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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６月１７日（月） １３：０２～１４：２０平成２５年６月１７日（月） １３：０２～１４：２０平成２５年６月１７日（月） １３：０２～１４：２０平成２５年６月１７日（月） １３：０２～１４：２０

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 １名１名１名１名

議 事議 事議 事議 事

（１）６月定例県議会提出予定議案について（１）６月定例県議会提出予定議案について（１）６月定例県議会提出予定議案について（１）６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、ただいまの説明またはその他の事項も含めて、質疑があればごそれでは、ただいまの説明またはその他の事項も含めて、質疑があればごそれでは、ただいまの説明またはその他の事項も含めて、質疑があればごそれでは、ただいまの説明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。発言願います。発言願います。発言願います。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 今ご説明をいただきました奈良県立病院の地方独立行政法人化の検討状況並今ご説明をいただきました奈良県立病院の地方独立行政法人化の検討状況並今ご説明をいただきました奈良県立病院の地方独立行政法人化の検討状況並今ご説明をいただきました奈良県立病院の地方独立行政法人化の検討状況並

びにこれから新県立奈良病院が設置をされる状況についてお聞きしたいと思います。びにこれから新県立奈良病院が設置をされる状況についてお聞きしたいと思います。びにこれから新県立奈良病院が設置をされる状況についてお聞きしたいと思います。びにこれから新県立奈良病院が設置をされる状況についてお聞きしたいと思います。

まず１点目は、今現在４３０のベッド数の県立奈良病院であります。しかし、今、実働まず１点目は、今現在４３０のベッド数の県立奈良病院であります。しかし、今、実働まず１点目は、今現在４３０のベッド数の県立奈良病院であります。しかし、今、実働まず１点目は、今現在４３０のベッド数の県立奈良病院であります。しかし、今、実働

は、３００ぐらいと聞いています。それから、これを高度医療拠点病院として再整備をすは、３００ぐらいと聞いています。それから、これを高度医療拠点病院として再整備をすは、３００ぐらいと聞いています。それから、これを高度医療拠点病院として再整備をすは、３００ぐらいと聞いています。それから、これを高度医療拠点病院として再整備をす

る、今度は精神病棟を含めて５４０床という、いわば大変大きな病院の組織になります。る、今度は精神病棟を含めて５４０床という、いわば大変大きな病院の組織になります。る、今度は精神病棟を含めて５４０床という、いわば大変大きな病院の組織になります。る、今度は精神病棟を含めて５４０床という、いわば大変大きな病院の組織になります。

このことについて、まず医療政策部長からお答えをいただきたいと思いますが、北和医療このことについて、まず医療政策部長からお答えをいただきたいと思いますが、北和医療このことについて、まず医療政策部長からお答えをいただきたいと思いますが、北和医療このことについて、まず医療政策部長からお答えをいただきたいと思いますが、北和医療

圏には、民間、公立を含めて３３病院があります。しかし、これだけ大きな病院の施設と圏には、民間、公立を含めて３３病院があります。しかし、これだけ大きな病院の施設と圏には、民間、公立を含めて３３病院があります。しかし、これだけ大きな病院の施設と圏には、民間、公立を含めて３３病院があります。しかし、これだけ大きな病院の施設と

なりますと、民間病院を圧迫する、また、そういった中での奈良県病院協会との話し合い、なりますと、民間病院を圧迫する、また、そういった中での奈良県病院協会との話し合い、なりますと、民間病院を圧迫する、また、そういった中での奈良県病院協会との話し合い、なりますと、民間病院を圧迫する、また、そういった中での奈良県病院協会との話し合い、

あるいはまた調整、そしてまた新県立奈良病院が５４０のベッド数になるということにつあるいはまた調整、そしてまた新県立奈良病院が５４０のベッド数になるということにつあるいはまた調整、そしてまた新県立奈良病院が５４０のベッド数になるということにつあるいはまた調整、そしてまた新県立奈良病院が５４０のベッド数になるということにつ



---- 2222 ----

いての奈良県病院協会として何かいろんなお話があるのかどうか。いての奈良県病院協会として何かいろんなお話があるのかどうか。いての奈良県病院協会として何かいろんなお話があるのかどうか。いての奈良県病院協会として何かいろんなお話があるのかどうか。

それから、５４０のベッド数、重篤な患者さんにとって最後のとりでである救命救急にそれから、５４０のベッド数、重篤な患者さんにとって最後のとりでである救命救急にそれから、５４０のベッド数、重篤な患者さんにとって最後のとりでである救命救急にそれから、５４０のベッド数、重篤な患者さんにとって最後のとりでである救命救急に

特化した病院、それからがん医療に特化した病院と、こういったことを主にやっていこう特化した病院、それからがん医療に特化した病院と、こういったことを主にやっていこう特化した病院、それからがん医療に特化した病院と、こういったことを主にやっていこう特化した病院、それからがん医療に特化した病院と、こういったことを主にやっていこう

という新病院でありますけれども、この中には、病理研究棟が併設され、そういったものという新病院でありますけれども、この中には、病理研究棟が併設され、そういったものという新病院でありますけれども、この中には、病理研究棟が併設され、そういったものという新病院でありますけれども、この中には、病理研究棟が併設され、そういったもの

が実施をされるのかどうか。今の状況でいきますと、がん医療に特化した病院、奈良県でが実施をされるのかどうか。今の状況でいきますと、がん医療に特化した病院、奈良県でが実施をされるのかどうか。今の状況でいきますと、がん医療に特化した病院、奈良県でが実施をされるのかどうか。今の状況でいきますと、がん医療に特化した病院、奈良県で

の高度医療拠点病院というのは、恐らくもうここだけになるのではないかと思うのです。の高度医療拠点病院というのは、恐らくもうここだけになるのではないかと思うのです。の高度医療拠点病院というのは、恐らくもうここだけになるのではないかと思うのです。の高度医療拠点病院というのは、恐らくもうここだけになるのではないかと思うのです。

それは、今の県立医科大学附属病院も高度医療拠点病院として再整備をされるのかどうか、それは、今の県立医科大学附属病院も高度医療拠点病院として再整備をされるのかどうか、それは、今の県立医科大学附属病院も高度医療拠点病院として再整備をされるのかどうか、それは、今の県立医科大学附属病院も高度医療拠点病院として再整備をされるのかどうか、

その辺をお聞かせいただきたい。その辺をお聞かせいただきたい。その辺をお聞かせいただきたい。その辺をお聞かせいただきたい。

それから、がん医療に特化した病院ということでございますし、これからこの病院の特それから、がん医療に特化した病院ということでございますし、これからこの病院の特それから、がん医療に特化した病院ということでございますし、これからこの病院の特それから、がん医療に特化した病院ということでございますし、これからこの病院の特

徴はどのようにされていかれるのか。徴はどのようにされていかれるのか。徴はどのようにされていかれるのか。徴はどのようにされていかれるのか。

もう一つは、独立行政法人になって新病院をつくる、上田天理よろづ相談所病院長が総もう一つは、独立行政法人になって新病院をつくる、上田天理よろづ相談所病院長が総もう一つは、独立行政法人になって新病院をつくる、上田天理よろづ相談所病院長が総もう一つは、独立行政法人になって新病院をつくる、上田天理よろづ相談所病院長が総

長としてお越しになると。それから副総長として今の県立奈良病院の川口病院長、さらに長としてお越しになると。それから副総長として今の県立奈良病院の川口病院長、さらに長としてお越しになると。それから副総長として今の県立奈良病院の川口病院長、さらに長としてお越しになると。それから副総長として今の県立奈良病院の川口病院長、さらに

は菊池副院長が内科、外科の担当ということで副総長でしたね。このことと、今それが果は菊池副院長が内科、外科の担当ということで副総長でしたね。このことと、今それが果は菊池副院長が内科、外科の担当ということで副総長でしたね。このことと、今それが果は菊池副院長が内科、外科の担当ということで副総長でしたね。このことと、今それが果

たしてどういう状況でやっていかれるのかという、県立病院地方独立行政法人化本部会議、たしてどういう状況でやっていかれるのかという、県立病院地方独立行政法人化本部会議、たしてどういう状況でやっていかれるのかという、県立病院地方独立行政法人化本部会議、たしてどういう状況でやっていかれるのかという、県立病院地方独立行政法人化本部会議、

この構成員は、知事、前田副知事、そして榊医療政策部参与、吉田天理医療大学学長、そこの構成員は、知事、前田副知事、そして榊医療政策部参与、吉田天理医療大学学長、そこの構成員は、知事、前田副知事、そして榊医療政策部参与、吉田天理医療大学学長、そこの構成員は、知事、前田副知事、そして榊医療政策部参与、吉田天理医療大学学長、そ

して医療政策部長であります。しかし、私は、県立医科大学の学長をどうして入れないのして医療政策部長であります。しかし、私は、県立医科大学の学長をどうして入れないのして医療政策部長であります。しかし、私は、県立医科大学の学長をどうして入れないのして医療政策部長であります。しかし、私は、県立医科大学の学長をどうして入れないの

か、これはそれを言っていきますと、１つは、県の医師会の会長を医療審議会に入れないか、これはそれを言っていきますと、１つは、県の医師会の会長を医療審議会に入れないか、これはそれを言っていきますと、１つは、県の医師会の会長を医療審議会に入れないか、これはそれを言っていきますと、１つは、県の医師会の会長を医療審議会に入れない

ということと同じか、その辺もあわせて聞かせてください。とりあえずお願いします。ということと同じか、その辺もあわせて聞かせてください。とりあえずお願いします。ということと同じか、その辺もあわせて聞かせてください。とりあえずお願いします。ということと同じか、その辺もあわせて聞かせてください。とりあえずお願いします。

○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 県立奈良病院の事柄につきまして幾つかお尋ねがございました。順県立奈良病院の事柄につきまして幾つかお尋ねがございました。順県立奈良病院の事柄につきまして幾つかお尋ねがございました。順県立奈良病院の事柄につきまして幾つかお尋ねがございました。順

次お答えしてまいりたいと思います。足りない点次お答えしてまいりたいと思います。足りない点次お答えしてまいりたいと思います。足りない点次お答えしてまいりたいと思います。足りない点等等等等ございましたら、またごございましたら、またごございましたら、またごございましたら、またご指摘指摘指摘指摘なり、なり、なり、なり、補補補補

足していきたいと思います。足していきたいと思います。足していきたいと思います。足していきたいと思います。

まず、県立奈良病院が現在、実働３００床ぐらいであるが、それを５４０床まず、県立奈良病院が現在、実働３００床ぐらいであるが、それを５４０床まず、県立奈良病院が現在、実働３００床ぐらいであるが、それを５４０床まず、県立奈良病院が現在、実働３００床ぐらいであるが、それを５４０床程程程程度で度で度で度で稼稼稼稼働働働働

させていくという大させていくという大させていくという大させていくという大規模規模規模規模化して高度化するということであるけれども、地化して高度化するということであるけれども、地化して高度化するということであるけれども、地化して高度化するということであるけれども、地元元元元の医療の医療の医療の医療機機機機関で関で関で関で

すとか奈良県病院協会との関係はどうなっているのかというあたりでありますけれども、すとか奈良県病院協会との関係はどうなっているのかというあたりでありますけれども、すとか奈良県病院協会との関係はどうなっているのかというあたりでありますけれども、すとか奈良県病院協会との関係はどうなっているのかというあたりでありますけれども、

ここここちちちちらにつきましては、これまでも地らにつきましては、これまでも地らにつきましては、これまでも地らにつきましては、これまでも地元元元元の医療の医療の医療の医療機機機機関なり奈良県病院協会のご関なり奈良県病院協会のご関なり奈良県病院協会のご関なり奈良県病院協会のご意見等意見等意見等意見等いろいいろいいろいいろい

ろといただいているところでございます。このたびの新県立奈良病院は、高度の病院を目ろといただいているところでございます。このたびの新県立奈良病院は、高度の病院を目ろといただいているところでございます。このたびの新県立奈良病院は、高度の病院を目ろといただいているところでございます。このたびの新県立奈良病院は、高度の病院を目

指指指指すということでやっております。当すということでやっております。当すということでやっております。当すということでやっております。当然然然然地地地地元元元元とととと連携連携連携連携しながら、医療しながら、医療しながら、医療しながら、医療機機機機関とも関とも関とも関とも連携連携連携連携をしながをしながをしながをしなが

らららら進進進進めていくということが重めていくということが重めていくということが重めていくということが重要要要要であるとであるとであるとであると承承承承知しておりますし、そういったご知しておりますし、そういったご知しておりますし、そういったご知しておりますし、そういったご意見意見意見意見もいただもいただもいただもいただ

いているといているといているといていると承承承承知しております。知しております。知しております。知しております。

それから、この病院でございますけれども、高度医療拠点病院のもう一つの県立医科大それから、この病院でございますけれども、高度医療拠点病院のもう一つの県立医科大それから、この病院でございますけれども、高度医療拠点病院のもう一つの県立医科大それから、この病院でございますけれども、高度医療拠点病院のもう一つの県立医科大
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学附属病院との関係についてはどう学附属病院との関係についてはどう学附属病院との関係についてはどう学附属病院との関係についてはどう考考考考えるのかというお尋ねがあったと思います。こえるのかというお尋ねがあったと思います。こえるのかというお尋ねがあったと思います。こえるのかというお尋ねがあったと思います。こちちちちらららら

