスバスバスバスのののの乗乗乗乗りりりり継ぎ継ぎ継ぎ継ぎでございますけれども、このでございますけれども、このでございますけれども、このでございますけれども、この空空空空間の確保に間の確保に間の確保に間の確保に

ついては、奈良ついては、奈良ついては、奈良ついては、奈良市市市市が、今年度をが、今年度をが、今年度をが、今年度を目目目目途途途途に関係者の方々にに関係者の方々にに関係者の方々にに関係者の方々に計計計計画画画画の説明をしての説明をしての説明をしての説明をして協力協力協力協力をお願いしてをお願いしてをお願いしてをお願いして

いく予定であると聞いています。いく予定であると聞いています。いく予定であると聞いています。いく予定であると聞いています。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 近近近近鉄橿原線鉄橿原線鉄橿原線鉄橿原線のののの西ノ西ノ西ノ西ノ京駅京駅京駅京駅からからからから踏踏踏踏切切切切をををを渡渡渡渡って、すって、すって、すって、すぐぐぐぐのののの道路道路道路道路のののの拡幅拡幅拡幅拡幅とか、あるいはとか、あるいはとか、あるいはとか、あるいは

バスタバスタバスタバスターーーーミナミナミナミナルルルルへ行くまでに、奈良へ行くまでに、奈良へ行くまでに、奈良へ行くまでに、奈良市市市市が事業をが事業をが事業をが事業を展展展展開開開開するのですか。するのですか。するのですか。するのですか。

○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長 近近近近鉄鉄鉄鉄西ノ西ノ西ノ西ノ京駅京駅京駅京駅のののの西側西側西側西側でございますけれども、今の近でございますけれども、今の近でございますけれども、今の近でございますけれども、今の近鉄鉄鉄鉄西ノ西ノ西ノ西ノ

京駅京駅京駅京駅から新県立奈良病院まで、から新県立奈良病院まで、から新県立奈良病院まで、から新県立奈良病院まで、全全全全体で奈良体で奈良体で奈良体で奈良市市市市、地、地、地、地元元元元ともともともとも協協協協議しながらやっているところで議しながらやっているところで議しながらやっているところで議しながらやっているところで

ございますけれども、その中でも荻田委員がごございますけれども、その中でも荻田委員がごございますけれども、その中でも荻田委員がごございますけれども、その中でも荻田委員がご指摘指摘指摘指摘の、特に近の、特に近の、特に近の、特に近鉄鉄鉄鉄西ノ西ノ西ノ西ノ京駅京駅京駅京駅のすのすのすのすぐ西ぐ西ぐ西ぐ西ののののバスバスバスバス

のののの広場広場広場広場と、そこのと、そこのと、そこのと、そこの南南南南北北北北のところでございますけれども、そこはのところでございますけれども、そこはのところでございますけれども、そこはのところでございますけれども、そこは市市市市道道道道でございますので、もでございますので、もでございますので、もでございますので、も

ちちちちろん奈良ろん奈良ろん奈良ろん奈良市市市市で事業をするということで、今、奈良で事業をするということで、今、奈良で事業をするということで、今、奈良で事業をするということで、今、奈良市市市市でででで計計計計画画画画のののの作作作作成をしていただいており成をしていただいており成をしていただいており成をしていただいており

ます。県と奈良ます。県と奈良ます。県と奈良ます。県と奈良市市市市で、近で、近で、近で、近鉄鉄鉄鉄西ノ西ノ西ノ西ノ京駅京駅京駅京駅から病院までのから病院までのから病院までのから病院までの全全全全体の中でどのように県も体の中でどのように県も体の中でどのように県も体の中でどのように県も支援支援支援支援をしてをしてをしてをして

いくかもあわせて奈良いくかもあわせて奈良いくかもあわせて奈良いくかもあわせて奈良市市市市と一と一と一と一緒緒緒緒にににに調調調調整をしております。整をしております。整をしております。整をしております。

ももももちちちちろん事業としては奈良ろん事業としては奈良ろん事業としては奈良ろん事業としては奈良市市市市の事業になりますけれども、県もの事業になりますけれども、県もの事業になりますけれども、県もの事業になりますけれども、県も支援支援支援支援はしていくことになはしていくことになはしていくことになはしていくことにな

りますので、りますので、りますので、りますので、トトトトーーーータルタルタルタルで病院までので病院までので病院までので病院までの役役役役割分割分割分割分担担担担をををを考考考考えているえているえているえている最最最最中でございます。そういった中でございます。そういった中でございます。そういった中でございます。そういった

意味意味意味意味では、では、では、では、ちゃちゃちゃちゃんと近んと近んと近んと近鉄鉄鉄鉄西ノ西ノ西ノ西ノ京駅京駅京駅京駅西側西側西側西側ののののバスバスバスバスのののの乗乗乗乗りりりり場場場場、それから、それから、それから、それから南南南南北北北北のののの道路道路道路道路につきましてにつきましてにつきましてにつきまして

もももも検討検討検討検討をしているところでございます。をしているところでございます。をしているところでございます。をしているところでございます。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 最後最後最後最後にします。にします。にします。にします。

奈良奈良奈良奈良市市市市とのかかわりの中で、今度また奈良とのかかわりの中で、今度また奈良とのかかわりの中で、今度また奈良とのかかわりの中で、今度また奈良市市市市の関係でやっていただくような事業もあわの関係でやっていただくような事業もあわの関係でやっていただくような事業もあわの関係でやっていただくような事業もあわ
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せて今度この委員会でも出してください。せて今度この委員会でも出してください。せて今度この委員会でも出してください。せて今度この委員会でも出してください。

申申申申しししし上げ上げ上げ上げておりますように、県が新県立奈良病院のておりますように、県が新県立奈良病院のておりますように、県が新県立奈良病院のておりますように、県が新県立奈良病院の建建建建設に当たって一方設に当たって一方設に当たって一方設に当たって一方的的的的にやっているにやっているにやっているにやっている

ことですので、ことですので、ことですので、ことですので、応応応応分の分の分の分の負担負担負担負担はははは必必必必ずすずすずすずすべべべべきであるときであるときであるときであると申申申申しししし上げ上げ上げ上げています。それから、知事もています。それから、知事もています。それから、知事もています。それから、知事も誠誠誠誠

意意意意をををを持持持持ってやらせていただくということですから、今ってやらせていただくということですから、今ってやらせていただくということですから、今ってやらせていただくということですから、今後後後後も奈良も奈良も奈良も奈良市市市市とととと協力協力協力協力をし合って、奈良をし合って、奈良をし合って、奈良をし合って、奈良

市市市市長と知事とは、人の長と知事とは、人の長と知事とは、人の長と知事とは、人の話話話話ではではではではトトトトンンンンネルネルネルネルの中での中での中での中で手手手手をつなをつなをつなをつなぐぐぐぐようなようなようなような存存存存在だと思います。かす在だと思います。かす在だと思います。かす在だと思います。かすみみみみ

や。だから、それだけや。だから、それだけや。だから、それだけや。だから、それだけ話話話話はできていないようでございます。はできていないようでございます。はできていないようでございます。はできていないようでございます。時時時時たま奈良たま奈良たま奈良たま奈良市市市市長と長と長と長と話話話話しても、しても、しても、しても、

わけがわからないようなわけがわからないようなわけがわからないようなわけがわからないような話話話話をしていますから、それは大変だと思います。をしていますから、それは大変だと思います。をしていますから、それは大変だと思います。をしていますから、それは大変だと思います。

地地地地元元元元がががが困困困困ることなので、そのることなので、そのることなので、そのることなので、その辺辺辺辺しっかりしっかりしっかりしっかりひひひひとつよろしくお願いをしておきたいと思いまとつよろしくお願いをしておきたいと思いまとつよろしくお願いをしておきたいと思いまとつよろしくお願いをしておきたいと思いま

す。言いたいことはたくさんあるのですけれど、このす。言いたいことはたくさんあるのですけれど、このす。言いたいことはたくさんあるのですけれど、このす。言いたいことはたくさんあるのですけれど、この辺辺辺辺でででで皆皆皆皆さんにおさんにおさんにおさんにお譲譲譲譲りをさせていただりをさせていただりをさせていただりをさせていただ

きます。きます。きます。きます。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 １１１１点点点点だけおだけおだけおだけお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

新年度予算案新年度予算案新年度予算案新年度予算案等等等等の説明がございました。そのことにつきましては、また予算の説明がございました。そのことにつきましては、また予算の説明がございました。そのことにつきましては、また予算の説明がございました。そのことにつきましては、また予算審査審査審査審査特特特特別別別別委委委委

員会員会員会員会等等等等で議で議で議で議論論論論はされると思いますけれども、新県立奈良病院のはされると思いますけれども、新県立奈良病院のはされると思いますけれども、新県立奈良病院のはされると思いますけれども、新県立奈良病院の建建建建設に向けて設設に向けて設設に向けて設設に向けて設計計計計やややや造造造造成成成成等等等等

のののの話話話話もございましたし、もございましたし、もございましたし、もございましたし、ドクタドクタドクタドクターーーーヘリヘリヘリヘリのののの調査調査調査調査等等等等もされるということでございますので、もされるということでございますので、もされるということでございますので、もされるということでございますので、非非非非

常常常常に奈良県の医療がよくなったと言っていただける、また１に奈良県の医療がよくなったと言っていただける、また１に奈良県の医療がよくなったと言っていただける、また１に奈良県の医療がよくなったと言っていただける、また１歩歩歩歩がががが踏踏踏踏みみみみ出されるのかなとい出されるのかなとい出されるのかなとい出されるのかなとい

うううう期待期待期待期待をいたしております。をいたしております。をいたしております。をいたしております。

そんな中でおそんな中でおそんな中でおそんな中でお尋ね尋ね尋ね尋ねしたいのは、したいのは、したいのは、したいのは、従来従来従来従来本会議本会議本会議本会議等等等等でも知事が答でも知事が答でも知事が答でも知事が答弁弁弁弁されていますように、新しされていますように、新しされていますように、新しされていますように、新し