の大学病院につきましては、現在も中の大学病院につきましては、現在も中の大学病院につきましては、現在も中の大学病院につきましては、現在も中央手術央手術央手術央手術棟で棟で棟で棟で建物建物建物建物の整備を順次の整備を順次の整備を順次の整備を順次進進進進めているところであめているところであめているところであめているところであ

りますし、また、りますし、また、りますし、また、りますし、また、教育教育教育教育部部部部門等門等門等門等、一部の施設を、一部の施設を、一部の施設を、一部の施設を移転移転移転移転することもすることもすることもすることも考考考考えておりまして、大学病院えておりまして、大学病院えておりまして、大学病院えておりまして、大学病院

の再の再の再の再編編編編とととと申申申申しますか、いわしますか、いわしますか、いわしますか、いわゆゆゆゆるるるる非常非常非常非常にににに込み込み込み込み合った合った合った合った環境環境環境環境の整備ということで、今年度中に県の整備ということで、今年度中に県の整備ということで、今年度中に県の整備ということで、今年度中に県

立医科大学も立医科大学も立医科大学も立医科大学もキャンパスキャンパスキャンパスキャンパスの新構の新構の新構の新構想想想想を整備したいとを整備したいとを整備したいとを整備したいと考考考考えているところであります。えているところであります。えているところであります。えているところであります。

それから、ごそれから、ごそれから、ごそれから、ご紹介紹介紹介紹介の県立奈良病院の特徴というところでありますけれども、この県立奈良病院の特徴というところでありますけれども、この県立奈良病院の特徴というところでありますけれども、この県立奈良病院の特徴というところでありますけれども、こちちちちらにつらにつらにつらにつ

きましても、今、委員ごきましても、今、委員ごきましても、今、委員ごきましても、今、委員ご指摘指摘指摘指摘のとおり、救急医療、それからがん医療、のとおり、救急医療、それからがん医療、のとおり、救急医療、それからがん医療、のとおり、救急医療、それからがん医療、周産期周産期周産期周産期医療、医療、医療、医療、災害災害災害災害

医療などをしっかりと医療などをしっかりと医療などをしっかりと医療などをしっかりと充充充充実させていくという点がございます。また、医師の実させていくという点がございます。また、医師の実させていくという点がございます。また、医師の実させていくという点がございます。また、医師の養養養養成の成の成の成の観観観観点も点も点も点も

しっかりとやっていきたいということであります。しっかりとやっていきたいということであります。しっかりとやっていきたいということであります。しっかりとやっていきたいということであります。

それから、それから、それから、それから、先般先般先般先般、、、、報告報告報告報告をいたしました新しい県立奈良病院の人事のことでありますけれをいたしました新しい県立奈良病院の人事のことでありますけれをいたしました新しい県立奈良病院の人事のことでありますけれをいたしました新しい県立奈良病院の人事のことでありますけれ

ども、まさにごども、まさにごども、まさにごども、まさにご指摘指摘指摘指摘のとおり、まず総長といたしましては、天理よろづ相談所病院で病院のとおり、まず総長といたしましては、天理よろづ相談所病院で病院のとおり、まず総長といたしましては、天理よろづ相談所病院で病院のとおり、まず総長といたしましては、天理よろづ相談所病院で病院

長長長長等等等等をやっておられました上田をやっておられました上田をやっておられました上田をやっておられました上田先生先生先生先生にににに来来来来ていただくということになりました。そうした中ていただくということになりました。そうした中ていただくということになりました。そうした中ていただくということになりました。そうした中

で、で、で、で、先先先先ほどごほどごほどごほどご紹介紹介紹介紹介のののの選考選考選考選考委員会というものを立委員会というものを立委員会というものを立委員会というものを立ちちちち上上上上げげげげまして議まして議まして議まして議論論論論をしてきたところでありをしてきたところでありをしてきたところでありをしてきたところであり

ます。その中では、やはり県立医科大学附属病院との関係などもいろいろと議ます。その中では、やはり県立医科大学附属病院との関係などもいろいろと議ます。その中では、やはり県立医科大学附属病院との関係などもいろいろと議ます。その中では、やはり県立医科大学附属病院との関係などもいろいろと議論論論論をされたをされたをされたをされた

ところでありますが、最ところでありますが、最ところでありますが、最ところでありますが、最終的終的終的終的に今に今に今に今回回回回の法人化にの法人化にの法人化にの法人化に伴伴伴伴いまして、まずは法人化、理事長を中いまして、まずは法人化、理事長を中いまして、まずは法人化、理事長を中いまして、まずは法人化、理事長を中心心心心

にににに経営経営経営経営をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと進進進進めていくということがございます。このめていくということがございます。このめていくということがございます。このめていくということがございます。この経営責任経営責任経営責任経営責任をしっかり果たすをしっかり果たすをしっかり果たすをしっかり果たす

ためには、理事長がためには、理事長がためには、理事長がためには、理事長が全幅全幅全幅全幅のののの信頼信頼信頼信頼を置ける人を置ける人を置ける人を置ける人物物物物であることが重であることが重であることが重であることが重要要要要であることから、理事長予であることから、理事長予であることから、理事長予であることから、理事長予

定者を中定者を中定者を中定者を中心心心心にににに候補候補候補候補者を者を者を者を選考選考選考選考してきたところであります。そのほか出してきたところであります。そのほか出してきたところであります。そのほか出してきたところであります。そのほか出席席席席の委員からいろいろの委員からいろいろの委員からいろいろの委員からいろいろ

とごとごとごとご意見意見意見意見をいただいたところでありますけれども、をいただいたところでありますけれども、をいただいたところでありますけれども、をいただいたところでありますけれども、満場満場満場満場一一一一致致致致で上田で上田で上田で上田先生先生先生先生を奈良病院の次を奈良病院の次を奈良病院の次を奈良病院の次期期期期

責任責任責任責任者として者として者として者として推薦推薦推薦推薦するということがするということがするということがするということが選考選考選考選考委員会で委員会で委員会で委員会で決決決決まりまして、最まりまして、最まりまして、最まりまして、最終的終的終的終的には、このには、このには、このには、この結結結結果を果を果を果を

踏踏踏踏まえて、知事にもご参まえて、知事にもご参まえて、知事にもご参まえて、知事にもご参画画画画いただいた県立病院法人化本部会議でのいただいた県立病院法人化本部会議でのいただいた県立病院法人化本部会議でのいただいた県立病院法人化本部会議での決決決決定となった定となった定となった定となった運運運運びであびであびであびであ

ります。ります。ります。ります。以以以以上であります。上であります。上であります。上であります。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 奈良県病院協会からは、民間を圧迫するというようなご奈良県病院協会からは、民間を圧迫するというようなご奈良県病院協会からは、民間を圧迫するというようなご奈良県病院協会からは、民間を圧迫するというようなご意見意見意見意見はありませんか。はありませんか。はありませんか。はありませんか。

それから、今の新人事については、県立医科大学の学長との話はどのようになっているそれから、今の新人事については、県立医科大学の学長との話はどのようになっているそれから、今の新人事については、県立医科大学の学長との話はどのようになっているそれから、今の新人事については、県立医科大学の学長との話はどのようになっている

のか、それからもう１点は、学長よりもそれのか、それからもう１点は、学長よりもそれのか、それからもう１点は、学長よりもそれのか、それからもう１点は、学長よりもそれぞぞぞぞれの医れの医れの医れの医局局局局のののの教授教授教授教授はどのようにはどのようにはどのようにはどのように感感感感じじじじ取取取取っておっておっておってお

いでになるのか、これは一いでになるのか、これは一いでになるのか、これは一いでになるのか、これは一番番番番大大大大切切切切なところだと思う。現に榊参与で事足りるのかわからななところだと思う。現に榊参与で事足りるのかわからななところだと思う。現に榊参与で事足りるのかわからななところだと思う。現に榊参与で事足りるのかわからな

いけれども、やはりそれいけれども、やはりそれいけれども、やはりそれいけれども、やはりそれぞぞぞぞれのれのれのれの見見見見方があります。その辺どのようにしてこれからいかれる方があります。その辺どのようにしてこれからいかれる方があります。その辺どのようにしてこれからいかれる方があります。その辺どのようにしてこれからいかれる

のかと思っています。のかと思っています。のかと思っています。のかと思っています。

それからもう１点は、それからもう１点は、それからもう１点は、それからもう１点は、京都京都京都京都大学の大学の大学の大学の系列系列系列系列、吉田学長もそうでした。そういった高度な医療、吉田学長もそうでした。そういった高度な医療、吉田学長もそうでした。そういった高度な医療、吉田学長もそうでした。そういった高度な医療

技術技術技術技術をををを持持持持ったったったった先生先生先生先生、さらには県立医科大学の医、さらには県立医科大学の医、さらには県立医科大学の医、さらには県立医科大学の医局局局局でしっかりでしっかりでしっかりでしっかり頑張頑張頑張頑張っていただいているっていただいているっていただいているっていただいている先生先生先生先生、、、、
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高度医療拠点病院として日本高度医療拠点病院として日本高度医療拠点病院として日本高度医療拠点病院として日本各各各各地からそういう地からそういう地からそういう地からそういう有有有有名な名な名な名な先生先生先生先生をおをおをおをお呼呼呼呼びをして病院びをして病院びをして病院びをして病院経営経営経営経営をされをされをされをされ

ると思うけれども、果たしてどのようになっていくのだろうとると思うけれども、果たしてどのようになっていくのだろうとると思うけれども、果たしてどのようになっていくのだろうとると思うけれども、果たしてどのようになっていくのだろうと危惧危惧危惧危惧しています。しています。しています。しています。

それから、私もこの間、大それから、私もこの間、大それから、私もこの間、大それから、私もこの間、大阪府阪府阪府阪府立成人病立成人病立成人病立成人病センターへセンターへセンターへセンターへ行ってまいりました。本当にがんと行ってまいりました。本当にがんと行ってまいりました。本当にがんと行ってまいりました。本当にがんと

いう病いう病いう病いう病気気気気にににに対峙対峙対峙対峙をしていく、特に病理研究、そしてをしていく、特に病理研究、そしてをしていく、特に病理研究、そしてをしていく、特に病理研究、そして臨臨臨臨床、この床、この床、この床、この両輪両輪両輪両輪がなかったらがなかったらがなかったらがなかったら絶対絶対絶対絶対に病に病に病に病

院の院の院の院の信用信用信用信用度合い、あるいは患者さんから度合い、あるいは患者さんから度合い、あるいは患者さんから度合い、あるいは患者さんから親親親親しまれる病院にはならないと思っています。今しまれる病院にはならないと思っています。今しまれる病院にはならないと思っています。今しまれる病院にはならないと思っています。今

度はがんに特化した病院をつくろうということ、それからもう１点、これだけ度はがんに特化した病院をつくろうということ、それからもう１点、これだけ度はがんに特化した病院をつくろうということ、それからもう１点、これだけ度はがんに特化した病院をつくろうということ、それからもう１点、これだけ巨額巨額巨額巨額なななな投資投資投資投資

をするのだったら、今、がんでもをするのだったら、今、がんでもをするのだったら、今、がんでもをするのだったら、今、がんでも粒子線粒子線粒子線粒子線治療とか、いろんな治療があります。治療とか、いろんな治療があります。治療とか、いろんな治療があります。治療とか、いろんな治療があります。

私もこの前、私もこの前、私もこの前、私もこの前、兵庫兵庫兵庫兵庫県たつの県たつの県たつの県たつの市市市市のののの兵庫兵庫兵庫兵庫県立県立県立県立粒子線粒子線粒子線粒子線医療医療医療医療センターセンターセンターセンターにも行ってまいりました。にも行ってまいりました。にも行ってまいりました。にも行ってまいりました。

あそこは実あそこは実あそこは実あそこは実際際際際にににに営業営業営業営業されて１０年になるのですが、もう本当にされて１０年になるのですが、もう本当にされて１０年になるのですが、もう本当にされて１０年になるのですが、もう本当に世界各世界各世界各世界各国から患者もお国から患者もお国から患者もお国から患者もお見見見見ええええ

になっていますし、１になっていますし、１になっていますし、１になっていますし、１カカカカ所にがんがあれば所にがんがあれば所にがんがあれば所にがんがあれば完璧完璧完璧完璧にににに退退退退治していけるというような、そんな治していけるというような、そんな治していけるというような、そんな治していけるというような、そんな先先先先

端端端端治療をされています。がんに特化したという病院ですから、当治療をされています。がんに特化したという病院ですから、当治療をされています。がんに特化したという病院ですから、当治療をされています。がんに特化したという病院ですから、当然先端的然先端的然先端的然先端的なななな技術技術技術技術のののの導導導導入と入と入と入と

いうのはあってしかるいうのはあってしかるいうのはあってしかるいうのはあってしかるべべべべきだと私は思っています。このことについてどうおきだと私は思っています。このことについてどうおきだと私は思っています。このことについてどうおきだと私は思っています。このことについてどうお考考考考えになってえになってえになってえになって

おられるのか。おられるのか。おられるのか。おられるのか。

特に、県立医科大学の医特に、県立医科大学の医特に、県立医科大学の医特に、県立医科大学の医局局局局のののの教授先生教授先生教授先生教授先生は、本当にどういう思いで県の医療というものをは、本当にどういう思いで県の医療というものをは、本当にどういう思いで県の医療というものをは、本当にどういう思いで県の医療というものを

見見見見ていただいているのか。ていただいているのか。ていただいているのか。ていただいているのか。片片片片や県立医科大学のや県立医科大学のや県立医科大学のや県立医科大学の先生先生先生先生方は、特に方は、特に方は、特に方は、特に生徒生徒生徒生徒にににに教教教教えなくてはならなえなくてはならなえなくてはならなえなくてはならな

い、そしてい、そしてい、そしてい、そして臨臨臨臨床も外床も外床も外床も外来来来来患者を含めて患者を含めて患者を含めて患者を含めて手術手術手術手術も含めて、もう本当にも含めて、もう本当にも含めて、もう本当にも含めて、もう本当に全全全全国の県立医科大学の附属国の県立医科大学の附属国の県立医科大学の附属国の県立医科大学の附属

病院では一病院では一病院では一病院では一番番番番上上上上位位位位にににに位位位位置するような置するような置するような置するようなハーハーハーハードドドド的的的的に、なおかつ高に、なおかつ高に、なおかつ高に、なおかつ高収益収益収益収益を上を上を上を上げげげげていただいているていただいているていただいているていただいている

おかおかおかおかげげげげで何とか県民ので何とか県民ので何とか県民ので何とか県民の皆皆皆皆さん方が県立医科大学の附属病院をさん方が県立医科大学の附属病院をさん方が県立医科大学の附属病院をさん方が県立医科大学の附属病院を利用利用利用利用されている。外されている。外されている。外されている。外来来来来患者さ患者さ患者さ患者さ

んは１日大んは１日大んは１日大んは１日大体体体体２２２２，，，，０００人と聞いております。それだけ重圧がかかる。こういったことを０００人と聞いております。それだけ重圧がかかる。こういったことを０００人と聞いております。それだけ重圧がかかる。こういったことを０００人と聞いております。それだけ重圧がかかる。こういったことを

にらんでいくと、構成員の人たにらんでいくと、構成員の人たにらんでいくと、構成員の人たにらんでいくと、構成員の人たちちちちは県立医科大学のそれは県立医科大学のそれは県立医科大学のそれは県立医科大学のそれぞぞぞぞれのれのれのれの教授先生教授先生教授先生教授先生方の方の方の方の生生生生のののの声声声声をもっをもっをもっをもっ

と聞くと聞くと聞くと聞くべべべべきではないのかと。学長もはいっていない、榊参与はもう大学を出た方ではないきではないのかと。学長もはいっていない、榊参与はもう大学を出た方ではないきではないのかと。学長もはいっていない、榊参与はもう大学を出た方ではないきではないのかと。学長もはいっていない、榊参与はもう大学を出た方ではない

ですか、だからそういうことを含めて、人のよりですか、だからそういうことを含めて、人のよりですか、だからそういうことを含めて、人のよりですか、だからそういうことを含めて、人のより好み好み好み好みで知事はされるのですか、その点聞で知事はされるのですか、その点聞で知事はされるのですか、その点聞で知事はされるのですか、その点聞

かせてください。かせてください。かせてください。かせてください。

○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 追追追追加で何点かご質加で何点かご質加で何点かご質加で何点かご質問問問問がありました点についてお答えしていきたいとがありました点についてお答えしていきたいとがありました点についてお答えしていきたいとがありました点についてお答えしていきたいと

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。

まず、奈良県病院協会からのまず、奈良県病院協会からのまず、奈良県病院協会からのまず、奈良県病院協会からの意見意見意見意見ということで、特に民間を圧迫するようなことはしなということで、特に民間を圧迫するようなことはしなということで、特に民間を圧迫するようなことはしなということで、特に民間を圧迫するようなことはしな

いようにといういようにといういようにといういようにという意見意見意見意見はないかというごはないかというごはないかというごはないかというご指摘指摘指摘指摘でありました。奈良県病院協会からでありました。奈良県病院協会からでありました。奈良県病院協会からでありました。奈良県病院協会から直接的直接的直接的直接的に圧に圧に圧に圧

迫というような迫というような迫というような迫というような表表表表現での話というのは特に聞いておりませんけれども、奈良県病院協会か現での話というのは特に聞いておりませんけれども、奈良県病院協会か現での話というのは特に聞いておりませんけれども、奈良県病院協会か現での話というのは特に聞いておりませんけれども、奈良県病院協会か

ら言われておりますのは、やはりら言われておりますのは、やはりら言われておりますのは、やはりら言われておりますのは、やはり連携連携連携連携、それから救急をしっかりととってほしいという、それから救急をしっかりととってほしいという、それから救急をしっかりととってほしいという、それから救急をしっかりととってほしいという意意意意

見見見見がございました。こがございました。こがございました。こがございました。こちちちちらについては、また後日、奈良県病院協会にも現在のらについては、また後日、奈良県病院協会にも現在のらについては、また後日、奈良県病院協会にも現在のらについては、また後日、奈良県病院協会にも現在の進捗進捗進捗進捗のお話のお話のお話のお話
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をしながら説明ををしながら説明ををしながら説明ををしながら説明を丁寧丁寧丁寧丁寧にしていきたいと思っております。にしていきたいと思っております。にしていきたいと思っております。にしていきたいと思っております。

それから、県立医科大学の学長との関係はどうなっているのかというあたりですが、こそれから、県立医科大学の学長との関係はどうなっているのかというあたりですが、こそれから、県立医科大学の学長との関係はどうなっているのかというあたりですが、こそれから、県立医科大学の学長との関係はどうなっているのかというあたりですが、こ

れにつきましては、れにつきましては、れにつきましては、れにつきましては、進捗進捗進捗進捗につきまして、につきまして、につきまして、につきまして、従従従従前よりご前よりご前よりご前よりご報告報告報告報告をををを申申申申し上し上し上し上げげげげるとともに、今るとともに、今るとともに、今るとともに、今回回回回のののの幹幹幹幹

部人事の人部人事の人部人事の人部人事の人選選選選につきましても、につきましても、につきましても、につきましても、専門専門専門専門部会というものをつくって検討させていただきたいと部会というものをつくって検討させていただきたいと部会というものをつくって検討させていただきたいと部会というものをつくって検討させていただきたいと

いう話はいう話はいう話はいう話は以以以以前にお話をさせていただきまして、おお前にお話をさせていただきまして、おお前にお話をさせていただきまして、おお前にお話をさせていただきまして、おおむむむむねねねね了解了解了解了解をいただいた上でをいただいた上でをいただいた上でをいただいた上で進進進進めさせてめさせてめさせてめさせて

いただいているといただいているといただいているといただいている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、医それから、医それから、医それから、医局局局局には、このには、このには、このには、この件件件件についてについてについてについて具体的具体的具体的具体的な話というのは今後しっかりとしていきたな話というのは今後しっかりとしていきたな話というのは今後しっかりとしていきたな話というのは今後しっかりとしていきた

いと思いますけれども、これまでも県立奈良病院の今後ということでいろいろとお話を聞いと思いますけれども、これまでも県立奈良病院の今後ということでいろいろとお話を聞いと思いますけれども、これまでも県立奈良病院の今後ということでいろいろとお話を聞いと思いますけれども、これまでも県立奈良病院の今後ということでいろいろとお話を聞

いているところでありますし、また、ごいているところでありますし、また、ごいているところでありますし、また、ごいているところでありますし、また、ご懸念懸念懸念懸念の独立行政法人化した後、県立奈良病院はの独立行政法人化した後、県立奈良病院はの独立行政法人化した後、県立奈良病院はの独立行政法人化した後、県立奈良病院は規規規規

模模模模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、マンパワーマンパワーマンパワーマンパワーもしっかりともしっかりともしっかりともしっかりと確保確保確保確保していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があると思っておりまがあると思っておりまがあると思っておりまがあると思っておりま

す。そうしたす。そうしたす。そうしたす。そうした意味意味意味意味で、県立医科大学で、県立医科大学で、県立医科大学で、県立医科大学全体全体全体全体にはまだまだいろいろと、現在もそうでありますにはまだまだいろいろと、現在もそうでありますにはまだまだいろいろと、現在もそうでありますにはまだまだいろいろと、現在もそうであります

し、これからもし、これからもし、これからもし、これからも引引引引きききき続続続続き人き人き人き人的的的的な部な部な部な部分分分分でのごでのごでのごでのご支援等支援等支援等支援等をををを賜賜賜賜らなければならないとらなければならないとらなければならないとらなければならないと考考考考えておりまえておりまえておりまえておりま

すので、今後もしっかりとすので、今後もしっかりとすので、今後もしっかりとすので、今後もしっかりと丁寧丁寧丁寧丁寧に説明をしていきたいと思っております。に説明をしていきたいと思っております。に説明をしていきたいと思っております。に説明をしていきたいと思っております。

それから、それから、それから、それから、粒子線粒子線粒子線粒子線治療のお話がございました。これにつきましては、もう治療のお話がございました。これにつきましては、もう治療のお話がございました。これにつきましては、もう治療のお話がございました。これにつきましては、もう少少少少しししし技術的技術的技術的技術的なななな

進展進展進展進展をををを見見見見て検討を重ねていきたいと思っております。て検討を重ねていきたいと思っております。て検討を重ねていきたいと思っております。て検討を重ねていきたいと思っております。以以以以上であります。上であります。上であります。上であります。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 奈良県病院協会についてですが、奈良奈良県病院協会についてですが、奈良奈良県病院協会についてですが、奈良奈良県病院協会についてですが、奈良市市市市、、、、生駒市生駒市生駒市生駒市、そして大和、そして大和、そして大和、そして大和郡郡郡郡山山山山市市市市、天理、天理、天理、天理

市市市市というというというという範囲範囲範囲範囲だけでだけでだけでだけで勘勘勘勘定しても３０数病院あります。これから新病院に定しても３０数病院あります。これから新病院に定しても３０数病院あります。これから新病院に定しても３０数病院あります。これから新病院に期待期待期待期待する病院協会する病院協会する病院協会する病院協会

としては、恐らく重篤な患者さんを２４としては、恐らく重篤な患者さんを２４としては、恐らく重篤な患者さんを２４としては、恐らく重篤な患者さんを２４時時時時間間間間体制体制体制体制でしっかりとってくれと、最後のとりででしっかりとってくれと、最後のとりででしっかりとってくれと、最後のとりででしっかりとってくれと、最後のとりで

である病院にしてくれという思いだと思います。救命救急に特化した病院というのは、奈である病院にしてくれという思いだと思います。救命救急に特化した病院というのは、奈である病院にしてくれという思いだと思います。救命救急に特化した病院というのは、奈である病院にしてくれという思いだと思います。救命救急に特化した病院というのは、奈

良県病院協会としては良県病院協会としては良県病院協会としては良県病院協会としては皆皆皆皆そういうことでお願いをしたいというそういうことでお願いをしたいというそういうことでお願いをしたいというそういうことでお願いをしたいという形形形形になるということだけはになるということだけはになるということだけはになるということだけは

しっかりしっかりしっかりしっかり受受受受けとめていただきたい。３３のけとめていただきたい。３３のけとめていただきたい。３３のけとめていただきたい。３３の付近付近付近付近の病院がの病院がの病院がの病院が連携連携連携連携をしてやっていくというのは、をしてやっていくというのは、をしてやっていくというのは、をしてやっていくというのは、

そのことだと理そのことだと理そのことだと理そのことだと理解解解解をしておいでになるのか、それだけをしておいでになるのか、それだけをしておいでになるのか、それだけをしておいでになるのか、それだけ改改改改めてお答えをください。めてお答えをください。めてお答えをください。めてお答えをください。

それから、今、学長の話をなそれから、今、学長の話をなそれから、今、学長の話をなそれから、今、学長の話をなぜぜぜぜこういうところに入れられないのか、まず現こういうところに入れられないのか、まず現こういうところに入れられないのか、まず現こういうところに入れられないのか、まず現場場場場の医の医の医の医局局局局のののの

教授先生教授先生教授先生教授先生のののの教授教授教授教授会でいろんな議会でいろんな議会でいろんな議会でいろんな議論論論論をするをするをするをする場場場場所というのは、学長がやはり所というのは、学長がやはり所というのは、学長がやはり所というのは、学長がやはりタクトタクトタクトタクトをををを振振振振ってしってしってしってし

っかりと、奈良県の医療や今の県立の新病院のあり方についてもっかりと、奈良県の医療や今の県立の新病院のあり方についてもっかりと、奈良県の医療や今の県立の新病院のあり方についてもっかりと、奈良県の医療や今の県立の新病院のあり方についても随分興味随分興味随分興味随分興味をををを持持持持っておいでっておいでっておいでっておいで

になるし、そしてになるし、そしてになるし、そしてになるし、そして責任責任責任責任ももももひひひひとしおとしおとしおとしお感感感感じておいでになると私は思います。それに、外部のじておいでになると私は思います。それに、外部のじておいでになると私は思います。それに、外部のじておいでになると私は思います。それに、外部の

方方方方 々々々々ばかりでこういう話ができるのかと思うのです。いろいろと総長もおばかりでこういう話ができるのかと思うのです。いろいろと総長もおばかりでこういう話ができるのかと思うのです。いろいろと総長もおばかりでこういう話ができるのかと思うのです。いろいろと総長もお決決決決めになった、めになった、めになった、めになった、

皆皆皆皆さんからごさんからごさんからごさんからご意見意見意見意見をいただいて、あなたたをいただいて、あなたたをいただいて、あなたたをいただいて、あなたたちちちちがつくったものをそのまま、はい、がつくったものをそのまま、はい、がつくったものをそのまま、はい、がつくったものをそのまま、はい、結結結結構です構です構です構です