い病院はい病院はい病院はい病院は患患患患者にとってもよい病院、お医者さんにとってもいい病院だと。また、病院に行者にとってもよい病院、お医者さんにとってもいい病院だと。また、病院に行者にとってもよい病院、お医者さんにとってもいい病院だと。また、病院に行者にとってもよい病院、お医者さんにとってもいい病院だと。また、病院に行

くと治るようなくと治るようなくと治るようなくと治るような気気気気がする病院をつくりたいのだということをがする病院をつくりたいのだということをがする病院をつくりたいのだということをがする病院をつくりたいのだということを記憶記憶記憶記憶をいたしております。そをいたしております。そをいたしております。そをいたしております。そ

ういったういったういったういった意味意味意味意味ではではではでは非常非常非常非常にににに期待期待期待期待をしているわけでございますけれども、先般こんなをしているわけでございますけれども、先般こんなをしているわけでございますけれども、先般こんなをしているわけでございますけれども、先般こんな相談相談相談相談がごがごがごがご

ざいました。今、県立病院にざいました。今、県立病院にざいました。今、県立病院にざいました。今、県立病院に入入入入院をされている方で、１院をされている方で、１院をされている方で、１院をされている方で、１週週週週間程度の間程度の間程度の間程度の入入入入院で院で院で院で帰帰帰帰れるというこれるというこれるというこれるというこ

とでとでとでとで仕仕仕仕事の事の事の事の段段段段取取取取りをつけてりをつけてりをつけてりをつけて入入入入院をされた方でございますが、院をされた方でございますが、院をされた方でございますが、院をされた方でございますが、手手手手術術術術もももも終終終終わって、ごわって、ごわって、ごわって、ご家族家族家族家族もももも早早早早

くくくく帰帰帰帰れるというれるというれるというれるという期待期待期待期待をされていたわけでございますが、をされていたわけでございますが、をされていたわけでございますが、をされていたわけでございますが、症症症症状がよくならないどころか、だ状がよくならないどころか、だ状がよくならないどころか、だ状がよくならないどころか、だ

んだんんだんんだんんだん物物物物も受けも受けも受けも受け付付付付けられなくなってきて、けられなくなってきて、けられなくなってきて、けられなくなってきて、見見見見ていて本当に大ていて本当に大ていて本当に大ていて本当に大丈夫丈夫丈夫丈夫かという日々をおかという日々をおかという日々をおかという日々をお過過過過ごしごしごしごし

の中での中での中での中で相談相談相談相談をいただきました。なをいただきました。なをいただきました。なをいただきました。なぜぜぜぜそうなったのだ、なそうなったのだ、なそうなったのだ、なそうなったのだ、なぜぜぜぜこういうこういうこういうこういう症症症症状になっているのだ状になっているのだ状になっているのだ状になっているのだ

ということをということをということをということを家族家族家族家族は知りたいのですけれども、そのことがは知りたいのですけれども、そのことがは知りたいのですけれども、そのことがは知りたいのですけれども、そのことが納得納得納得納得できる説明がなされていなできる説明がなされていなできる説明がなされていなできる説明がなされていな

い。何となくそのまま日にい。何となくそのまま日にい。何となくそのまま日にい。何となくそのまま日にちちちち薬薬薬薬で治るでしで治るでしで治るでしで治るでしょょょょうううう的的的的な、そんな説明しか受けていらっしな、そんな説明しか受けていらっしな、そんな説明しか受けていらっしな、そんな説明しか受けていらっしゃゃゃゃらららら

ない現状でございましたので、ない現状でございましたので、ない現状でございましたので、ない現状でございましたので、私私私私も病院に行かせていただいておも病院に行かせていただいておも病院に行かせていただいておも病院に行かせていただいてお話話話話を聞かせていただきまを聞かせていただきまを聞かせていただきまを聞かせていただきま

した。ところが、そのした。ところが、そのした。ところが、そのした。ところが、その後後後後、ご、ご、ご、ご家族家族家族家族から病院をから病院をから病院をから病院を移移移移りたい、りたい、りたい、りたい、移移移移してほしいというしてほしいというしてほしいというしてほしいという要望要望要望要望がございがございがございがござい

ましたが、受けましたが、受けましたが、受けましたが、受け入入入入れていただく病院がないというのが現状でございまして、先生方も大変れていただく病院がないというのが現状でございまして、先生方も大変れていただく病院がないというのが現状でございまして、先生方も大変れていただく病院がないというのが現状でございまして、先生方も大変
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ごごごご苦苦苦苦労いただいて、労いただいて、労いただいて、労いただいて、少少少少しずつごしずつごしずつごしずつご家族家族家族家族のののの気持ち気持ち気持ち気持ちもももも好転好転好転好転したような状況でございました。しかしたような状況でございました。しかしたような状況でございました。しかしたような状況でございました。しか

しながら、一たんしながら、一たんしながら、一たんしながら、一たん家族家族家族家族と、病院と、病院と、病院と、病院側側側側とのとのとのとの信頼信頼信頼信頼関係というものが関係というものが関係というものが関係というものが崩崩崩崩れたような状況の中で、なれたような状況の中で、なれたような状況の中で、なれたような状況の中で、な

かなかかなかかなかかなか容易容易容易容易にそういったことがにそういったことがにそういったことがにそういったことが好転好転好転好転する状況にはないということでございました。２する状況にはないということでございました。２する状況にはないということでございました。２する状況にはないということでございました。２週週週週間、間、間、間、

３３３３週週週週間たって、またご間たって、またご間たって、またご間たって、またご相談相談相談相談をいただきました。もうどうもをいただきました。もうどうもをいただきました。もうどうもをいただきました。もうどうも症症症症状が状が状が状が好転好転好転好転しないのは何かあるしないのは何かあるしないのは何かあるしないのは何かある

のではないかということで、おのではないかということで、おのではないかということで、おのではないかということで、お母母母母さんからさんからさんからさんから泣泣泣泣きながらごきながらごきながらごきながらご相談相談相談相談をいただいたわけでございまをいただいたわけでございまをいただいたわけでございまをいただいたわけでございま

すが、そこで思ったのは、先ほどすが、そこで思ったのは、先ほどすが、そこで思ったのは、先ほどすが、そこで思ったのは、先ほど冒冒冒冒頭頭頭頭でででで申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたように、次の新しい病院はましたように、次の新しい病院はましたように、次の新しい病院はましたように、次の新しい病院は患患患患者に者に者に者に

とっていい病院だと、とっていい病院だと、とっていい病院だと、とっていい病院だと、非常非常非常非常にににに希望希望希望希望のののの持持持持てるようなおてるようなおてるようなおてるようなお話話話話をいただいておりましたけれども、をいただいておりましたけれども、をいただいておりましたけれども、をいただいておりましたけれども、

ななななぜぜぜぜこうなっているのだということが本当に理こうなっているのだということが本当に理こうなっているのだということが本当に理こうなっているのだということが本当に理解解解解されない中で、されない中で、されない中で、されない中で、毎毎毎毎日日日日患患患患者さんもそうです者さんもそうです者さんもそうです者さんもそうです

けれども、ごけれども、ごけれども、ごけれども、ご家族家族家族家族も大変も大変も大変も大変苦苦苦苦しんでいらっししんでいらっししんでいらっししんでいらっしゃゃゃゃった。そのことがなった。そのことがなった。そのことがなった。そのことがなぜぜぜぜ病院として病院として病院として病院として誠誠誠誠意意意意をををを持持持持っっっっ

てててて接接接接することができなかったのかということがすることができなかったのかということがすることができなかったのかということがすることができなかったのかということが非常非常非常非常に疑に疑に疑に疑問問問問になっていたわけでございます。になっていたわけでございます。になっていたわけでございます。になっていたわけでございます。

それそれそれそれ以上以上以上以上詳詳詳詳しいしいしいしい話話話話はしませんが、はしませんが、はしませんが、はしませんが、話話話話をををを戻戻戻戻しますけれども、今度そういった新しい病院をしますけれども、今度そういった新しい病院をしますけれども、今度そういった新しい病院をしますけれども、今度そういった新しい病院を建建建建

設するに当たって設するに当たって設するに当たって設するに当たって患患患患者にとっていい病院というのはどういう病院を者にとっていい病院というのはどういう病院を者にとっていい病院というのはどういう病院を者にとっていい病院というのはどういう病院を目指目指目指目指されているのか。されているのか。されているのか。されているのか。

また、今どういう現状をまた、今どういう現状をまた、今どういう現状をまた、今どういう現状を認識認識認識認識をされているのかをまずおをされているのかをまずおをされているのかをまずおをされているのかをまずお伺伺伺伺いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。いをしたいと思います。

○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱 個別個別個別個別の状況についての状況についての状況についての状況について把握把握把握把握しておりませんけしておりませんけしておりませんけしておりませんけ

れども、もしそういったことであれば、れども、もしそういったことであれば、れども、もしそういったことであれば、れども、もしそういったことであれば、非常非常非常非常にににに申申申申しわけないことであるというしわけないことであるというしわけないことであるというしわけないことであるという認識認識認識認識をををを持持持持っっっっ

ております。ております。ております。ております。

特に、これはもう言わずもがなのことでありますけれども、病院というところは治療す特に、これはもう言わずもがなのことでありますけれども、病院というところは治療す特に、これはもう言わずもがなのことでありますけれども、病院というところは治療す特に、これはもう言わずもがなのことでありますけれども、病院というところは治療す

るところですけれども、何よりも直るところですけれども、何よりも直るところですけれども、何よりも直るところですけれども、何よりも直接診接診接診接診療なり、治療に当たる医師、看護師と療なり、治療に当たる医師、看護師と療なり、治療に当たる医師、看護師と療なり、治療に当たる医師、看護師と患患患患者さんと者さんと者さんと者さんと

はははは信頼信頼信頼信頼関係があって関係があって関係があって関係があって初初初初めて治療ができるのが医療者のあるめて治療ができるのが医療者のあるめて治療ができるのが医療者のあるめて治療ができるのが医療者のあるべべべべき前提ですので、き前提ですので、き前提ですので、き前提ですので、多多多多分に病院分に病院分に病院分に病院