といってといってといってといって手手手手をたたいているだけではないのですか、をたたいているだけではないのですか、をたたいているだけではないのですか、をたたいているだけではないのですか、僕僕僕僕はそう思うけれども。はそう思うけれども。はそう思うけれども。はそう思うけれども。

それから、県立医科大学の果たすそれから、県立医科大学の果たすそれから、県立医科大学の果たすそれから、県立医科大学の果たす役割役割役割役割というのは、奈良県の病院のほとんどが、民間もというのは、奈良県の病院のほとんどが、民間もというのは、奈良県の病院のほとんどが、民間もというのは、奈良県の病院のほとんどが、民間も
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含めて医含めて医含めて医含めて医局局局局からいろんなからいろんなからいろんなからいろんな形形形形で民間病院にで民間病院にで民間病院にで民間病院に籍籍籍籍を置きながら医療をを置きながら医療をを置きながら医療をを置きながら医療を支支支支えていただいている。本えていただいている。本えていただいている。本えていただいている。本

当に私は、県立医科大学がなかったら奈良県の病院はもたないと思います。現に新しい奈当に私は、県立医科大学がなかったら奈良県の病院はもたないと思います。現に新しい奈当に私は、県立医科大学がなかったら奈良県の病院はもたないと思います。現に新しい奈当に私は、県立医科大学がなかったら奈良県の病院はもたないと思います。現に新しい奈

良良良良市市市市立病院でもそうではないですか、もう７０何名県立医科大学の医立病院でもそうではないですか、もう７０何名県立医科大学の医立病院でもそうではないですか、もう７０何名県立医科大学の医立病院でもそうではないですか、もう７０何名県立医科大学の医局局局局から行っていただから行っていただから行っていただから行っていただ

いてます。だから本当にありがたいと言っています。こういうものが５４０のベッド数にいてます。だから本当にありがたいと言っています。こういうものが５４０のベッド数にいてます。だから本当にありがたいと言っています。こういうものが５４０のベッド数にいてます。だから本当にありがたいと言っています。こういうものが５４０のベッド数に

すると、それだけすると、それだけすると、それだけすると、それだけ先生先生先生先生がががが要要要要ると、それだけほかの民間や公立の病院に医師ると、それだけほかの民間や公立の病院に医師ると、それだけほかの民間や公立の病院に医師ると、それだけほかの民間や公立の病院に医師派遣派遣派遣派遣がうまくいがうまくいがうまくいがうまくい

かないのではないかと、このように思うのです。その辺を再度どのような思いをかないのではないかと、このように思うのです。その辺を再度どのような思いをかないのではないかと、このように思うのです。その辺を再度どのような思いをかないのではないかと、このように思うのです。その辺を再度どのような思いを持持持持ってってってって対対対対

応応応応していかれるのか、お答えをください。していかれるのか、お答えをください。していかれるのか、お答えをください。していかれるのか、お答えをください。

それから、それから、それから、それから、申申申申しわけないのですが、質しわけないのですが、質しわけないのですが、質しわけないのですが、質問問問問をををを続続続続けさせていただきますが、今、新県立奈良けさせていただきますが、今、新県立奈良けさせていただきますが、今、新県立奈良けさせていただきますが、今、新県立奈良

病院の病院の病院の病院の建建建建設をする設をする設をする設をする際際際際にににに交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセスの中で、特にの中で、特にの中で、特にの中で、特に近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅から新県立奈良病院までのから新県立奈良病院までのから新県立奈良病院までのから新県立奈良病院までの

交通アクセス交通アクセス交通アクセス交通アクセス、、、、市道市道市道市道ですから、とりわけですから、とりわけですから、とりわけですから、とりわけ西ノ京西ノ京西ノ京西ノ京高高高高等等等等学学学学校校校校にににに通通通通われるわれるわれるわれる朝夕朝夕朝夕朝夕のののの通通通通学学学学生生生生を含めてを含めてを含めてを含めて

大変な状況になっていることは、もう大変な状況になっていることは、もう大変な状況になっていることは、もう大変な状況になっていることは、もう皆皆皆皆さんごさんごさんごさんご承承承承知のとおりです。このことについて、ま知のとおりです。このことについて、ま知のとおりです。このことについて、ま知のとおりです。このことについて、ま

ちちちちづくりづくりづくりづくり推進局推進局推進局推進局の方でいろいろと地の方でいろいろと地の方でいろいろと地の方でいろいろと地元元元元調整なども調整なども調整なども調整なども六条校区六条校区六条校区六条校区のののの自自自自治治治治連連連連合会長さんを含めて協合会長さんを含めて協合会長さんを含めて協合会長さんを含めて協

議はしていただいているように思いますけれども、とりわけ議はしていただいているように思いますけれども、とりわけ議はしていただいているように思いますけれども、とりわけ議はしていただいているように思いますけれども、とりわけ近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅からおりてこらからおりてこらからおりてこらからおりてこら

れて、れて、れて、れて、バスターミナルバスターミナルバスターミナルバスターミナル、、、、バスバスバスバスのののの停留停留停留停留所、発所、発所、発所、発着着着着のののの場場場場所、これの所、これの所、これの所、これの手手手手前から大前から大前から大前から大胆胆胆胆なななな改改改改良をしてい良をしてい良をしてい良をしてい

ただかなければ、これはもう本当に大変なことになるのではないかと私は思っているのでただかなければ、これはもう本当に大変なことになるのではないかと私は思っているのでただかなければ、これはもう本当に大変なことになるのではないかと私は思っているのでただかなければ、これはもう本当に大変なことになるのではないかと私は思っているので

す。この辺も含めて今どんな思いでこの整備にす。この辺も含めて今どんな思いでこの整備にす。この辺も含めて今どんな思いでこの整備にす。この辺も含めて今どんな思いでこの整備に取取取取り組んでいこうと思っておいでになるのり組んでいこうと思っておいでになるのり組んでいこうと思っておいでになるのり組んでいこうと思っておいでになるの

か、か、か、か、牛嶋牛嶋牛嶋牛嶋ままままちちちちづくりづくりづくりづくり推進局推進局推進局推進局次長の方からお答えください。とりあえずお願いします。次長の方からお答えください。とりあえずお願いします。次長の方からお答えください。とりあえずお願いします。次長の方からお答えください。とりあえずお願いします。

○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 まず、救急患者まず、救急患者まず、救急患者まず、救急患者へへへへのののの対応対応対応対応でありますけれども、救急医療につきましでありますけれども、救急医療につきましでありますけれども、救急医療につきましでありますけれども、救急医療につきまし

ては、特にては、特にては、特にては、特に脳卒脳卒脳卒脳卒中ですとか中ですとか中ですとか中ですとか心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞など、命にかかわる重など、命にかかわる重など、命にかかわる重など、命にかかわる重症症症症患者を新県立奈良病院におい患者を新県立奈良病院におい患者を新県立奈良病院におい患者を新県立奈良病院におい

てもてもてもても確確確確実に実に実に実に受受受受け入れるけ入れるけ入れるけ入れる体制体制体制体制をををを確保確保確保確保したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えております。その上で、救命えております。その上で、救命えております。その上で、救命えております。その上で、救命率率率率をををを飛躍飛躍飛躍飛躍的的的的にににに

向向向向上させたいと上させたいと上させたいと上させたいと考考考考えているところであります。そういうことをえているところであります。そういうことをえているところであります。そういうことをえているところであります。そういうことを掲掲掲掲げげげげておりますので、救急ておりますので、救急ておりますので、救急ておりますので、救急

医療、それからご医療、それからご医療、それからご医療、それからご指摘指摘指摘指摘のありましたがん医療、のありましたがん医療、のありましたがん医療、のありましたがん医療、周産期周産期周産期周産期などの地などの地などの地などの地域域域域医療を医療を医療を医療を支支支支える７つのえる７つのえる７つのえる７つの柱柱柱柱のののの

ううううちちちちの一つの大事なの一つの大事なの一つの大事なの一つの大事な柱柱柱柱であるとであるとであるとであると考考考考えておりますので、しっかりとえておりますので、しっかりとえておりますので、しっかりとえておりますので、しっかりと意意意意識識識識をしてをしてをしてをして対応対応対応対応していきしていきしていきしていき

たいということであります。たいということであります。たいということであります。たいということであります。

それから、大きな病院になりますので、しっかりとそれから、大きな病院になりますので、しっかりとそれから、大きな病院になりますので、しっかりとそれから、大きな病院になりますので、しっかりとマンパワーマンパワーマンパワーマンパワーもももも確保確保確保確保していかなければしていかなければしていかなければしていかなければ

ならないと思っております。そのためには、新県立奈良病院、それからならないと思っております。そのためには、新県立奈良病院、それからならないと思っております。そのためには、新県立奈良病院、それからならないと思っております。そのためには、新県立奈良病院、それから三三三三室病院一室病院一室病院一室病院一体体体体となとなとなとな

った独立行政法人としてった独立行政法人としてった独立行政法人としてった独立行政法人として機機機機能能能能していくわけですけれども、働く人にとってもしていくわけですけれども、働く人にとってもしていくわけですけれども、働く人にとってもしていくわけですけれども、働く人にとっても魅力魅力魅力魅力的的的的な病院な病院な病院な病院

となるようにとなるようにとなるようにとなるように努努努努めていくというあたりが人にめていくというあたりが人にめていくというあたりが人にめていくというあたりが人に集集集集まってもらう上でまってもらう上でまってもらう上でまってもらう上で非常非常非常非常に重に重に重に重要要要要であるとであるとであるとであると考考考考ええええ

ております。こております。こております。こております。こちちちちら、もうよく聞かれているかと思いますけれども、法人の理ら、もうよく聞かれているかと思いますけれども、法人の理ら、もうよく聞かれているかと思いますけれども、法人の理ら、もうよく聞かれているかと思いますけれども、法人の理念念念念でありまでありまでありまでありま

す、県民のす、県民のす、県民のす、県民の健康健康健康健康をををを生生生生涯涯涯涯にわたって最高にわたって最高にわたって最高にわたって最高レレレレベベベベルルルルの医のわざとの医のわざとの医のわざとの医のわざと心心心心でででで支支支支ええええ続続続続けるという理けるという理けるという理けるという理念念念念がしがしがしがし
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っかりとっかりとっかりとっかりと確保確保確保確保できるように、できるように、できるように、できるように、全全全全力力力力をををを挙挙挙挙げげげげて私どもて私どもて私どもて私ども頑張頑張頑張頑張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。以以以以

上であります。上であります。上であります。上であります。

○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 近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅からのからのからのからのアクセスアクセスアクセスアクセスについてでございます。委員についてでございます。委員についてでございます。委員についてでございます。委員

おおおお述述述述べべべべのとおりですけれども、のとおりですけれども、のとおりですけれども、のとおりですけれども、近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅からのからのからのからのアクセスアクセスアクセスアクセスについては、特に現については、特に現については、特に現については、特に現道道道道のののの幅幅幅幅がががが

狭狭狭狭いということで、そういういということで、そういういということで、そういういということで、そういう狭狭狭狭いところをいところをいところをいところを歩歩歩歩行者と行者と行者と行者と自自自自動車動車動車動車がががが通通通通行しているところでござい行しているところでござい行しているところでござい行しているところでござい

ます。そういうます。そういうます。そういうます。そういう意味意味意味意味では、では、では、では、歩歩歩歩行者の行者の行者の行者の安安安安全確保全確保全確保全確保ということにということにということにということに対対対対してきしてきしてきしてきちちちちんとんとんとんと自自自自動車動車動車動車とととと分分分分離離離離でででで

きるようなきるようなきるようなきるような歩歩歩歩行者の行者の行者の行者のススススペペペペースースースースをををを確保確保確保確保したいという方したいという方したいという方したいという方針針針針で奈良で奈良で奈良で奈良市市市市とも協議もとも協議もとも協議もとも協議も進進進進めているとこめているとこめているとこめているとこ

ろではございます。ろではございます。ろではございます。ろではございます。

具体的具体的具体的具体的にににに申申申申しますと、大きな方から言いますと、しますと、大きな方から言いますと、しますと、大きな方から言いますと、しますと、大きな方から言いますと、六条交六条交六条交六条交差差差差点のところ、それから点のところ、それから点のところ、それから点のところ、それから六条交六条交六条交六条交

差差差差点から北点から北点から北点から北側側側側のののの市道市道市道市道の部の部の部の部分分分分、それと国立病院、それと国立病院、それと国立病院、それと国立病院機機機機構奈良医療構奈良医療構奈良医療構奈良医療センターセンターセンターセンター前の前の前の前の狭狭狭狭いところ、そしいところ、そしいところ、そしいところ、そし

て今ごて今ごて今ごて今ご指摘指摘指摘指摘がございましたがございましたがございましたがございました近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅ののののバスバスバスバス乗乗乗乗りりりり場場場場のののの乗乗乗乗りりりり継ぎ継ぎ継ぎ継ぎといいますか、中といいますか、中といいますか、中といいますか、中継継継継といといといとい

いますか、そういういますか、そういういますか、そういういますか、そういう区区区区間、これについて奈良間、これについて奈良間、これについて奈良間、これについて奈良市市市市と、あと地と、あと地と、あと地と、あと地元元元元も含めて協議をしながらも含めて協議をしながらも含めて協議をしながらも含めて協議をしながら進進進進めめめめ

ているところでございます。これまでているところでございます。これまでているところでございます。これまでているところでございます。これまで連連連連合合合合自自自自治会長と治会長と治会長と治会長と情情情情報交報交報交報交換換換換しながら、地しながら、地しながら、地しながら、地元元元元のののの水水水水利利利利組合組合組合組合