長をはじめ、職員はそのつもりで長をはじめ、職員はそのつもりで長をはじめ、職員はそのつもりで長をはじめ、職員はそのつもりで患患患患者さんに者さんに者さんに者さんに接接接接しているというしているというしているというしているという認識認識認識認識をしているのですけれをしているのですけれをしているのですけれをしているのですけれ

ども、ども、ども、ども、私私私私のところにものところにものところにものところにも時時時時々、々、々、々、多多多多分説明分説明分説明分説明不足不足不足不足あるいは説明があるいは説明があるいは説明があるいは説明が十十十十分でなかったためにおしかり分でなかったためにおしかり分でなかったためにおしかり分でなかったためにおしかり

であったり、であったり、であったり、であったり、苦苦苦苦言であったりということを聞きますので、そういう言であったりということを聞きますので、そういう言であったりということを聞きますので、そういう言であったりということを聞きますので、そういう意味意味意味意味では院長をはじめ、では院長をはじめ、では院長をはじめ、では院長をはじめ、

そういうそういうそういうそういう意識意識意識意識をををを持持持持ってやっていただいているのですけれども、まだってやっていただいているのですけれども、まだってやっていただいているのですけれども、まだってやっていただいているのですけれども、まだ十十十十分ではないのかとい分ではないのかとい分ではないのかとい分ではないのかとい

うことをうことをうことをうことを肝肝肝肝にににに銘銘銘銘じて新病院もじて新病院もじて新病院もじて新病院も取取取取りりりり組組組組んでいかないといけないと思っております。何よりもんでいかないといけないと思っております。何よりもんでいかないといけないと思っております。何よりもんでいかないといけないと思っております。何よりも

新しい病院は、大国委員がおっし新しい病院は、大国委員がおっし新しい病院は、大国委員がおっし新しい病院は、大国委員がおっしゃゃゃゃるように、るように、るように、るように、入入入入ったったったった途途途途端端端端に治ったようなに治ったようなに治ったようなに治ったような気気気気になるようにになるようにになるようにになるように

するということは、外するということは、外するということは、外するということは、外観観観観や室内のや室内のや室内のや室内のイメイメイメイメーーーージジジジもそうですけれども、それもそうですけれども、それもそうですけれども、それもそうですけれども、それ以上以上以上以上に職員のに職員のに職員のに職員の対応対応対応対応がががが

何よりも大事ということで、今回の新病院の整備に当たりましても、まず、今何よりも大事ということで、今回の新病院の整備に当たりましても、まず、今何よりも大事ということで、今回の新病院の整備に当たりましても、まず、今何よりも大事ということで、今回の新病院の整備に当たりましても、まず、今後後後後理理理理念念念念あるあるあるある

いはいはいはいは考考考考え方をさらにもうえ方をさらにもうえ方をさらにもうえ方をさらにもう少少少少しししし詰詰詰詰めていきます。何よりもめていきます。何よりもめていきます。何よりもめていきます。何よりも患患患患者さんのためにが第一というこ者さんのためにが第一というこ者さんのためにが第一というこ者さんのためにが第一というこ

とで、先ほど言いましたように何よりもとで、先ほど言いましたように何よりもとで、先ほど言いましたように何よりもとで、先ほど言いましたように何よりも患患患患者さん、あるいは者さん、あるいは者さん、あるいは者さん、あるいは患患患患者さんの者さんの者さんの者さんの後後後後ろにおられるろにおられるろにおられるろにおられる家家家家

族族族族のことものことものことものことも十十十十分分分分感感感感じじじじ取取取取れる医療者をれる医療者をれる医療者をれる医療者を育育育育てていっていただきたいという思いのもとに、さらてていっていただきたいという思いのもとに、さらてていっていただきたいという思いのもとに、さらてていっていただきたいという思いのもとに、さら
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に新病院の整備に向けてに新病院の整備に向けてに新病院の整備に向けてに新病院の整備に向けて対応対応対応対応していきたいと思っております。していきたいと思っております。していきたいと思っております。し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。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 本当に新しい病院はできたけれどもという本当に新しい病院はできたけれどもという本当に新しい病院はできたけれどもという本当に新しい病院はできたけれどもという話話話話そのものだと思います。やっそのものだと思います。やっそのものだと思います。やっそのものだと思います。やっぱぱぱぱ

りりりり患患患患者が中心でなくてはならないと思いますし、そこには頑張っていらっし者が中心でなくてはならないと思いますし、そこには頑張っていらっし者が中心でなくてはならないと思いますし、そこには頑張っていらっし者が中心でなくてはならないと思いますし、そこには頑張っていらっしゃゃゃゃるお医者さるお医者さるお医者さるお医者さ

んや看護師さん、そこをんや看護師さん、そこをんや看護師さん、そこをんや看護師さん、そこを結び結び結び結びつける、つける、つける、つける、点点点点とととと点点点点で頑張っていらっしで頑張っていらっしで頑張っていらっしで頑張っていらっしゃゃゃゃるのですけれども、そるのですけれども、そるのですけれども、そるのですけれども、そ

こが１つになれないというのが何かこが１つになれないというのが何かこが１つになれないというのが何かこが１つになれないというのが何か違違違違うのではないかと思いました。うのではないかと思いました。うのではないかと思いました。うのではないかと思いました。

先ほど先ほど先ほど先ほど申申申申しししし上げ上げ上げ上げましたおましたおましたおましたお母母母母さんのさんのさんのさんの話話話話は、は、は、は、ひひひひょょょょっとしたらこのままっとしたらこのままっとしたらこのままっとしたらこのまま息子息子息子息子が大変な状況になが大変な状況になが大変な状況になが大変な状況にな

るのではないかというるのではないかというるのではないかというるのではないかというぐぐぐぐらいのらいのらいのらいの症症症症状だったそうです。そういう状況であるにもかかわらず、状だったそうです。そういう状況であるにもかかわらず、状だったそうです。そういう状況であるにもかかわらず、状だったそうです。そういう状況であるにもかかわらず、

なかなかなかなかなかなかなかなか寄寄寄寄りりりり添添添添うことができなかった。もう本当にうことができなかった。もう本当にうことができなかった。もう本当にうことができなかった。もう本当に残残残残念念念念な思いをして、な思いをして、な思いをして、な思いをして、待待待待合室でお合室でお合室でお合室でお母母母母さんさんさんさん

のののの話話話話を聞いたわけでございますが、そういったことも含めてを聞いたわけでございますが、そういったことも含めてを聞いたわけでございますが、そういったことも含めてを聞いたわけでございますが、そういったことも含めて患患患患者、そして者、そして者、そして者、そして家族家族家族家族にににに視視視視点点点点を当を当を当を当

てたてたてたてた取取取取りりりり組み組み組み組みというものが、病院ができるまでもできることがあると思いますし、もうというものが、病院ができるまでもできることがあると思いますし、もうというものが、病院ができるまでもできることがあると思いますし、もうというものが、病院ができるまでもできることがあると思いますし、もう準準準準

備備備備段階段階段階段階だと思いますので、病院ができたからすだと思いますので、病院ができたからすだと思いますので、病院ができたからすだと思いますので、病院ができたからすぐぐぐぐにににに患患患患者にとっていい病院になりましたよ者にとっていい病院になりましたよ者にとっていい病院になりましたよ者にとっていい病院になりましたよ

ということではなくて、もうということではなくて、もうということではなくて、もうということではなくて、もう既既既既にそういうにそういうにそういうにそういう取組取組取組取組がががが進進進進んでいるのだと、んでいるのだと、んでいるのだと、んでいるのだと、患患患患者にとってのいい者にとってのいい者にとってのいい者にとってのいい

病院をもう病院をもう病院をもう病院をもう少少少少し明確にきっし明確にきっし明確にきっし明確にきっちちちちりとりとりとりと決決決決めていくめていくめていくめていく必要必要必要必要があるのではないかとこの事例をがあるのではないかとこの事例をがあるのではないかとこの事例をがあるのではないかとこの事例を目目目目の当の当の当の当

たりに体たりに体たりに体たりに体験験験験をさせていただいて、をさせていただいて、をさせていただいて、をさせていただいて、強強強強くくくく感感感感じました。やっじました。やっじました。やっじました。やっぱぱぱぱりそうでなくてはならないと思りそうでなくてはならないと思りそうでなくてはならないと思りそうでなくてはならないと思

いますので、できるいますので、できるいますので、できるいますので、できる限限限限り、り、り、り、少少少少し前し前し前し前倒倒倒倒しにしにしにしに具具具具体体体体的的的的にににに患患患患者さんの立者さんの立者さんの立者さんの立場場場場に立った病院づくりをに立った病院づくりをに立った病院づくりをに立った病院づくりを進進進進

めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが必要必要必要必要だと思います。このだと思います。このだと思います。このだと思います。この点点点点について、について、について、について、最後最後最後最後にご答にご答にご答にご答弁弁弁弁をお願いしたいと思いをお願いしたいと思いをお願いしたいと思いをお願いしたいと思い

ます。ます。ます。ます。

○高城医療政策部長○高城医療政策部長○高城医療政策部長○高城医療政策部長 ごごごご指摘指摘指摘指摘ありがとうございます。たしかにいろいろなありがとうございます。たしかにいろいろなありがとうございます。たしかにいろいろなありがとうございます。たしかにいろいろな患患患患者者者者様様様様がいらっがいらっがいらっがいらっ

ししししゃゃゃゃいます。いわいます。いわいます。いわいます。いわゆゆゆゆるるるるイイイインンンンフフフフォォォォーーーームムムムドコドコドコドコンンンンセセセセンンンントトトトと言われておりますけれども、これもきと言われておりますけれども、これもきと言われておりますけれども、これもきと言われておりますけれども、これもき

っっっっちちちちり医療法り医療法り医療法り医療法上上上上にににに位置位置位置位置づけられたことでございますので、医療づけられたことでございますので、医療づけられたことでございますので、医療づけられたことでございますので、医療従従従従事者はしっかりと事者はしっかりと事者はしっかりと事者はしっかりと責責責責務を務を務を務を

果果果果たすたすたすたすべべべべきであると思っております。きであると思っております。きであると思っております。きであると思っております。

ももももちちちちろん今回のろん今回のろん今回のろん今回のケケケケーーーーススススは、例えばは、例えばは、例えばは、例えば管管管管理者ではこういう理理者ではこういう理理者ではこういう理理者ではこういう理念念念念でいこうと言っても、でいこうと言っても、でいこうと言っても、でいこうと言っても、末末末末端端端端まままま

でででで浸透浸透浸透浸透していなかったのではないかとか、またいろいろなしていなかったのではないかとか、またいろいろなしていなかったのではないかとか、またいろいろなしていなかったのではないかとか、またいろいろな個別個別個別個別ののののケケケケーーーーススススがあるのでしがあるのでしがあるのでしがあるのでしょょょょうううう

けれども、今けれども、今けれども、今けれども、今後後後後新しい病院、まずは独立行政法人化されますので、それに向けてしっかり新しい病院、まずは独立行政法人化されますので、それに向けてしっかり新しい病院、まずは独立行政法人化されますので、それに向けてしっかり新しい病院、まずは独立行政法人化されますので、それに向けてしっかり

と病院にと病院にと病院にと病院に携携携携わるわるわるわる皆様皆様皆様皆様にこういったにこういったにこういったにこういった基基基基本本本本的的的的な、な、な、な、患患患患者さんに者さんに者さんに者さんに寄寄寄寄りりりり添添添添うことを、大事にして業務うことを、大事にして業務うことを、大事にして業務うことを、大事にして業務

にににに従従従従事してほしいと事してほしいと事してほしいと事してほしいと訴訴訴訴えていきたいと思います。えていきたいと思います。えていきたいと思います。えていきたいと思います。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 質質質質問問問問ではないのですけれども、ではないのですけれども、ではないのですけれども、ではないのですけれども、後後後後でとも思っておりましたが、政策でとも思っておりましたが、政策でとも思っておりましたが、政策でとも思っておりましたが、政策検討検討検討検討会議会議会議会議

のののの座座座座長として、その会議で長として、その会議で長として、その会議で長として、その会議で検討検討検討検討をさせていただき先日、県立医科大学中をさせていただき先日、県立医科大学中をさせていただき先日、県立医科大学中をさせていただき先日、県立医科大学中期目標期目標期目標期目標が出されまが出されまが出されまが出されま

した。先ほど委員長からも報告ありましたように理事者にもこれは行っているのでしした。先ほど委員長からも報告ありましたように理事者にもこれは行っているのでしした。先ほど委員長からも報告ありましたように理事者にもこれは行っているのでしした。先ほど委員長からも報告ありましたように理事者にもこれは行っているのでしょょょょうううう

か。まだですか。か。まだですか。か。まだですか。か。まだですか。
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このこのこのこの意見意見意見意見をまとめて、きをまとめて、きをまとめて、きをまとめて、きょょょょうの委員のうの委員のうの委員のうの委員の皆皆皆皆さんにはさんにはさんにはさんには各各各各会会会会派派派派にはにはにはには渡渡渡渡しておりますけれども、しておりますけれども、しておりますけれども、しておりますけれども、

また理事者にもまた理事者にもまた理事者にもまた理事者にも見見見見ていただこうと思っていますので、そのていただこうと思っていますので、そのていただこうと思っていますので、そのていただこうと思っていますので、その辺辺辺辺のところものところものところものところもぜひぜひぜひぜひ今今今今後後後後いろいろいろいろいろいろいろいろ

なななな面面面面でででで取取取取りりりり組組組組んでいただきたいと思います。それをお願いしておきたい。んでいただきたいと思います。それをお願いしておきたい。んでいただきたいと思います。それをお願いしておきたい。んでいただきたいと思います。それをお願いしておきたい。

それと、１２月ごろから、それと、１２月ごろから、それと、１２月ごろから、それと、１２月ごろから、母母母母のののの付付付付きききき添添添添いですけれど、いですけれど、いですけれど、いですけれど、毎週水曜毎週水曜毎週水曜毎週水曜日に県立医科大学日に県立医科大学日に県立医科大学日に県立医科大学附属附属附属附属病病病病

院の院の院の院の皮膚皮膚皮膚皮膚科へ行かなければならなくなった。県立医科大学科へ行かなければならなくなった。県立医科大学科へ行かなければならなくなった。県立医科大学科へ行かなければならなくなった。県立医科大学附属附属附属附属病院は病院は病院は病院は診診診診てもらったてもらったてもらったてもらった後後後後、、、、計計計計

算するのは何算するのは何算するのは何算するのは何時時時時間も間も間も間も待待待待たないといけないし、またたないといけないし、またたないといけないし、またたないといけないし、また薬薬薬薬をもらうのも何をもらうのも何をもらうのも何をもらうのも何時時時時間も間も間も間も待待待待つと聞いていつと聞いていつと聞いていつと聞いてい

たのですけれど、このごろすごくたのですけれど、このごろすごくたのですけれど、このごろすごくたのですけれど、このごろすごく早早早早いのです。いのです。いのです。いのです。ススススムムムムーーーーズズズズになって、になって、になって、になって、皆皆皆皆さんさんさんさん早早早早くなったと喜くなったと喜くなったと喜くなったと喜

んでいるのをんでいるのをんでいるのをんでいるのを見見見見て、何かて、何かて、何かて、何かシシシシスススステムテムテムテム的的的的に変わったのか、どうなのでしに変わったのか、どうなのでしに変わったのか、どうなのでしに変わったのか、どうなのでしょょょょうか。良い方に変わうか。良い方に変わうか。良い方に変わうか。良い方に変わ

っているけれど。なっているけれど。なっているけれど。なっているけれど。なぜぜぜぜこんなにこんなにこんなにこんなに早早早早くなったのですかと聞かれるくなったのですかと聞かれるくなったのですかと聞かれるくなったのですかと聞かれる場場場場合もあるのです。わかり合もあるのです。わかり合もあるのです。わかり合もあるのです。わかり

ますかますかますかますか。。。。（発言する者あり）よかった。（発言する者あり）よかった。（発言する者あり）よかった。（発言する者あり）よかった。ちちちちょょょょっと県立医科大学っと県立医科大学っと県立医科大学っと県立医科大学附属附属附属附属病院の良いことも言っ病院の良いことも言っ病院の良いことも言っ病院の良いことも言っ

ておかないと。ておかないと。ておかないと。ておかないと。

○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱 申申申申しわけございません。しわけございません。しわけございません。しわけございません。具具具具体体体体的的的的なことにつなことにつなことにつなことにつ

いてはいてはいてはいては存存存存じておりませんけれども、じておりませんけれども、じておりませんけれども、じておりませんけれども、従来従来従来従来から県立医科大学もから県立医科大学もから県立医科大学もから県立医科大学も附属附属附属附属病院を中心に、病院を中心に、病院を中心に、病院を中心に、患患患患者者者者ササササーーーー

ビビビビスススス委員会とか委員会とか委員会とか委員会とか活活活活発にやっていただいて、発にやっていただいて、発にやっていただいて、発にやっていただいて、具具具具体体体体的的的的なななな取取取取りりりり組み組み組み組みをいろいろしていこうというをいろいろしていこうというをいろいろしていこうというをいろいろしていこうという

ことで、その一ことで、その一ことで、その一ことで、その一環環環環でででで待待待待合の合の合の合の時時時時間をとにかく間をとにかく間をとにかく間をとにかく短縮短縮短縮短縮するというするというするというするという目標目標目標目標をををを持持持持ってってってって取取取取りりりり組組組組んでいただんでいただんでいただんでいただ

いておりますので、その一いておりますので、その一いておりますので、その一いておりますので、その一環環環環として今回として今回として今回として今回少少少少しししし時時時時間間間間短縮短縮短縮短縮をををを図図図図られたのかとられたのかとられたのかとられたのかと認識認識認識認識しております。しております。しております。しております。

以上以上以上以上です。です。です。です。

○神田委員○神田委員○神田委員○神田委員 できるところからできるところからできるところからできるところから皆皆皆皆さん一生さん一生さん一生さん一生懸懸懸懸命やっていただいていると命やっていただいていると命やっていただいていると命やっていただいていると実実実実感感感感しておりますしておりますしておりますしております

ので、また県立医科大学へ行かれるときがあったら言っておいてください。ので、また県立医科大学へ行かれるときがあったら言っておいてください。ので、また県立医科大学へ行かれるときがあったら言っておいてください。ので、また県立医科大学へ行かれるときがあったら言っておいてください。以上以上以上以上です。です。です。です。

中中中中期目標期目標期目標期目標はまたしっかりとはまたしっかりとはまたしっかりとはまたしっかりと見見見見ておいてほしいと思います。ておいてほしいと思います。ておいてほしいと思います。ておいてほしいと思います。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 それでは、それでは、それでは、それでは、少少少少しお聞きしたいと思います。しお聞きしたいと思います。しお聞きしたいと思います。しお聞きしたいと思います。

ききききょょょょうも奈良県の保うも奈良県の保うも奈良県の保うも奈良県の保健健健健医療医療医療医療計計計計画画画画等等等等の説明もございまして、新たなの説明もございまして、新たなの説明もございまして、新たなの説明もございまして、新たな見見見見直しもされておりま直しもされておりま直しもされておりま直しもされておりま

す。その中で、す。その中で、す。その中で、す。その中で、最最最最近いろいろな方からご近いろいろな方からご近いろいろな方からご近いろいろな方からご相談相談相談相談を受けたりしている中で、を受けたりしている中で、を受けたりしている中で、を受けたりしている中で、精精精精神科医療の神科医療の神科医療の神科医療の問題問題問題問題

ですけれども、ですけれども、ですけれども、ですけれども、最最最最近高近高近高近高齢齢齢齢化が化が化が化が進進進進んでくる中でんでくる中でんでくる中でんでくる中で認認認認知知知知症症症症のののの対応対応対応対応がががが非常非常非常非常にににに多多多多くなっていることがくなっていることがくなっていることがくなっていることが