であったり、であったり、であったり、であったり、土土土土地所地所地所地所有有有有者と協議調整をしてきました。おお者と協議調整をしてきました。おお者と協議調整をしてきました。おお者と協議調整をしてきました。おおむむむむねねねね計計計計画画画画については関係者のごについては関係者のごについては関係者のごについては関係者のご

理理理理解解解解をををを得得得得られたものとられたものとられたものとられたもの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。場場場場所によっては、もう所によっては、もう所によっては、もう所によっては、もう測量測量測量測量にかかっているところにかかっているところにかかっているところにかかっているところ

もございますし、もございますし、もございますし、もございますし、測量測量測量測量の上での上での上での上で詳細詳細詳細詳細なななな計計計計画画画画を策定して、再度関係者と協議の上、を策定して、再度関係者と協議の上、を策定して、再度関係者と協議の上、を策定して、再度関係者と協議の上、早早早早期期期期にににに対対対対策策策策

の実現にの実現にの実現にの実現に向向向向けてけてけてけて取取取取り組んでいこうとしているところでございます。り組んでいこうとしているところでございます。り組んでいこうとしているところでございます。り組んでいこうとしているところでございます。

特に特に特に特に近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅のののの駅駅駅駅前前前前広広広広場場場場のところをやっておりましたけれども、ごのところをやっておりましたけれども、ごのところをやっておりましたけれども、ごのところをやっておりましたけれども、ご指摘指摘指摘指摘いただきまいただきまいただきまいただきま

したように、したように、したように、したように、近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅前の前の前の前の道道道道路路路路はははは幅幅幅幅員が員が員が員が狭狭狭狭く、く、く、く、バスバスバスバス２２２２台台台台ほどしかとめられないようなほどしかとめられないようなほどしかとめられないようなほどしかとめられないような

ススススペペペペースースースースでございます。でございます。でございます。でございます。安安安安全全全全でででで安安安安心心心心なななな歩歩歩歩行者行者行者行者空空空空間の間の間の間の確保確保確保確保、そして、そして、そして、そして鉄道鉄道鉄道鉄道からからからからバスへバスへバスへバスへのののの乗乗乗乗りりりり継継継継

ぎ空ぎ空ぎ空ぎ空間の間の間の間の確保確保確保確保、こういう、こういう、こういう、こういう観観観観点が一点が一点が一点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をををを抱抱抱抱えているとえているとえているとえていると考考考考えているところでございえているところでございえているところでございえているところでござい

ます。特にます。特にます。特にます。特にバスバスバスバスのののの利用利用利用利用者、者、者、者、歩歩歩歩行者、行者、行者、行者、自転自転自転自転車車車車、、、、二二二二輪輪輪輪車車車車、、、、自自自自動車動車動車動車も含めあらも含めあらも含めあらも含めあらゆゆゆゆるるるる交通交通交通交通ががががふふふふくそくそくそくそ

うしている状況になっております。うしている状況になっております。うしている状況になっております。うしている状況になっております。駅駅駅駅前前前前広広広広場交通機場交通機場交通機場交通機関の関の関の関の確保確保確保確保ということから、ということから、ということから、ということから、抜抜抜抜本本本本的対的対的対的対策策策策

がががが望望望望まれているところではございます。そういうことで、まれているところではございます。そういうことで、まれているところではございます。そういうことで、まれているところではございます。そういうことで、近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅のののの東側東側東側東側とととと西西西西側側側側、、、、駅駅駅駅

前前前前広広広広場場場場の予定をしているわけでございますけれども、特にの予定をしているわけでございますけれども、特にの予定をしているわけでございますけれども、特にの予定をしているわけでございますけれども、特に東側東側東側東側の方は、県の方は、県の方は、県の方は、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

斑鳩斑鳩斑鳩斑鳩線線線線からからからから近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅まで６７０まで６７０まで６７０まで６７０メメメメートル程ートル程ートル程ートル程ございますけれど、このございますけれど、このございますけれど、このございますけれど、このアクセス道アクセス道アクセス道アクセス道路路路路のののの計計計計

画画画画を行っており、今年度、を行っており、今年度、を行っており、今年度、を行っており、今年度、都市都市都市都市計計計計画決画決画決画決定に定に定に定に向向向向けて地けて地けて地けて地元元元元説明を説明を説明を説明を進進進進めているところでございまめているところでございまめているところでございまめているところでございま

す。す。す。す。

また、また、また、また、近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅のののの西西西西側側側側の方ですけれども、の方ですけれども、の方ですけれども、の方ですけれども、駅駅駅駅前前前前広広広広場場場場を含を含を含を含むむむむ南南南南北の整備に北の整備に北の整備に北の整備に向向向向けて、今けて、今けて、今けて、今

年度、年度、年度、年度、測量及測量及測量及測量及びびびび詳細詳細詳細詳細設設設設計計計計にににに着手着手着手着手する予定で、今、する予定で、今、する予定で、今、する予定で、今、測量測量測量測量に入れるように地に入れるように地に入れるように地に入れるように地元元元元調整を調整を調整を調整を進進進進めていめていめていめてい
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るところでございます。県としても、るところでございます。県としても、るところでございます。県としても、るところでございます。県としても、バスバスバスバスロロロロータータータータリリリリーーーーからからからから歩歩歩歩行者行者行者行者空空空空間の間の間の間の安安安安全確保全確保全確保全確保をするたをするたをするたをするた

めに、めに、めに、めに、自自自自家家家家用用用用車車車車、それと、それと、それと、それとタクタクタクタクシシシシーーーーのののの待待待待避避避避ススススペペペペースースースース、それと、今、北の方にございます、それと、今、北の方にございます、それと、今、北の方にございます、それと、今、北の方にございます駐駐駐駐輪輪輪輪

場場場場のののの配配配配置であったり、置であったり、置であったり、置であったり、近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅東東東東西西西西を一を一を一を一体体体体化した化した化した化した駅駅駅駅前整備の前整備の前整備の前整備の抜抜抜抜本本本本的的的的なななな対対対対策が策が策が策が必要必要必要必要であであであであ

るとるとるとると考考考考えているところでございまして、奈良えているところでございまして、奈良えているところでございまして、奈良えているところでございまして、奈良市市市市とともに調整をとともに調整をとともに調整をとともに調整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考考考えていえていえていえてい

るところでございます。るところでございます。るところでございます。るところでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 答答答答弁弁弁弁がなかったので、医療政策部長にお聞きをしますが、とりわけ新県立奈がなかったので、医療政策部長にお聞きをしますが、とりわけ新県立奈がなかったので、医療政策部長にお聞きをしますが、とりわけ新県立奈がなかったので、医療政策部長にお聞きをしますが、とりわけ新県立奈

良病院に、特に病理研究棟といったものを併設してしっかりやっていくのかどうかを、ま良病院に、特に病理研究棟といったものを併設してしっかりやっていくのかどうかを、ま良病院に、特に病理研究棟といったものを併設してしっかりやっていくのかどうかを、ま良病院に、特に病理研究棟といったものを併設してしっかりやっていくのかどうかを、ま

ずお聞かせください。ずお聞かせください。ずお聞かせください。ずお聞かせください。

それから、今、新県立奈良病院は、何としても救命救急に特化してしっかり民間病院やそれから、今、新県立奈良病院は、何としても救命救急に特化してしっかり民間病院やそれから、今、新県立奈良病院は、何としても救命救急に特化してしっかり民間病院やそれから、今、新県立奈良病院は、何としても救命救急に特化してしっかり民間病院や

周周周周りのりのりのりの二二二二次病院の次病院の次病院の次病院の受受受受けけけけ皿皿皿皿になるということ、それだけはもうしっかりとになるということ、それだけはもうしっかりとになるということ、それだけはもうしっかりとになるということ、それだけはもうしっかりと役役役役目を果たしてい目を果たしてい目を果たしてい目を果たしてい

ただきたいと、このように思います。ただきたいと、このように思います。ただきたいと、このように思います。ただきたいと、このように思います。

それから、それから、それから、それから、粒子線センター粒子線センター粒子線センター粒子線センター。がん医療に特化した病院というのだから、。がん医療に特化した病院というのだから、。がん医療に特化した病院というのだから、。がん医療に特化した病院というのだから、先端的先端的先端的先端的な治療とな治療とな治療とな治療と

いう中ではそれはいう中ではそれはいう中ではそれはいう中ではそれは不可欠不可欠不可欠不可欠だと思うが、その辺あわせてお答えください。だと思うが、その辺あわせてお答えください。だと思うが、その辺あわせてお答えください。だと思うが、その辺あわせてお答えください。

それから、今、県立医科大学のことばかりそれから、今、県立医科大学のことばかりそれから、今、県立医科大学のことばかりそれから、今、県立医科大学のことばかり申申申申し上し上し上し上げげげげていますけれども、県が拠出していていますけれども、県が拠出していていますけれども、県が拠出していていますけれども、県が拠出してい

る医科大学のる医科大学のる医科大学のる医科大学の寄寄寄寄附附附附金金金金あるいはあるいはあるいはあるいは補補補補助金助金助金助金だって本当にわずかです、本当にだって本当にわずかです、本当にだって本当にわずかです、本当にだって本当にわずかです、本当に気気気気のののの毒毒毒毒ですが、独立ですが、独立ですが、独立ですが、独立

行政法人としては最高の行政法人としては最高の行政法人としては最高の行政法人としては最高の頑張頑張頑張頑張りをりをりをりを示示示示しておいでになる県立医科大学だと思っています。こしておいでになる県立医科大学だと思っています。こしておいでになる県立医科大学だと思っています。こしておいでになる県立医科大学だと思っています。こ

の辺のの辺のの辺のの辺の評価評価評価評価をどう思われているのか、聞かせてください。をどう思われているのか、聞かせてください。をどう思われているのか、聞かせてください。をどう思われているのか、聞かせてください。

それから、それから、それから、それから、牛嶋牛嶋牛嶋牛嶋ままままちちちちづくりづくりづくりづくり推進局推進局推進局推進局次長にお答えをいただきました。一次長にお答えをいただきました。一次長にお答えをいただきました。一次長にお答えをいただきました。一番危惧番危惧番危惧番危惧されているされているされているされている

のは、いつからいつまでというのは、いつからいつまでというのは、いつからいつまでというのは、いつからいつまでという工工工工期期期期をををを決決決決めて、めて、めて、めて、計計計計画画画画から実施までのから実施までのから実施までのから実施までの計計計計画画画画をきをきをきをきちちちちっとっとっとっと決決決決めて、めて、めて、めて、

年次年次年次年次的的的的にどこまでどういうにどこまでどういうにどこまでどういうにどこまでどういう形形形形で整備をしていくのだということで地で整備をしていくのだということで地で整備をしていくのだということで地で整備をしていくのだということで地元自元自元自元自治治治治連連連連合会にはしっ合会にはしっ合会にはしっ合会にはしっ

かりとした方かりとした方かりとした方かりとした方針針針針をををを示示示示すことが一すことが一すことが一すことが一番番番番大大大大切切切切ではないのか、このように思います。そういったではないのか、このように思います。そういったではないのか、このように思います。そういったではないのか、このように思います。そういった観観観観

点から点から点から点から考考考考えていきますと、おのずから地えていきますと、おのずから地えていきますと、おのずから地えていきますと、おのずから地区区区区のののの連連連連合会長さんは、一合会長さんは、一合会長さんは、一合会長さんは、一生懸生懸生懸生懸命やっていただいて命やっていただいて命やっていただいて命やっていただいて

いる、ありがたいことだということになってくると思います。いつでもあなたたいる、ありがたいことだということになってくると思います。いつでもあなたたいる、ありがたいことだということになってくると思います。いつでもあなたたいる、ありがたいことだということになってくると思います。いつでもあなたたちちちちは説明は説明は説明は説明

はいろいろしていただいていると思います。はいろいろしていただいていると思います。はいろいろしていただいていると思います。はいろいろしていただいていると思います。頑張頑張頑張頑張っていただいていると思うけれども、何っていただいていると思うけれども、何っていただいていると思うけれども、何っていただいていると思うけれども、何

かかかか不安不安不安不安をををを感感感感じたら私どものところじたら私どものところじたら私どものところじたら私どものところへへへへいろいろとご相談にいろいろとご相談にいろいろとご相談にいろいろとご相談に来来来来られます。一られます。一られます。一られます。一番番番番のののの肝肝肝肝心心心心なところなところなところなところ

は、は、は、は、近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅近鉄西ノ京駅からからからから西へ回西へ回西へ回西へ回っていくあのっていくあのっていくあのっていくあの付近付近付近付近から上のから上のから上のから上のちちちちょょょょうどうどうどうど峠峠峠峠というのか、ずっと上というのか、ずっと上というのか、ずっと上というのか、ずっと上

りりりり切切切切ったところ、ったところ、ったところ、ったところ、西へ西へ西へ西へ上がっていって上がっていって上がっていって上がっていって六条交六条交六条交六条交差差差差点の中間で山点の中間で山点の中間で山点の中間で山形形形形になったになったになったになった坂坂坂坂道道道道を越えたとこを越えたとこを越えたとこを越えたとこ

ろぐらいが一ろぐらいが一ろぐらいが一ろぐらいが一番番番番狭隘狭隘狭隘狭隘でございますので、今までからでございますので、今までからでございますので、今までからでございますので、今までから自転自転自転自転車車車車とととと歩歩歩歩行者とか、あるいは行者とか、あるいは行者とか、あるいは行者とか、あるいは車車車車と人と人と人と人