ありまして、ありまして、ありまして、ありまして、認認認認知知知知症症症症があって内科があって内科があって内科があって内科的的的的疾疾疾疾患患患患があってがあってがあってがあって入入入入院というのはなかなか受け院というのはなかなか受け院というのはなかなか受け院というのはなかなか受け入入入入れてもられてもられてもられてもら

えないとえないとえないとえないと非常非常非常非常におにおにおにお困困困困りになっていることがたくさんございます。それとともにお聞きしてりになっていることがたくさんございます。それとともにお聞きしてりになっていることがたくさんございます。それとともにお聞きしてりになっていることがたくさんございます。それとともにお聞きして

おりますのは、おりますのは、おりますのは、おりますのは、救急救急救急救急医療です。医療です。医療です。医療です。精精精精神科の神科の神科の神科の救急救急救急救急医療で、内科医療で、内科医療で、内科医療で、内科疾疾疾疾患患患患があるがあるがあるがある場場場場合には、受け合には、受け合には、受け合には、受け入入入入れれれれ

てもらえなくててもらえなくててもらえなくててもらえなくて帰帰帰帰されてくることがされてくることがされてくることがされてくることが非常非常非常非常にににに多多多多いと聞いております。特に県立医科大学いと聞いております。特に県立医科大学いと聞いております。特に県立医科大学いと聞いております。特に県立医科大学附属附属附属附属

病院でも病院でも病院でも病院でも断断断断られますと、もう行くところがないので、大られますと、もう行くところがないので、大られますと、もう行くところがないので、大られますと、もう行くところがないので、大阪府阪府阪府阪府にににに送送送送られるられるられるられる場場場場合が合が合が合が非常非常非常非常にににに多多多多いいいい

ということで、何とかならないのかと言われているわけですけれども、このということで、何とかならないのかと言われているわけですけれども、このということで、何とかならないのかと言われているわけですけれども、このということで、何とかならないのかと言われているわけですけれども、この辺辺辺辺のところ、のところ、のところ、のところ、
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どうされるのか、お聞きしたいと思います。どうされるのか、お聞きしたいと思います。どうされるのか、お聞きしたいと思います。どうされるのか、お聞きしたいと思います。

それともう１それともう１それともう１それともう１点点点点は、奈良県内にはは、奈良県内にはは、奈良県内にはは、奈良県内にはアアアアルコルコルコルコーーーールルルル依存症依存症依存症依存症にににに対応対応対応対応する専門する専門する専門する専門的的的的な医療な医療な医療な医療機機機機関がない関がない関がない関がない

のです。治療をやってくださる先生はいらっしのです。治療をやってくださる先生はいらっしのです。治療をやってくださる先生はいらっしのです。治療をやってくださる先生はいらっしゃゃゃゃるのですけれども、それを専門に受けるのですけれども、それを専門に受けるのですけれども、それを専門に受けるのですけれども、それを専門に受け入入入入

れるというところがありませんので、れるというところがありませんので、れるというところがありませんので、れるというところがありませんので、私私私私の知っている方はほとんど大の知っている方はほとんど大の知っている方はほとんど大の知っている方はほとんど大阪府阪府阪府阪府に行かれるのでに行かれるのでに行かれるのでに行かれるので

す。そういう状況もありまして、新しい病院もできるということもありますし、県内でこす。そういう状況もありまして、新しい病院もできるということもありますし、県内でこす。そういう状況もありまして、新しい病院もできるということもありますし、県内でこす。そういう状況もありまして、新しい病院もできるということもありますし、県内でこ

のののの対応対応対応対応を何とかを何とかを何とかを何とか考考考考えていただけないかというえていただけないかというえていただけないかというえていただけないかという声声声声があるのですけれども、そのがあるのですけれども、そのがあるのですけれども、そのがあるのですけれども、その辺辺辺辺についておについておについておについてお

考考考考えを聞いておきたいと思いますが、いかがでしえを聞いておきたいと思いますが、いかがでしえを聞いておきたいと思いますが、いかがでしえを聞いておきたいと思いますが、いかがでしょょょょうか。うか。うか。うか。

○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱○中川医療政策部次長医療管理課長事務取扱 精精精精神科の医療について、ご質神科の医療について、ご質神科の医療について、ご質神科の医療について、ご質問問問問ありましたありましたありましたありました

のでお答えをさせていただきたいと思います。のでお答えをさせていただきたいと思います。のでお答えをさせていただきたいと思います。のでお答えをさせていただきたいと思います。

山村委員ご山村委員ご山村委員ご山村委員ご指摘指摘指摘指摘いただいているとおりでございまして、現在県内のいただいているとおりでございまして、現在県内のいただいているとおりでございまして、現在県内のいただいているとおりでございまして、現在県内の精精精精神科医療の中で、神科医療の中で、神科医療の中で、神科医療の中で、

特に特に特に特に救急救急救急救急、それから合、それから合、それから合、それから合併症併症併症併症にににに対応対応対応対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が関が関が関が非常非常非常非常にににに少少少少ないというのが現状でございないというのが現状でございないというのが現状でございないというのが現状でござい

ます。したがいまして、ます。したがいまして、ます。したがいまして、ます。したがいまして、トトトトーーーータルタルタルタルでやれるのはほとんど奈良県立医科大学でやれるのはほとんど奈良県立医科大学でやれるのはほとんど奈良県立医科大学でやれるのはほとんど奈良県立医科大学附属附属附属附属病院に病院に病院に病院に集集集集中中中中

しているのが現状でございまして、特に人しているのが現状でございまして、特に人しているのが現状でございまして、特に人しているのが現状でございまして、特に人口口口口のののの多多多多いいいい北北北北和和和和エリアエリアエリアエリアでででで十十十十分に分に分に分に対応対応対応対応できていないできていないできていないできていない

のが現状でございますので、今回新県立奈良病院の整備に当たりましては、のが現状でございますので、今回新県立奈良病院の整備に当たりましては、のが現状でございますので、今回新県立奈良病院の整備に当たりましては、のが現状でございますので、今回新県立奈良病院の整備に当たりましては、精精精精神科の病床神科の病床神科の病床神科の病床

を４０床程度予定しておりますけれども、そこを整備をさせていただきます。を４０床程度予定しておりますけれども、そこを整備をさせていただきます。を４０床程度予定しておりますけれども、そこを整備をさせていただきます。を４０床程度予定しておりますけれども、そこを整備をさせていただきます。主主主主にそこでにそこでにそこでにそこで

受ける受ける受ける受ける患患患患者さんは者さんは者さんは者さんは精精精精神と神と神と神と身身身身体の合体の合体の合体の合併症併症併症併症をおをおをおをお持ち持ち持ち持ちの方を中心にさせていただくことを予定しの方を中心にさせていただくことを予定しの方を中心にさせていただくことを予定しの方を中心にさせていただくことを予定し

ておりまして、特に近ておりまして、特に近ておりまして、特に近ておりまして、特に近隣隣隣隣にににに精精精精神科の病院はあるけれども、神科の病院はあるけれども、神科の病院はあるけれども、神科の病院はあるけれども、単単単単体の体の体の体の認認認認知知知知症症症症でありますとかでありますとかでありますとかでありますとか精精精精

神神神神疾疾疾疾患患患患のののの患患患患者さんはお受けいただけますが、者さんはお受けいただけますが、者さんはお受けいただけますが、者さんはお受けいただけますが、少少少少しししし精精精精神神神神疾疾疾疾患患患患をおをおをおをお持ち持ち持ち持ちの方でがんでありますの方でがんでありますの方でがんでありますの方でがんであります

とか、とか、とか、とか、肺炎肺炎肺炎肺炎でありますとかになりますと、なかなか受けていただくことができませんので、でありますとかになりますと、なかなか受けていただくことができませんので、でありますとかになりますと、なかなか受けていただくことができませんので、でありますとかになりますと、なかなか受けていただくことができませんので、

そこをしっかり受けられる病院として整備をしたいと思います。これによりまして、そこをしっかり受けられる病院として整備をしたいと思います。これによりまして、そこをしっかり受けられる病院として整備をしたいと思います。これによりまして、そこをしっかり受けられる病院として整備をしたいと思います。これによりまして、北北北北でででで

新県立奈良病院に整備できますと、奈良県立医科大学新県立奈良病院に整備できますと、奈良県立医科大学新県立奈良病院に整備できますと、奈良県立医科大学新県立奈良病院に整備できますと、奈良県立医科大学附属附属附属附属病院とあわせて病院とあわせて病院とあわせて病院とあわせて対応対応対応対応できますのできますのできますのできますの

で、で、で、で、非常非常非常非常にそのにそのにそのにその辺辺辺辺がががが安安安安定していくのかなというのは１定していくのかなというのは１定していくのかなというのは１定していくのかなというのは１点考点考点考点考えているところでございます。えているところでございます。えているところでございます。えているところでございます。

それから、それから、それから、それから、アアアアルコルコルコルコーーーールルルル依存症依存症依存症依存症については、医療政策部長からご説明をさせていただきたについては、医療政策部長からご説明をさせていただきたについては、医療政策部長からご説明をさせていただきたについては、医療政策部長からご説明をさせていただきた

いと思います。いと思います。いと思います。いと思います。

○高城医療政策部長○高城医療政策部長○高城医療政策部長○高城医療政策部長 アアアアルコルコルコルコーーーールルルル依存症依存症依存症依存症ということで、ということで、ということで、ということで、依存症依存症依存症依存症のののの手手手手前前前前ぐぐぐぐらいのものかららいのものかららいのものかららいのものから非非非非

常常常常ににににハハハハーーーードドドドなものまでさまざまだと思います。なものまでさまざまだと思います。なものまでさまざまだと思います。なものまでさまざまだと思います。