との事との事との事との事故故故故がががが随分随分随分随分あるようです。なお、さらに今後もこういったものがあるようです。なお、さらに今後もこういったものがあるようです。なお、さらに今後もこういったものがあるようです。なお、さらに今後もこういったものが未未未未整備なまま平成２整備なまま平成２整備なまま平成２整備なまま平成２

８年までにできなかったら、大変なことになると思います。その辺あわせてお聞かせくだ８年までにできなかったら、大変なことになると思います。その辺あわせてお聞かせくだ８年までにできなかったら、大変なことになると思います。その辺あわせてお聞かせくだ８年までにできなかったら、大変なことになると思います。その辺あわせてお聞かせくだ
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さい。さい。さい。さい。

○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 まず、病理研究棟のお話がございました。病理まず、病理研究棟のお話がございました。病理まず、病理研究棟のお話がございました。病理まず、病理研究棟のお話がございました。病理診断診断診断診断は、がんのは、がんのは、がんのは、がんの診断診断診断診断

にはにはにはには欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない手技手技手技手技だと思っておりますので、こうしただと思っておりますので、こうしただと思っておりますので、こうしただと思っておりますので、こうした機機機機能能能能をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり持持持持つということはつということはつということはつということは

当当当当然然然然求求求求められることとめられることとめられることとめられることと考考考考えております。それをえております。それをえております。それをえております。それを臨臨臨臨床研究としてどこまでやっていくのかと床研究としてどこまでやっていくのかと床研究としてどこまでやっていくのかと床研究としてどこまでやっていくのかと

いうあたりについては、今後しっかりというあたりについては、今後しっかりというあたりについては、今後しっかりというあたりについては、今後しっかりと考考考考えていきたいと思っております。当えていきたいと思っております。当えていきたいと思っております。当えていきたいと思っております。当然然然然ここここちちちちらでらでらでらで

働いている医師の働いている医師の働いている医師の働いている医師の教育教育教育教育や研や研や研や研修修修修については、しっかりとできるようなについては、しっかりとできるようなについては、しっかりとできるようなについては、しっかりとできるような体制体制体制体制を整えていきたいを整えていきたいを整えていきたいを整えていきたい

ととと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。

次に、救命救急のお尋ねがございました。次に、救命救急のお尋ねがございました。次に、救命救急のお尋ねがございました。次に、救命救急のお尋ねがございました。先先先先ほどほどほどほど申申申申し上し上し上し上げげげげましたように、例えば重篤なましたように、例えば重篤なましたように、例えば重篤なましたように、例えば重篤な

心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞ですとかですとかですとかですとか脳卒脳卒脳卒脳卒中については、救命救急中については、救命救急中については、救命救急中については、救命救急センターセンターセンターセンターをををを持持持持っておりますので、これをしっておりますので、これをしっておりますので、これをしっておりますので、これをし

っかりっかりっかりっかり受受受受けるというのはこけるというのはこけるというのはこけるというのはこちちちちらの病院のらの病院のらの病院のらの病院の使使使使命、現在も命、現在も命、現在も命、現在も使使使使命であるし、これからも命であるし、これからも命であるし、これからも命であるし、これからも使使使使命であ命であ命であ命であ

るとるとるとると考考考考えております。当えております。当えております。当えております。当然周然周然周然周りの医療りの医療りの医療りの医療機機機機関との関との関との関との連携連携連携連携というのも大事にしながらというのも大事にしながらというのも大事にしながらというのも大事にしながら進進進進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とがあるとがあるとがある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、県立医科大学のそれから、県立医科大学のそれから、県立医科大学のそれから、県立医科大学の評価評価評価評価ということでございますけれども、平成１ということでございますけれども、平成１ということでございますけれども、平成１ということでございますけれども、平成１９９９９年に独立行年に独立行年に独立行年に独立行

政法人化ということで政法人化ということで政法人化ということで政法人化ということで随分頑張随分頑張随分頑張随分頑張っていただいて、一定の成果は出していただいているのでっていただいて、一定の成果は出していただいているのでっていただいて、一定の成果は出していただいているのでっていただいて、一定の成果は出していただいているので

はないかと思っております。いろいろとその中ではないかと思っております。いろいろとその中ではないかと思っております。いろいろとその中ではないかと思っております。いろいろとその中で課題課題課題課題等等等等もございます。それらにつきましもございます。それらにつきましもございます。それらにつきましもございます。それらにつきまし

ては、このたび第２ては、このたび第２ては、このたび第２ては、このたび第２期期期期の中の中の中の中期期期期目目目目標標標標ということで、県で県立医科大学ともお話をさせていたということで、県で県立医科大学ともお話をさせていたということで、県で県立医科大学ともお話をさせていたということで、県で県立医科大学ともお話をさせていた

だきながら中だきながら中だきながら中だきながら中期期期期目目目目標標標標をつくり、また、それををつくり、また、それををつくり、また、それををつくり、また、それを踏踏踏踏まえた中まえた中まえた中まえた中期期期期計計計計画画画画というものを県立医科大学というものを県立医科大学というものを県立医科大学というものを県立医科大学

の方でもつくっていただいているということであります。それらの成果によってはの方でもつくっていただいているということであります。それらの成果によってはの方でもつくっていただいているということであります。それらの成果によってはの方でもつくっていただいているということであります。それらの成果によっては必要必要必要必要なななな

支援支援支援支援を県でもしていきたいとを県でもしていきたいとを県でもしていきたいとを県でもしていきたいと考考考考えておりますので、これからもしっかりと県立医科大学とえておりますので、これからもしっかりと県立医科大学とえておりますので、これからもしっかりと県立医科大学とえておりますので、これからもしっかりと県立医科大学と

連携連携連携連携をとりながら、県民のをとりながら、県民のをとりながら、県民のをとりながら、県民の皆皆皆皆様様様様がいい医療をがいい医療をがいい医療をがいい医療を受受受受けられるようにけられるようにけられるようにけられるように頑張頑張頑張頑張っていきたいと思ってっていきたいと思ってっていきたいと思ってっていきたいと思って

おります。おります。おります。おります。

それから、それから、それから、それから、粒子線粒子線粒子線粒子線治療のお話であります。治療のお話であります。治療のお話であります。治療のお話であります。確確確確かにかにかにかに粒子線粒子線粒子線粒子線治療につきましては、一定のが治療につきましては、一定のが治療につきましては、一定のが治療につきましては、一定のが

んの患者さんにとってはんの患者さんにとってはんの患者さんにとってはんの患者さんにとっては非常非常非常非常にににに有有有有効効効効な治療法であると聞いております。ただ、いろいろとな治療法であると聞いております。ただ、いろいろとな治療法であると聞いております。ただ、いろいろとな治療法であると聞いております。ただ、いろいろと

課題課題課題課題もあるかと思っております。すもあるかと思っております。すもあるかと思っております。すもあるかと思っております。すべべべべてがてがてがてが保保保保険険険険のののの対対対対象象象象になっているということでもございになっているということでもございになっているということでもございになっているということでもござい

ませんし、まずはしっかりとがんの治療として、ませんし、まずはしっかりとがんの治療として、ませんし、まずはしっかりとがんの治療として、ませんし、まずはしっかりとがんの治療として、手術的手術的手術的手術的療法、それから化学療法、療法、それから化学療法、療法、それから化学療法、療法、それから化学療法、標準標準標準標準的的的的

なななな放射放射放射放射線線線線治療という、この３つのがんに治療という、この３つのがんに治療という、この３つのがんに治療という、この３つのがんに対対対対する治療というものをしっかりとこなしていく、する治療というものをしっかりとこなしていく、する治療というものをしっかりとこなしていく、する治療というものをしっかりとこなしていく、

そしてがんの治療は、県内でしっかりとそしてがんの治療は、県内でしっかりとそしてがんの治療は、県内でしっかりとそしてがんの治療は、県内でしっかりと完結完結完結完結できるようなできるようなできるようなできるような環境環境環境環境を目を目を目を目指指指指していく、こういっしていく、こういっしていく、こういっしていく、こういっ

たことがまずたことがまずたことがまずたことがまず必要必要必要必要なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないか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。以以以以上であります。上であります。上であります。上であります。

○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 今までもやってきたとおりでございますけれども、奈良今までもやってきたとおりでございますけれども、奈良今までもやってきたとおりでございますけれども、奈良今までもやってきたとおりでございますけれども、奈良市市市市

とともに地とともに地とともに地とともに地元自元自元自元自治会あるいは治会あるいは治会あるいは治会あるいは水水水水利利利利組合組合組合組合等等等等とととと十十十十分分分分に協議しながらに協議しながらに協議しながらに協議しながら進進進進めていこうというのは、めていこうというのは、めていこうというのは、めていこうというのは、
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従従従従前どおりの前どおりの前どおりの前どおりの考考考考えでございます。委員ごえでございます。委員ごえでございます。委員ごえでございます。委員ご指摘指摘指摘指摘の整備の整備の整備の整備ススススケジュケジュケジュケジュールールールールまでは、今はまだそこままでは、今はまだそこままでは、今はまだそこままでは、今はまだそこま

でできておりませんが、当でできておりませんが、当でできておりませんが、当でできておりませんが、当然然然然病院の病院の病院の病院の開開開開設設設設時期時期時期時期はははは決決決決まっておりますので、それにまっておりますので、それにまっておりますので、それにまっておりますので、それに向向向向けてできけてできけてできけてでき

るるるるススススケジュケジュケジュケジュールールールールも今後も今後も今後も今後示示示示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。

それと、事それと、事それと、事それと、事故故故故について委員も言われておりましたが、特にについて委員も言われておりましたが、特にについて委員も言われておりましたが、特にについて委員も言われておりましたが、特に先先先先ほどの話でございますと、ほどの話でございますと、ほどの話でございますと、ほどの話でございますと、

峠峠峠峠のののの少少少少しししし狭狭狭狭いところでいところでいところでいところで昨昨昨昨年も事年も事年も事年も事故故故故等等等等発発発発生生生生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情情情情報報報報をををを我我我我 々々々々も聞いております。地も聞いております。地も聞いております。地も聞いております。地

元元元元の方からも聞いておりますので、そういう特に事の方からも聞いておりますので、そういう特に事の方からも聞いておりますので、そういう特に事の方からも聞いておりますので、そういう特に事故故故故等等等等発発発発生生生生してしてしてして危危危危険険険険なところは、一なところは、一なところは、一なところは、一番先番先番先番先

にでもかかっていこうとにでもかかっていこうとにでもかかっていこうとにでもかかっていこうと考考考考えて地えて地えて地えて地元元元元と調整しているところでございます。と調整しているところでございます。と調整しているところでございます。と調整しているところでございます。以以以以上です。上です。上です。上です。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 今、今、今、今、粒子線粒子線粒子線粒子線治療についていろいろと医療政策部長からお治療についていろいろと医療政策部長からお治療についていろいろと医療政策部長からお治療についていろいろと医療政策部長からお述述述述べべべべをいただきましをいただきましをいただきましをいただきまし

た。がん医療に特化した病院をた。がん医療に特化した病院をた。がん医療に特化した病院をた。がん医療に特化した病院を建建建建設していくということですから、当設していくということですから、当設していくということですから、当設していくということですから、当然然然然、、、、先端的先端的先端的先端的なものがなものがなものがなものが

あるあるあるあるべべべべしと思っています。なしと思っています。なしと思っています。なしと思っています。なぜぜぜぜならならならなら周周周周辺整備を含めて５００辺整備を含めて５００辺整備を含めて５００辺整備を含めて５００億円億円億円億円もももも投投投投下下下下をして、いずれはをして、いずれはをして、いずれはをして、いずれは

県民に県民に県民に県民に負負負負担を担を担を担を強強強強いられるという中で、やはり最いられるという中で、やはり最いられるという中で、やはり最いられるという中で、やはり最善善善善のものをつくっていくことが一のものをつくっていくことが一のものをつくっていくことが一のものをつくっていくことが一番番番番大大大大切切切切なななな

ことではないか。現に大ことではないか。現に大ことではないか。現に大ことではないか。現に大阪府阪府阪府阪府立成人病立成人病立成人病立成人病センターセンターセンターセンターも森之も森之も森之も森之宮宮宮宮にににに建建建建設をされてもう４０年設をされてもう４０年設をされてもう４０年設をされてもう４０年余余余余りにりにりにりに

なります。そういった中で、今度は大なります。そういった中で、今度は大なります。そういった中で、今度は大なります。そういった中で、今度は大手手手手前の大前の大前の大前の大阪府阪府阪府阪府庁庁庁庁のののの南側南側南側南側にににに建建建建てかえ整備が今、正てかえ整備が今、正てかえ整備が今、正てかえ整備が今、正式式式式にににに

決決決決まったわけですが、これは特にそういった思いの中でまったわけですが、これは特にそういった思いの中でまったわけですが、これは特にそういった思いの中でまったわけですが、これは特にそういった思いの中で先端的先端的先端的先端的な施設も入れるというお話な施設も入れるというお話な施設も入れるというお話な施設も入れるというお話

も聞いています。も聞いています。も聞いています。も聞いています。

そんな中で、今、そんな中で、今、そんな中で、今、そんな中で、今、全全全全国から本当にがん医療に特化した高度医療拠点病院だといって国から本当にがん医療に特化した高度医療拠点病院だといって国から本当にがん医療に特化した高度医療拠点病院だといって国から本当にがん医療に特化した高度医療拠点病院だといって来来来来てててて