私私私私もおもおもおもお酒酒酒酒は大は大は大は大好好好好きなのですけれども、きなのですけれども、きなのですけれども、きなのですけれども、余余余余りりりり飲飲飲飲みみみみ過ぎ過ぎ過ぎ過ぎてしまうとということで、まずはそてしまうとということで、まずはそてしまうとということで、まずはそてしまうとということで、まずはそ

ういう医療ういう医療ういう医療ういう医療機機機機関に関に関に関に入入入入るというほかに、わかるというほかに、わかるというほかに、わかるというほかに、わかちちちちあいの会のような、あいの会のような、あいの会のような、あいの会のような、アアアアルコルコルコルコーーーールルルルのののの依存症依存症依存症依存症になになになにな

っている人たっている人たっている人たっている人たちちちちのののの活活活活動動動動というか、そういう人たというか、そういう人たというか、そういう人たというか、そういう人たちちちちがががが集集集集まって定まって定まって定まって定期的期的期的期的に県内にいろいろなに県内にいろいろなに県内にいろいろなに県内にいろいろな箇箇箇箇

所所所所でわかでわかでわかでわかちちちちあいの会ということであいの会ということであいの会ということであいの会ということで活活活活動動動動をされているというのはをされているというのはをされているというのはをされているというのは承承承承知しております。ただ、知しております。ただ、知しております。ただ、知しております。ただ、
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実際実際実際実際ににににアアアアルコルコルコルコーーーールルルル依存症依存症依存症依存症で治療がで治療がで治療がで治療が必要必要必要必要という方々がどのような医療という方々がどのような医療という方々がどのような医療という方々がどのような医療機機機機関で、どのようなご関で、どのようなご関で、どのようなご関で、どのようなご

苦苦苦苦労をされているのかという労をされているのかという労をされているのかという労をされているのかという点点点点については、まだについては、まだについては、まだについては、まだ少少少少しししし勉強勉強勉強勉強をするをするをするをする必要必要必要必要があると思っておりがあると思っておりがあると思っておりがあると思っており

ます。ます。ます。ます。非常非常非常非常に特に特に特に特殊殊殊殊なななな領領領領域、まだ域、まだ域、まだ域、まだ少少少少し専門し専門し専門し専門的的的的なななな領領領領域であります。例えば域であります。例えば域であります。例えば域であります。例えば全全全全国国国国的的的的には神奈川県には神奈川県には神奈川県には神奈川県

のののの久里浜久里浜久里浜久里浜の病院がございますけれども、奈良県でどこまでの病院がございますけれども、奈良県でどこまでの病院がございますけれども、奈良県でどこまでの病院がございますけれども、奈良県でどこまで取取取取りりりり組む組む組む組むべべべべきなのか、現状をもきなのか、現状をもきなのか、現状をもきなのか、現状をも

うううう少少少少しししし勉強勉強勉強勉強させていただきながらさせていただきながらさせていただきながらさせていただきながら考考考考えていきたいと思っております。えていきたいと思っております。えていきたいと思っております。えていきたいと思っております。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 精精精精神科医療につきましては、新しい病院では神科医療につきましては、新しい病院では神科医療につきましては、新しい病院では神科医療につきましては、新しい病院では対応対応対応対応ができるということをができるということをができるということをができるということを考考考考ええええ

ていただくていただくていただくていただく
というというというという
というというというということで。ただ、そこができるまでにことで。ただ、そこができるまでにことで。ただ、そこができるまでにことで。ただ、そこができるまでに相相相相当の当の当の当の時時時時間がかかるわけで、それま間がかかるわけで、それま間がかかるわけで、それま間がかかるわけで、それま

ででも、今現在おででも、今現在おででも、今現在おででも、今現在お困困困困りになっていらっしりになっていらっしりになっていらっしりになっていらっしゃゃゃゃる方をどうされるのかがる方をどうされるのかがる方をどうされるのかがる方をどうされるのかが問題問題問題問題であろうと思ってであろうと思ってであろうと思ってであろうと思って

おります。おります。おります。おります。

今、今、今、今、精精精精神科病院の神科病院の神科病院の神科病院の輪輪輪輪番番番番制とか、そういうものもあるように聞いておりますけれども、制とか、そういうものもあるように聞いておりますけれども、制とか、そういうものもあるように聞いておりますけれども、制とか、そういうものもあるように聞いておりますけれども、実実実実

際上際上際上際上、病院の、病院の、病院の、病院の機能機能機能機能はそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれれれれ違違違違いますから、なかなか受けいますから、なかなか受けいますから、なかなか受けいますから、なかなか受け入入入入れといってもれといってもれといってもれといっても難難難難しいしいしいしい面面面面があるがあるがあるがある

のかと思ってはいるのですが、そういう中で県としてのかと思ってはいるのですが、そういう中で県としてのかと思ってはいるのですが、そういう中で県としてのかと思ってはいるのですが、そういう中で県として役役役役割を何とか割を何とか割を何とか割を何とか果果果果たしていただきたいたしていただきたいたしていただきたいたしていただきたい

ことを１ことを１ことを１ことを１点点点点思っております。思っております。思っております。思っております。

それと、今それと、今それと、今それと、今アアアアルコルコルコルコーーーールルルル依存症依存症依存症依存症のことにつきましては、のことにつきましては、のことにつきましては、のことにつきましては、ぜひぜひぜひぜひ県としても関心を県としても関心を県としても関心を県としても関心を持持持持ってといってといってといってとい

うか、県うか、県うか、県うか、県民民民民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの要望要望要望要望ですので、ですので、ですので、ですので、検討検討検討検討をいただきたいとお願いしておきたいと思いまをいただきたいとお願いしておきたいと思いまをいただきたいとお願いしておきたいと思いまをいただきたいとお願いしておきたいと思いま

す。す。す。す。

それから、もう１それから、もう１それから、もう１それから、もう１点点点点ですけれども、これはですけれども、これはですけれども、これはですけれども、これは要望要望要望要望にとどめておきたいと思いますけれども、にとどめておきたいと思いますけれども、にとどめておきたいと思いますけれども、にとどめておきたいと思いますけれども、

へき地の医療についてなのですが、へき地の医療についてなのですが、へき地の医療についてなのですが、へき地の医療についてなのですが、南南南南和病院が和病院が和病院が和病院が急性急性急性急性期期期期のののの拠点拠点拠点拠点病院として整備をされるとい病院として整備をされるとい病院として整備をされるとい病院として整備をされるとい

うことで、それにうことで、それにうことで、それにうことで、それに伴伴伴伴って国保吉野病院、県立って国保吉野病院、県立って国保吉野病院、県立って国保吉野病院、県立五條五條五條五條病院は外病院は外病院は外病院は外来来来来はありますけれども、療はありますけれども、療はありますけれども、療はありますけれども、療養養養養病病病病

院ということになります。院ということになります。院ということになります。院ということになります。拠点拠点拠点拠点が整備をされて、そこに人もが整備をされて、そこに人もが整備をされて、そこに人もが整備をされて、そこに人も厚厚厚厚くなって、くなって、くなって、くなって、急性急性急性急性期期期期というというというという点点点点

で、あるいはで、あるいはで、あるいはで、あるいは救急救急救急救急医療という医療という医療という医療という点点点点でででで南南南南和地域で大きな和地域で大きな和地域で大きな和地域で大きな役役役役割を割を割を割を果果果果たすことになるというたすことになるというたすことになるというたすことになるという点点点点では、では、では、では、

これもその一つの方策としてこれもその一つの方策としてこれもその一つの方策としてこれもその一つの方策として推推推推進進進進されていることでされていることでされていることでされていることで効果効果効果効果があればいいと思っておりますが、があればいいと思っておりますが、があればいいと思っておりますが、があればいいと思っておりますが、

住住住住民民民民からお聞きしているのですけれども、地域のからお聞きしているのですけれども、地域のからお聞きしているのですけれども、地域のからお聞きしているのですけれども、地域の皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから見見見見れば、療れば、療れば、療れば、療養養養養病院ということ病院ということ病院ということ病院ということ

になるとになるとになるとになると急性急性急性急性期期期期の受けの受けの受けの受け入入入入れがないということで、れがないということで、れがないということで、れがないということで、非常非常非常非常にににに不不不不安安安安があるというがあるというがあるというがあるという声声声声も聞いておりも聞いておりも聞いておりも聞いており

ます。そして、ます。そして、ます。そして、ます。そして、南南南南和地域のへき地和地域のへき地和地域のへき地和地域のへき地診診診診療療療療所所所所は、は、は、は、非常非常非常非常にににに点点点点在されておりますし、地在されておりますし、地在されておりますし、地在されておりますし、地形形形形がそうでがそうでがそうでがそうで

すので、すので、すので、すので、仕仕仕仕方がないと思うのですけれども、一人医師体制ということで大変方がないと思うのですけれども、一人医師体制ということで大変方がないと思うのですけれども、一人医師体制ということで大変方がないと思うのですけれども、一人医師体制ということで大変苦苦苦苦労なさって労なさって労なさって労なさって

いるということもあって、いるということもあって、いるということもあって、いるということもあって、診診診診療療療療所同所同所同所同士士士士のののの連携連携連携連携ですとか、あるいは１ですとか、あるいは１ですとか、あるいは１ですとか、あるいは１カカカカ所所所所には医師のには医師のには医師のには医師の複複複複数体数体数体数体

制があって制があって制があって制があって助助助助け合いができるということがあるといいのではないかとごけ合いができるということがあるといいのではないかとごけ合いができるということがあるといいのではないかとごけ合いができるということがあるといいのではないかとご要望要望要望要望をお聞きしてをお聞きしてをお聞きしてをお聞きして

おります。それはなかなかおります。それはなかなかおります。それはなかなかおります。それはなかなか難難難難しいことも聞いているのですが、そのしいことも聞いているのですが、そのしいことも聞いているのですが、そのしいことも聞いているのですが、その点点点点については今については今については今については今後検討後検討後検討後検討

できないものかと思っていますので、できないものかと思っていますので、できないものかと思っていますので、できないものかと思っていますので、要望要望要望要望ということでお願いしたいと思っています。ということでお願いしたいと思っています。ということでお願いしたいと思っています。ということでお願いしたいと思っています。
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それと、あともう１それと、あともう１それと、あともう１それと、あともう１点点点点は医師の確保ですけれども、これは先ほどは医師の確保ですけれども、これは先ほどは医師の確保ですけれども、これは先ほどは医師の確保ですけれども、これは先ほど来来来来出ておりますように、出ておりますように、出ておりますように、出ておりますように、

大変重大変重大変重大変重要要要要なななな課題課題課題課題であると思っております。県ではであると思っております。県ではであると思っております。県ではであると思っております。県では奨奨奨奨学金の学金の学金の学金の対対対対策などで、策などで、策などで、策などで、最最最最近は定近は定近は定近は定着着着着をしてをしてをしてをして

いただく方がいただく方がいただく方がいただく方がふふふふえてきているということで、これはいいことだと思っているのですが、えてきているということで、これはいいことだと思っているのですが、えてきているということで、これはいいことだと思っているのですが、えてきているということで、これはいいことだと思っているのですが、ママママ

ッチッチッチッチンンンンググググのことで１のことで１のことで１のことで１点点点点お聞きしたいのですが、お聞きしたいのですが、お聞きしたいのですが、お聞きしたいのですが、初初初初期研期研期研期研修ということで修ということで修ということで修ということで非常非常非常非常に成に成に成に成績績績績がよくながよくながよくながよくな

っていると聞いております。この３年っていると聞いております。この３年っていると聞いております。この３年っていると聞いております。この３年目目目目のののの後期研後期研後期研後期研修では、どういう状態になっているのか、修では、どういう状態になっているのか、修では、どういう状態になっているのか、修では、どういう状態になっているのか、

お聞きしたいと思うのですけれども、そのお聞きしたいと思うのですけれども、そのお聞きしたいと思うのですけれども、そのお聞きしたいと思うのですけれども、その点点点点はどうでしはどうでしはどうでしはどうでしょょょょう。う。う。う。

○及川医師・看護師確保対策室長○及川医師・看護師確保対策室長○及川医師・看護師確保対策室長○及川医師・看護師確保対策室長 後期研後期研後期研後期研修についてのお修についてのお修についてのお修についてのお尋ね尋ね尋ね尋ねでございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、でございますけれども、初初初初

期期期期臨臨臨臨床床床床研研研研修医につきましては、確保は随分修医につきましては、確保は随分修医につきましては、確保は随分修医につきましては、確保は随分進進進進んでおりまして、いい数んでおりまして、いい数んでおりまして、いい数んでおりまして、いい数字字字字が出てきておりまが出てきておりまが出てきておりまが出てきておりま

す。す。す。す。

初初初初期期期期臨臨臨臨床床床床研研研研修修修修後後後後のののの後期後期後期後期のののの研研研研修でございますけれども、医師の割合といたしましても、修でございますけれども、医師の割合といたしましても、修でございますけれども、医師の割合といたしましても、修でございますけれども、医師の割合といたしましても、全全全全

体の７割程度が県内に体の７割程度が県内に体の７割程度が県内に体の７割程度が県内に残残残残っていただいているというっていただいているというっていただいているというっていただいているという結結結結果果果果が出ております。が出ております。が出ております。が出ております。若手若手若手若手医師の県内医師の県内医師の県内医師の県内

定定定定着着着着をををを図図図図るためにこのるためにこのるためにこのるためにこの後期研後期研後期研後期研修の修の修の修の充実充実充実充実がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると認識認識認識認識しておりまして、今しておりまして、今しておりまして、今しておりまして、今後後後後奈良県立奈良県立奈良県立奈良県立

医科大学と医科大学と医科大学と医科大学と連携連携連携連携をいたしましてをいたしましてをいたしましてをいたしまして魅魅魅魅力的力的力的力的なプなプなプなプロロロログラグラグラグラムムムムをはじめ、県内医療をはじめ、県内医療をはじめ、県内医療をはじめ、県内医療機機機機関での関での関での関での研研研研修を中修を中修を中修を中

心とした心とした心とした心とした後期研後期研後期研後期研修プ修プ修プ修プロロロログラグラグラグラムムムムのののの充実充実充実充実をををを図図図図って、より一って、より一って、より一って、より一層層層層このこのこのこの後期研後期研後期研後期研修医の確保を修医の確保を修医の確保を修医の確保を図図図図っていっていっていってい

きたいときたいときたいときたいと考考考考えております。えております。えております。えております。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 やはりやはりやはりやはり後期後期後期後期でででで残残残残ってくださる方がどうなるかということが一ってくださる方がどうなるかということが一ってくださる方がどうなるかということが一ってくださる方がどうなるかということが一番番番番大きい大きい大きい大きい課題課題課題課題かかかか

と思っております。と思っております。と思っております。と思っております。研研研研修の内修の内修の内修の内容容容容もそうですし、地域の病院のもそうですし、地域の病院のもそうですし、地域の病院のもそうですし、地域の病院の皆皆皆皆さんからお聞きしておりまさんからお聞きしておりまさんからお聞きしておりまさんからお聞きしておりま

すのは、やはり県立奈良病院、すのは、やはり県立奈良病院、すのは、やはり県立奈良病院、すのは、やはり県立奈良病院、市市市市立奈良病院、立奈良病院、立奈良病院、立奈良病院、天天天天理よろづ理よろづ理よろづ理よろづ相談所相談所相談所相談所病院と病院と病院と病院と集集集集中していること中していること中していること中していること

もあって、県もあって、県もあって、県もあって、県全全全全体で体で体で体で連携連携連携連携をするをするをするをする形形形形でそのことをでそのことをでそのことをでそのことを考考考考えてもらえないのかということも出ておえてもらえないのかということも出ておえてもらえないのかということも出ておえてもらえないのかということも出てお

ります。内ります。内ります。内ります。内容容容容をよくしていただいて、本当にをよくしていただいて、本当にをよくしていただいて、本当にをよくしていただいて、本当に皆皆皆皆さんが奈良県にさんが奈良県にさんが奈良県にさんが奈良県に残残残残りたいと思っていただけりたいと思っていただけりたいと思っていただけりたいと思っていただけ

るるるる対対対対策を策を策を策を強強強強めていっていただきたいとお願いしておきまして、質めていっていただきたいとお願いしておきまして、質めていっていただきたいとお願いしておきまして、質めていっていただきたいとお願いしておきまして、質問問問問をををを終終終終わります。わります。わります。わります。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 荻田委員が新県立奈良病院のことについて、奈良荻田委員が新県立奈良病院のことについて、奈良荻田委員が新県立奈良病院のことについて、奈良荻田委員が新県立奈良病院のことについて、奈良市側市側市側市側からのからのからのからの道路道路道路道路を大変を大変を大変を大変気気気気にににに

されておりますので、されておりますので、されておりますので、されておりますので、私私私私も大和も大和も大和も大和郡郡郡郡山山山山市市市市からのからのからのからのアアアアクセスクセスクセスクセス道路道路道路道路を、を、を、を、同同同同じように大変心じように大変心じように大変心じように大変心配配配配いたしいたしいたしいたし

ております。ただ、ております。ただ、ております。ただ、ております。ただ、条件条件条件条件としては大和としては大和としては大和としては大和郡郡郡郡山山山山市側市側市側市側は、しっかり整っておるようにも思っておは、しっかり整っておるようにも思っておは、しっかり整っておるようにも思っておは、しっかり整っておるようにも思ってお

りまして、大和中りまして、大和中りまして、大和中りまして、大和中央道央道央道央道という大きなという大きなという大きなという大きな道路道路道路道路がありまして、そこからのがありまして、そこからのがありまして、そこからのがありまして、そこからのアアアアクセスクセスクセスクセスをしっかりをしっかりをしっかりをしっかり計計計計

画画画画をされていることを喜んでいるわけでございます。ただ、県をされていることを喜んでいるわけでございます。ただ、県をされていることを喜んでいるわけでございます。ただ、県をされていることを喜んでいるわけでございます。ただ、県道道道道奈良大和奈良大和奈良大和奈良大和郡郡郡郡山山山山斑鳩線斑鳩線斑鳩線斑鳩線は、は、は、は、

近近近近鉄鉄鉄鉄のののの踏踏踏踏切切切切ををををアアアアンンンンダダダダーでーでーでーで越越越越すすすす計計計計画画画画があって、今があって、今があって、今があって、今計計計計画画画画をををを進進進進めていっていただいているわけでめていっていただいているわけでめていっていただいているわけでめていっていただいているわけで

ございますけれども、そのございますけれども、そのございますけれども、そのございますけれども、その計計計計画画画画はそれでまたありがたいわけでございまして喜んでいるのはそれでまたありがたいわけでございまして喜んでいるのはそれでまたありがたいわけでございまして喜んでいるのはそれでまたありがたいわけでございまして喜んでいるの

ですが、ですが、ですが、ですが、ちちちちょょょょうどそのうどそのうどそのうどその話話話話がががが持ち上持ち上持ち上持ち上がった当がった当がった当がった当時時時時は、新県立奈良病院のは、新県立奈良病院のは、新県立奈良病院のは、新県立奈良病院の計計計計画画画画はまだかけらもなはまだかけらもなはまだかけらもなはまだかけらもな

いいいい時時時時分で、分で、分で、分で、途途途途中で新県立奈良病院の中で新県立奈良病院の中で新県立奈良病院の中で新県立奈良病院の建建建建設が設が設が設が持ち上持ち上持ち上持ち上がった。今の県がった。今の県がった。今の県がった。今の県道道道道奈良大和奈良大和奈良大和奈良大和郡郡郡郡山山山山斑鳩線斑鳩線斑鳩線斑鳩線をををを
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アアアアンンンンダダダダーでーでーでーで越越越越すというすというすというすという話話話話と、この病院のと、この病院のと、この病院のと、この病院の建建建建設という設という設という設という話話話話は、は、は、は、リリリリンンンンククククをさせてをさせてをさせてをさせて考考考考えておられるえておられるえておられるえておられる