もらえるような、そんな病院のもらえるような、そんな病院のもらえるような、そんな病院のもらえるような、そんな病院の経営経営経営経営をしてください。今、あなたたをしてください。今、あなたたをしてください。今、あなたたをしてください。今、あなたたちちちちの中でもそのの中でもそのの中でもそのの中でもその時期時期時期時期にににに

もうやめていく方もあるのではないですか、もっともっともうやめていく方もあるのではないですか、もっともっともうやめていく方もあるのではないですか、もっともっともうやめていく方もあるのではないですか、もっともっと真剣真剣真剣真剣にににに考考考考えてえてえてえて取取取取り組んでくださり組んでくださり組んでくださり組んでくださ

い。い。い。い。僕僕僕僕は、知事がどのようには、知事がどのようには、知事がどのようには、知事がどのように考考考考えておられるのか知らないけれども、県立医科大学の学長えておられるのか知らないけれども、県立医科大学の学長えておられるのか知らないけれども、県立医科大学の学長えておられるのか知らないけれども、県立医科大学の学長

はじめ医はじめ医はじめ医はじめ医局局局局の人たの人たの人たの人たちちちちををををみみみみんなんなんなんな無視無視無視無視したようなしたようなしたようなしたような物物物物のののの考考考考え方ではないのですか。県議会議員でえ方ではないのですか。県議会議員でえ方ではないのですか。県議会議員でえ方ではないのですか。県議会議員で

も何人かいます。県の医療政策部が言っていることと、実も何人かいます。県の医療政策部が言っていることと、実も何人かいます。県の医療政策部が言っていることと、実も何人かいます。県の医療政策部が言っていることと、実際際際際にににに教授教授教授教授や、いろんな方や、いろんな方や、いろんな方や、いろんな方 々々々々からからからから

聞いている話とは聞いている話とは聞いている話とは聞いている話とは随分随分随分随分違違違違いますねと、こう言われています。いずれそんな方いますねと、こう言われています。いずれそんな方いますねと、こう言われています。いずれそんな方いますねと、こう言われています。いずれそんな方 々々々々も私と同も私と同も私と同も私と同様様様様

にそんな話がされるものだと思っています。にそんな話がされるものだと思っています。にそんな話がされるものだと思っています。にそんな話がされるものだと思っています。鳴鳴鳴鳴りりりり物物物物入りで高度医療拠点病院をつくろうと入りで高度医療拠点病院をつくろうと入りで高度医療拠点病院をつくろうと入りで高度医療拠点病院をつくろうと

いう思いで知事をいう思いで知事をいう思いで知事をいう思いで知事を先先先先頭頭頭頭にににに進進進進めてこられたけれども、めてこられたけれども、めてこられたけれども、めてこられたけれども、結結結結果として果として果として果として厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働省省省省では、あの当では、あの当では、あの当では、あの当時時時時、、、、

１１１１カカカカ所３０所３０所３０所３０億円億円億円億円のののの補補補補助金助金助金助金ということになっていなかったのではないのですか、最ということになっていなかったのではないのですか、最ということになっていなかったのではないのですか、最ということになっていなかったのではないのですか、最初初初初。今こ。今こ。今こ。今こ

れ１５れ１５れ１５れ１５億円億円億円億円が上が上が上が上限限限限とかとかとかとか書書書書いているではないですか、このこともあわせてお答えをください。いているではないですか、このこともあわせてお答えをください。いているではないですか、このこともあわせてお答えをください。いているではないですか、このこともあわせてお答えをください。

（（（（「「「「最最最最初初初初２５２５２５２５億円」億円」億円」億円」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 それはまた内それはまた内それはまた内それはまた内容容容容がががが違違違違うんですかね、うんですかね、うんですかね、うんですかね、ちちちちょょょょっと加えて、っと加えて、っと加えて、っと加えて、僕僕僕僕が間が間が間が間違違違違っているかもっているかもっているかもっているかも

わからないから。わからないから。わからないから。わからないから。

○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 今、地今、地今、地今、地域域域域医療再医療再医療再医療再生生生生基金基金基金基金のことでお尋ねがあったということでごのことでお尋ねがあったということでごのことでお尋ねがあったということでごのことでお尋ねがあったということでご
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ざいますけれどもざいますけれどもざいますけれどもざいますけれども……………………。。。。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 ここは２５ここは２５ここは２５ここは２５億円億円億円億円か。か。か。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 北和地北和地北和地北和地域域域域、中、中、中、中南南南南和地和地和地和地域域域域の高度医療拠点病院に関係しましては、の高度医療拠点病院に関係しましては、の高度医療拠点病院に関係しましては、の高度医療拠点病院に関係しましては、

２５２５２５２５億円億円億円億円が２が２が２が２カカカカ所で５０所で５０所で５０所で５０億円億円億円億円ということでございます。今ということでございます。今ということでございます。今ということでございます。今回回回回の１５の１５の１５の１５億円億円億円億円というのは、というのは、というのは、というのは、計計計計画画画画

策定策定策定策定時以時以時以時以降降降降にににに生生生生じた状況変化にじた状況変化にじた状況変化にじた状況変化に対応対応対応対応するためのするためのするためのするための不不不不足足足足分分分分のののの拡拡拡拡充充充充でございますので、でございますので、でございますので、でございますので、少少少少しししし性格性格性格性格

がががが違違違違うものでございます。うものでございます。うものでございます。うものでございます。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○荻田委員○荻田委員○荻田委員○荻田委員 わかりました。わかりました。わかりました。わかりました。

いろいろといろいろといろいろといろいろと申申申申し上し上し上し上げげげげましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、ましたけれども、要要要要は、県民のは、県民のは、県民のは、県民の血税血税血税血税をををを使使使使って、なおかつ新しく５０って、なおかつ新しく５０って、なおかつ新しく５０って、なおかつ新しく５０

００００億円億円億円億円ものものものもの投資投資投資投資をしていこうという事をしていこうという事をしていこうという事をしていこうという事業業業業ですから、本当に日本ですから、本当に日本ですから、本当に日本ですから、本当に日本各各各各地からがん治療にお越し地からがん治療にお越し地からがん治療にお越し地からがん治療にお越し

いただくというぐらいに、いただくというぐらいに、いただくというぐらいに、いただくというぐらいに、有有有有名な名な名な名な先生先生先生先生をそろえてください。知事がそこまでおっしをそろえてください。知事がそこまでおっしをそろえてください。知事がそこまでおっしをそろえてください。知事がそこまでおっしゃゃゃゃるのるのるのるの

だったら、もうそれが一だったら、もうそれが一だったら、もうそれが一だったら、もうそれが一番番番番大事だと思います。だから一大事だと思います。だから一大事だと思います。だから一大事だと思います。だから一番番番番苦苦苦苦言を言を言を言を呈呈呈呈しておきたいけれども、しておきたいけれども、しておきたいけれども、しておきたいけれども、

もっと県立医科大学の学長もっと県立医科大学の学長もっと県立医科大学の学長もっと県立医科大学の学長先生先生先生先生や医や医や医や医局局局局のののの教授教授教授教授会をも会をも会をも会をも巻巻巻巻きききき込込込込んで、医療んで、医療んで、医療んで、医療体制体制体制体制を今後どうしてを今後どうしてを今後どうしてを今後どうして

いくのかということをきっいくのかということをきっいくのかということをきっいくのかということをきっちちちちりと話をするりと話をするりと話をするりと話をするべべべべきではないか、榊参与だけここのきではないか、榊参与だけここのきではないか、榊参与だけここのきではないか、榊参与だけここの場場場場所に入れ所に入れ所に入れ所に入れ

て、何でも上て、何でも上て、何でも上て、何でも上意意意意下達下達下達下達でおろしていけばそれでいいというでおろしていけばそれでいいというでおろしていけばそれでいいというでおろしていけばそれでいいという意意意意向向向向は間は間は間は間違違違違っていると思います。っていると思います。っていると思います。っていると思います。

苦苦苦苦言を言を言を言を呈呈呈呈して、して、して、して、終終終終わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。わりたいと思います。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 では、２点質では、２点質では、２点質では、２点質問問問問したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。

新県立奈良病院のお話もございますが、もともと新県立奈良病院のお話もございますが、もともと新県立奈良病院のお話もございますが、もともと新県立奈良病院のお話もございますが、もともと断断断断らない病院を目らない病院を目らない病院を目らない病院を目指指指指すということですということですということですということで取取取取

り組んでいただいております。り組んでいただいております。り組んでいただいております。り組んでいただいております。先般先般先般先般、奈良、奈良、奈良、奈良市市市市内を内を内を内を回回回回っておりますと、やはり救急のっておりますと、やはり救急のっておりますと、やはり救急のっておりますと、やはり救急の問問問問題題題題とととと

いうのはいうのはいうのはいうのは非常非常非常非常に大きなに大きなに大きなに大きな問問問問題題題題だということで、いろんなお話を聞かせていただきました。そだということで、いろんなお話を聞かせていただきました。そだということで、いろんなお話を聞かせていただきました。そだということで、いろんなお話を聞かせていただきました。そ

の中には、やはり救急の中には、やはり救急の中には、やはり救急の中には、やはり救急車車車車がなかなかがなかなかがなかなかがなかなか動動動動いてくれないという状況でございまして、よく聞いいてくれないという状況でございまして、よく聞いいてくれないという状況でございまして、よく聞いいてくれないという状況でございまして、よく聞い

ててててみみみみると、それは大変重篤な患者さん、いわると、それは大変重篤な患者さん、いわると、それは大変重篤な患者さん、いわると、それは大変重篤な患者さん、いわゆゆゆゆるるるる三三三三次の高度病院を次の高度病院を次の高度病院を次の高度病院を利用利用利用利用されるまでもないされるまでもないされるまでもないされるまでもない

救急患者さんだったのかとは思いますけれども、民間の病院をずっと救急患者さんだったのかとは思いますけれども、民間の病院をずっと救急患者さんだったのかとは思いますけれども、民間の病院をずっと救急患者さんだったのかとは思いますけれども、民間の病院をずっと探探探探されたようですが、されたようですが、されたようですが、されたようですが、

なかなかなかなかなかなかなかなか受受受受け入れけ入れけ入れけ入れ先先先先がががが見見見見つからなかったというお話を聞いてまいりました。つからなかったというお話を聞いてまいりました。つからなかったというお話を聞いてまいりました。つからなかったというお話を聞いてまいりました。

そんな中で、新年度からそんな中で、新年度からそんな中で、新年度からそんな中で、新年度から消防消防消防消防と、それから病院との間でと、それから病院との間でと、それから病院との間でと、それから病院との間でＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴ、いわ、いわ、いわ、いわゆゆゆゆる、る、る、る、ｅ－ＭＡＴｅ－ＭＡＴｅ－ＭＡＴｅ－ＭＡＴ

ＣＨＣＨＣＨＣＨ事事事事業業業業というものをというものをというものをというものを進進進進めていただいております。もうめていただいております。もうめていただいております。もうめていただいております。もう機機機機関も関も関も関も少少少少しししし動動動動き出しているかと思き出しているかと思き出しているかと思き出しているかと思

いますが、病院いますが、病院いますが、病院いますが、病院等等等等のののの受受受受け入れ状況について、何か変わったものがあれば、け入れ状況について、何か変わったものがあれば、け入れ状況について、何か変わったものがあれば、け入れ状況について、何か変わったものがあれば、教教教教えていただきえていただきえていただきえていただき

たいと思います。たいと思います。たいと思います。たいと思います。

もう１点は、もう１点は、もう１点は、もう１点は、六条六条六条六条地地地地域域域域をををを少少少少しししし歩歩歩歩いていていていてみみみみますと、ますと、ますと、ますと、ちちちちょょょょうど国立病院うど国立病院うど国立病院うど国立病院機機機機構奈良医療構奈良医療構奈良医療構奈良医療センターセンターセンターセンター

が今が今が今が今工工工工事をされております。大変大きな事をされております。大変大きな事をされております。大変大きな事をされております。大変大きな工工工工事と事と事と事と周周周周りからりからりからりから見見見見ていてもていてもていてもていても推推推推測測測測できるのですけれできるのですけれできるのですけれできるのですけれ

ども、ども、ども、ども、住住住住民の方がおっし民の方がおっし民の方がおっし民の方がおっしゃゃゃゃるのは、るのは、るのは、るのは、工工工工事事事事車車車車両両両両がががが非常非常非常非常によくによくによくによく走走走走るということで、これにあわるということで、これにあわるということで、これにあわるということで、これにあわ
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せて新県立奈良病院、今後、もせて新県立奈良病院、今後、もせて新県立奈良病院、今後、もせて新県立奈良病院、今後、もちちちちろんろんろんろん進進進進入入入入路路路路からからからから工工工工事をされると聞いておりますけれども、事をされると聞いておりますけれども、事をされると聞いておりますけれども、事をされると聞いておりますけれども、

そういったあの地そういったあの地そういったあの地そういったあの地域域域域での大きなでの大きなでの大きなでの大きな工工工工事も含めて、まず国立病院事も含めて、まず国立病院事も含めて、まず国立病院事も含めて、まず国立病院機機機機構奈良医療構奈良医療構奈良医療構奈良医療センターセンターセンターセンターとのとのとのとの工工工工