のか、あるいは、病院はのか、あるいは、病院はのか、あるいは、病院はのか、あるいは、病院は全全全全くこのくこのくこのくこの道路道路道路道路とはとはとはとはリリリリンンンンククククさせていない、させていない、させていない、させていない、道路道路道路道路はははは道路道路道路道路でででで順順順順次次次次進進進進めてめてめてめて

いくし、病院は病院だといういくし、病院は病院だといういくし、病院は病院だといういくし、病院は病院だという考考考考えをされているのか、そのどえをされているのか、そのどえをされているのか、そのどえをされているのか、そのどちちちちらなのかといつも疑らなのかといつも疑らなのかといつも疑らなのかといつも疑問問問問に思に思に思に思

いまして、質いまして、質いまして、質いまして、質問問問問をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。をさせていただきたいと思います。

○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長 県県県県道道道道を今、城を今、城を今、城を今、城廻廻廻廻りりりり線線線線というというというという形形形形で整備をで整備をで整備をで整備を進進進進めさせていただいめさせていただいめさせていただいめさせていただい

ておりますけれども、中野委員のごておりますけれども、中野委員のごておりますけれども、中野委員のごておりますけれども、中野委員のご指摘指摘指摘指摘のとおり、病院ののとおり、病院ののとおり、病院ののとおり、病院の計計計計画画画画の前からそこにつきましての前からそこにつきましての前からそこにつきましての前からそこにつきまして

はははは渋滞渋滞渋滞渋滞対対対対策と策と策と策と踏踏踏踏切切切切のののの解消解消解消解消ということでということでということでということで計計計計画画画画はされておりました。そのはされておりました。そのはされておりました。そのはされておりました。その後後後後に病院のに病院のに病院のに病院の計計計計画画画画も出も出も出も出

てきたということでございますけれども、もともとてきたということでございますけれども、もともとてきたということでございますけれども、もともとてきたということでございますけれども、もともと渋滞解消渋滞解消渋滞解消渋滞解消等等等等のののの意味意味意味意味からもからもからもからも必要必要必要必要であったであったであったであった

ところに、病院のところに、病院のところに、病院のところに、病院のアアアアクセスクセスクセスクセスというというというという形形形形でもでもでもでも使使使使うことがうことがうことがうことが可可可可能能能能ということで、今はということで、今はということで、今はということで、今はリリリリンンンンククククをさせをさせをさせをさせ

てててて考考考考えているところでございまして、提出させていただきましたえているところでございまして、提出させていただきましたえているところでございまして、提出させていただきましたえているところでございまして、提出させていただきました来来来来年度の予算の中でも新年度の予算の中でも新年度の予算の中でも新年度の予算の中でも新

病院関病院関病院関病院関連連連連ののののアアアアクセスクセスクセスクセス道路道路道路道路という中で城という中で城という中で城という中で城廻廻廻廻りりりり線線線線をををを位置位置位置位置づけさせていただきまして、できるだづけさせていただきまして、できるだづけさせていただきまして、できるだづけさせていただきまして、できるだ

けけけけ早早早早く新病院のく新病院のく新病院のく新病院の開開開開業に間に合うようにと業に間に合うようにと業に間に合うようにと業に間に合うようにとススススピピピピーーーードドドド感感感感をををを持持持持って、それから病院のって、それから病院のって、それから病院のって、それから病院の計計計計画画画画の前かの前かの前かの前か

らもございました地域のらもございました地域のらもございました地域のらもございました地域の渋滞渋滞渋滞渋滞等等等等のののの課題課題課題課題もあわせてここをもあわせてここをもあわせてここをもあわせてここを解消解消解消解消できるというできるというできるというできるという目的目的目的目的をををを持持持持って事って事って事って事

業を業を業を業を推推推推進進進進してまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいとしてまいりたいと考考考考えているところでございます。えているところでございます。えているところでございます。えているところでございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○中野委員○中野委員○中野委員○中野委員 ということになりますと、病院のオープンが平成２８年を予定されておりまということになりますと、病院のオープンが平成２８年を予定されておりまということになりますと、病院のオープンが平成２８年を予定されておりまということになりますと、病院のオープンが平成２８年を予定されておりま

すので、そのすので、そのすので、そのすので、その道路道路道路道路も平成２８年に間に合うようにめどとしてはも平成２８年に間に合うようにめどとしてはも平成２８年に間に合うようにめどとしてはも平成２８年に間に合うようにめどとしては持持持持っていると、っていると、っていると、っていると、目的目的目的目的としてとしてとしてとして

はははは持持持持っていると受けっていると受けっていると受けっていると受け取取取取らせていただいていいわけですか。らせていただいていいわけですか。らせていただいていいわけですか。らせていただいていいわけですか。

○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長○中尾地域デザイン推進課長 現在も地現在も地現在も地現在も地元元元元にににに入入入入りまして、地権者の方々へのご説明りまして、地権者の方々へのご説明りまして、地権者の方々へのご説明りまして、地権者の方々へのご説明等等等等々を々を々を々を

やっておりまして、やっておりまして、やっておりまして、やっておりまして、鋭鋭鋭鋭意意意意、、、、目標目標目標目標といたしましては病院のといたしましては病院のといたしましては病院のといたしましては病院の開開開開院に間に合うようにと頑張って院に間に合うようにと頑張って院に間に合うようにと頑張って院に間に合うようにと頑張って

おります。ただ、地権者おります。ただ、地権者おります。ただ、地権者おります。ただ、地権者等相手等相手等相手等相手のあることもございますので、とにかくのあることもございますので、とにかくのあることもございますので、とにかくのあることもございますので、とにかく我我我我々としては々としては々としては々としては開開開開院院院院

に間に合うように頑張ってまいりたいということでございます。に間に合うように頑張ってまいりたいということでございます。に間に合うように頑張ってまいりたいということでございます。に間に合うように頑張ってまいりたいということでございます。以上以上以上以上でございます。でございます。でございます。でございます。

○森川委員長○森川委員長○森川委員長○森川委員長 ほかにございませんか。ほかになければ、これで質疑ほかにございませんか。ほかになければ、これで質疑ほかにございませんか。ほかになければ、これで質疑ほかにございませんか。ほかになければ、これで質疑等等等等をををを終終終終わります。わります。わります。わります。

なお、当委員会なお、当委員会なお、当委員会なお、当委員会所所所所管管管管事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が事項に係る議案が追追追追加提出される加提出される加提出される加提出される場場場場合には、当委員会を定例会中の合には、当委員会を定例会中の合には、当委員会を定例会中の合には、当委員会を定例会中の

３月８日金３月８日金３月８日金３月８日金曜曜曜曜日の日の日の日の午午午午前１０前１０前１０前１０時時時時３０分から３０分から３０分から３０分から再再再再度度度度開催開催開催開催させていただくことになりますので、あさせていただくことになりますので、あさせていただくことになりますので、あさせていただくことになりますので、あ

らかじめごらかじめごらかじめごらかじめご了了了了承承承承願います。願います。願います。願います。

それでは、理事者の方はごそれでは、理事者の方はごそれでは、理事者の方はごそれでは、理事者の方はご退退退退出を願います。ご出を願います。ご出を願います。ご出を願います。ご苦苦苦苦労労労労様様様様でございました。でございました。でございました。でございました。

○森川委員長○森川委員長○森川委員長○森川委員長 ただいまから、当委員会の今ただいまから、当委員会の今ただいまから、当委員会の今ただいまから、当委員会の今後後後後の予定について説明をさせていただきたいの予定について説明をさせていただきたいの予定について説明をさせていただきたいの予定について説明をさせていただきたい

と思います。と思います。と思います。と思います。

まず、今まず、今まず、今まず、今後後後後の予定ですが、の予定ですが、の予定ですが、の予定ですが、皆様皆様皆様皆様ごごごご承承承承知のとおり、当委員会は平成２５年６月定例議会を知のとおり、当委員会は平成２５年６月定例議会を知のとおり、当委員会は平成２５年６月定例議会を知のとおり、当委員会は平成２５年６月定例議会を

めどにめどにめどにめどに調査調査調査調査をををを終終終終了了了了し、２年間のし、２年間のし、２年間のし、２年間の調査調査調査調査及及及及び審査び審査び審査び審査のののの結結結結果果果果をとりまとめることとしております。をとりまとめることとしております。をとりまとめることとしております。をとりまとめることとしております。



---- 11116666 ----

ただいま事務ただいま事務ただいま事務ただいま事務局局局局で、これまでのごで、これまでのごで、これまでのごで、これまでのご意見等意見等意見等意見等をををを集集集集約約約約し、し、し、し、調査調査調査調査報告報告報告報告書書書書のののの骨子骨子骨子骨子をををを作作作作成しているとこ成しているとこ成しているとこ成しているとこ

ろですが、できるだけろですが、できるだけろですが、できるだけろですが、できるだけ早早早早期期期期におにおにおにお届届届届けしたいとけしたいとけしたいとけしたいと考考考考えております。えております。えております。えております。

なお３月８日金なお３月８日金なお３月８日金なお３月８日金曜曜曜曜日に予定されている会日に予定されている会日に予定されている会日に予定されている会期期期期中委員会中委員会中委員会中委員会終終終終了了了了後後後後にににに皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご意見等意見等意見等意見等をおをおをおをお伺伺伺伺いしいしいしいし

たいとたいとたいとたいと考考考考えておりますので、よろしくお願いいたします。えておりますので、よろしくお願いいたします。えておりますので、よろしくお願いいたします。えておりますので、よろしくお願いいたします。

ほかに何かございませんか。ほかに何かございませんか。ほかに何かございませんか。ほかに何かございませんか。

ごごごご意見等意見等意見等意見等がないようですので、これをもがないようですので、これをもがないようですので、これをもがないようですので、これをもちちちちまして委員間まして委員間まして委員間まして委員間討討討討議を議を議を議を終終終終わります。わります。わります。わります。

これで本日の会議をこれで本日の会議をこれで本日の会議をこれで本日の会議を終終終終わります。ありがとうございました。わります。ありがとうございました。わります。ありがとうございました。わります。ありがとうございました。