事の事の事の事の絡絡絡絡みみみみ、その辺の、その辺の、その辺の、その辺の情情情情報報報報のののの共共共共有有有有、また、、また、、また、、また、住住住住民の方民の方民の方民の方へへへへのごのごのごのご不安不安不安不安がないような、そういったおがないような、そういったおがないような、そういったおがないような、そういったお

考考考考えのもとでえのもとでえのもとでえのもとで進進進進めていっていただけるのかどうかをめていっていただけるのかどうかをめていっていただけるのかどうかをめていっていただけるのかどうかを確確確確認認認認したいと思います。したいと思います。したいと思います。したいと思います。済済済済みみみみません。ません。ません。ません。

○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長○村戸消防救急課長 消防消防消防消防の方で、今、救急と病院の方で、今、救急と病院の方で、今、救急と病院の方で、今、救急と病院側側側側でででで進進進進めておりますめておりますめておりますめておりますｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨ事事事事

業業業業についてのご質についてのご質についてのご質についてのご質問問問問にお答えします。にお答えします。にお答えします。にお答えします。

平成２３年１月３１日より本県におきましては救急平成２３年１月３１日より本県におきましては救急平成２３年１月３１日より本県におきましては救急平成２３年１月３１日より本県におきましては救急搬送搬送搬送搬送ルールルールルールルールを策定いたしまして、を策定いたしまして、を策定いたしまして、を策定いたしまして、搬搬搬搬

送送送送業業業業務務務務のののの効効効効率率率率化を目化を目化を目化を目指指指指しております。その中で、しております。その中で、しております。その中で、しております。その中で、昨昨昨昨年３月には救急医療年３月には救急医療年３月には救急医療年３月には救急医療管管管管制制制制シシシシスススステムテムテムテム、こ、こ、こ、こ

れをれをれをれをｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨとととと呼呼呼呼んでおりますが、これを組んでおりますが、これを組んでおりますが、これを組んでおりますが、これを組み込みみ込みみ込みみ込みましたましたましたました携携携携帯情帯情帯情帯情報端報端報端報端末末末末をををを消防消防消防消防本部本部本部本部

全全全全救急救急救急救急車車車車両両両両にににに導導導導入いたしまして、救急入いたしまして、救急入いたしまして、救急入いたしまして、救急隊隊隊隊が患者をが患者をが患者をが患者を搬送搬送搬送搬送した内した内した内した内容容容容をををを情情情情報報報報入入入入力力力力すると、すると、すると、すると、症症症症状に状に状に状に

適適適適した病院がした病院がした病院がした病院が受受受受け入れの数とともに現け入れの数とともに現け入れの数とともに現け入れの数とともに現場場場場からからからから近近近近い順に一い順に一い順に一い順に一覧覧覧覧表表表表示示示示されるといったことで、救されるといったことで、救されるといったことで、救されるといったことで、救

急急急急搬送搬送搬送搬送のののの迅速迅速迅速迅速化に化に化に化に取取取取り組んでまいりました。そして、ことし３月には、病院のり組んでまいりました。そして、ことし３月には、病院のり組んでまいりました。そして、ことし３月には、病院のり組んでまいりました。そして、ことし３月には、病院の受受受受け入れけ入れけ入れけ入れ可可可可

否否否否のののの情情情情報報報報ををををリリリリアルタアルタアルタアルタイムイムイムイムにににに表表表表示示示示していただこうということで、病院していただこうということで、病院していただこうということで、病院していただこうということで、病院側側側側におきましても、におきましても、におきましても、におきましても、携携携携

帯情帯情帯情帯情報端報端報端報端末末末末を５を５を５を５９９９９病院と３救急救命病院と３救急救命病院と３救急救命病院と３救急救命センターセンターセンターセンターにににに導導導導入いたしまして、この４月１日より順次入いたしまして、この４月１日より順次入いたしまして、この４月１日より順次入いたしまして、この４月１日より順次

運用運用運用運用を行っております。を行っております。を行っております。を行っております。

この病院からのこの病院からのこの病院からのこの病院からのリリリリアルタアルタアルタアルタイムイムイムイムでででで受受受受け入れけ入れけ入れけ入れ可否可否可否可否のののの情情情情報報報報を提を提を提を提供供供供していただくためには、病院していただくためには、病院していただくためには、病院していただくためには、病院

側側側側で状況にで状況にで状況にで状況に応応応応じて、今、じて、今、じて、今、じて、今、受受受受け入れけ入れけ入れけ入れ可能可能可能可能かどうかといったことをかどうかといったことをかどうかといったことをかどうかといったことを携携携携帯情帯情帯情帯情報端報端報端報端末末末末でででで操作操作操作操作していしていしていしてい

ただくただくただくただく必要必要必要必要があります。それで、４月からがあります。それで、４月からがあります。それで、４月からがあります。それで、４月から運用運用運用運用をををを始始始始めておりますが、めておりますが、めておりますが、めておりますが、携携携携帯帯帯帯端端端端末末末末のののの操作操作操作操作になになになにな

れていなかったり、まだそのれていなかったり、まだそのれていなかったり、まだそのれていなかったり、まだその都都都都度度度度操作操作操作操作するするするする体制体制体制体制がががが十十十十分分分分整っていないというところもござい整っていないというところもござい整っていないというところもござい整っていないというところもござい

ますので、そういったところにもますので、そういったところにもますので、そういったところにもますので、そういったところにも十十十十分分分分熟熟熟熟知していただき知していただき知していただき知していただき体制体制体制体制を整えていただくように、１を整えていただくように、１を整えていただくように、１を整えていただくように、１

２月をめどにいたしまして２月をめどにいたしまして２月をめどにいたしまして２月をめどにいたしまして各各各各病院の方に、病院の方に、病院の方に、病院の方に、助助助助言や言や言や言や運用運用運用運用のののの改改改改善善善善にににに取取取取り組んでいこうとり組んでいこうとり組んでいこうとり組んでいこうと考考考考えてえてえてえて

おります。そのことによって、よりおります。そのことによって、よりおります。そのことによって、よりおります。そのことによって、より搬送搬送搬送搬送時時時時間の間の間の間の短縮短縮短縮短縮や重や重や重や重症症症症患者の患者の患者の患者の照照照照会会会会回回回回数の数の数の数の減減減減少少少少につながにつながにつながにつなが

るようにるようにるようにるように努努努努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。

また、委員から何かまた、委員から何かまた、委員から何かまた、委員から何か受受受受け入れに関して変わったことがあればということなのですが、４け入れに関して変わったことがあればということなのですが、４け入れに関して変わったことがあればということなのですが、４け入れに関して変わったことがあればということなのですが、４

月に月に月に月に導導導導入したばかりで、今はまだならし入したばかりで、今はまだならし入したばかりで、今はまだならし入したばかりで、今はまだならし運転運転運転運転の病院の病院の病院の病院等等等等もございますので、そういったとこもございますので、そういったとこもございますので、そういったとこもございますので、そういったとこ

ろの病院にろの病院にろの病院にろの病院に十十十十分分分分なななな操作操作操作操作ができるように、ができるように、ができるように、ができるように、体制体制体制体制ができるようなができるようなができるようなができるような取取取取り組り組り組り組みみみみ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。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○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 新しい病院新しい病院新しい病院新しい病院へへへへのののの工工工工事事事事車車車車両両両両のののの通通通通行でございますけれども、行でございますけれども、行でございますけれども、行でございますけれども、西西西西側側側側

のののの富富富富雄川雄川雄川雄川沿沿沿沿いからいからいからいから工工工工事事事事用進用進用進用進入入入入路路路路をつくりまして、そこからのをつくりまして、そこからのをつくりまして、そこからのをつくりまして、そこからのみみみみ入ります。そのことにつき入ります。そのことにつき入ります。そのことにつき入ります。そのことにつき

ましては、今もましては、今もましては、今もましては、今も機機機機会あるごとに会あるごとに会あるごとに会あるごとに自自自自治会の治会の治会の治会の役役役役員さん方にご説明させていただいておりますし、員さん方にご説明させていただいておりますし、員さん方にご説明させていただいておりますし、員さん方にご説明させていただいておりますし、
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この６月２２日にこの６月２２日にこの６月２２日にこの６月２２日に校区校区校区校区のののの皆皆皆皆様様様様方に説明会をさせていただいて、その辺のところをよくご理方に説明会をさせていただいて、その辺のところをよくご理方に説明会をさせていただいて、その辺のところをよくご理方に説明会をさせていただいて、その辺のところをよくご理

解解解解いただこうと思っております。いただこうと思っております。いただこうと思っております。いただこうと思っております。以以以以上です。上です。上です。上です。

○大国委員○大国委員○大国委員○大国委員 ｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨｅ－ＭＡＴＣＨ事事事事業業業業につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、始始始始まったばかりということでこまったばかりということでこまったばかりということでこまったばかりということでこちちちちらもらもらもらも

よくよくよくよく承承承承知はいたしておりますけれども、せっかく知はいたしておりますけれども、せっかく知はいたしておりますけれども、せっかく知はいたしておりますけれども、せっかく導導導導入したわけでございますので、入したわけでございますので、入したわけでございますので、入したわけでございますので、先般先般先般先般、、、、

視察視察視察視察をさせていただいた県立医科大学附属病院の方でも、をさせていただいた県立医科大学附属病院の方でも、をさせていただいた県立医科大学附属病院の方でも、をさせていただいた県立医科大学附属病院の方でも、非常非常非常非常にににに熱熱熱熱心心心心にににに先生先生先生先生方に方に方に方に取取取取り組んり組んり組んり組ん

でいただいておりまして、そういったでいただいておりまして、そういったでいただいておりまして、そういったでいただいておりまして、そういった輪輪輪輪がしっかりとがしっかりとがしっかりとがしっかりと広広広広がるように県もおがるように県もおがるように県もおがるように県もお力添力添力添力添えをいただえをいただえをいただえをいただ

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

また、そのときにおっしまた、そのときにおっしまた、そのときにおっしまた、そのときにおっしゃゃゃゃっていた、例えばっていた、例えばっていた、例えばっていた、例えばｉＰａｄｉＰａｄｉＰａｄｉＰａｄ自体自体自体自体がががが少少少少し大きし大きし大きし大き過ぎ過ぎ過ぎ過ぎてなかなかてなかなかてなかなかてなかなか使使使使

いいいい勝勝勝勝手手手手がががが悪悪悪悪いというようなお話もありましたし、今、いというようなお話もありましたし、今、いというようなお話もありましたし、今、いというようなお話もありましたし、今、ｉＰａｄ ｍｉｎｉｉＰａｄ ｍｉｎｉｉＰａｄ ｍｉｎｉｉＰａｄ ｍｉｎｉというものもごというものもごというものもごというものもご

ざいますし、また、ざいますし、また、ざいますし、また、ざいますし、また、将将将将来来来来にわたってにわたってにわたってにわたって画画画画像像像像等等等等をををを送送送送ってってってって画画画画像像像像でドでドでドでドクタークタークタークターとととと直接直接直接直接救急救急救急救急車車車車とやりととやりととやりととやりと

りができるというような状況もりができるというような状況もりができるというような状況もりができるというような状況も将将将将来来来来はははは可能可能可能可能かと思っておりますので、かと思っておりますので、かと思っておりますので、かと思っておりますので、ぜひぜひぜひぜひともそういったともそういったともそういったともそういった

ものをものをものをものをフフフフルルルル活活活活用用用用して、せっかくそういったして、せっかくそういったして、せっかくそういったして、せっかくそういったタタタタブレブレブレブレッッッットトトトをををを乗乗乗乗せるわけでございますので、でせるわけでございますので、でせるわけでございますので、でせるわけでございますので、で

きるきるきるきる範囲範囲範囲範囲はもっとはもっとはもっとはもっと広広広広がると思いますので、そういったがると思いますので、そういったがると思いますので、そういったがると思いますので、そういったメリメリメリメリッッッットトトトをしっかりと提をしっかりと提をしっかりと提をしっかりと提供供供供していたしていたしていたしていた

だいて、ご理だいて、ご理だいて、ご理だいて、ご理解解解解をいただくように研究ををいただくように研究ををいただくように研究ををいただくように研究をぜひぜひぜひぜひともよろしくお願いしたいと思います。ともよろしくお願いしたいと思います。ともよろしくお願いしたいと思います。ともよろしくお願いしたいと思います。

それから、それから、それから、それから、工工工工事事事事車車車車両両両両のののの進進進進入入入入路路路路につきましては、につきましては、につきましては、につきましては、富富富富雄川雄川雄川雄川沿沿沿沿いからということで、それはいからということで、それはいからということで、それはいからということで、それは承承承承

知をいたしました。知をいたしました。知をいたしました。知をいたしました。

先先先先ほどほどほどほど申申申申し上し上し上し上げげげげましたように、これは県のましたように、これは県のましたように、これは県のましたように、これは県の問問問問題題題題ではないといえばないですけれども、国ではないといえばないですけれども、国ではないといえばないですけれども、国ではないといえばないですけれども、国

立病院立病院立病院立病院機機機機構奈良医療構奈良医療構奈良医療構奈良医療センターセンターセンターセンターのののの工工工工事事事事車車車車両両両両がもうがもうがもうがもう既既既既にににに走走走走っているという現状の中で、その中っているという現状の中で、その中っているという現状の中で、その中っているという現状の中で、その中

で新県立奈良病院ので新県立奈良病院ので新県立奈良病院ので新県立奈良病院の建建建建設もあるのだという、設もあるのだという、設もあるのだという、設もあるのだという、市市市市民の民の民の民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ると、ると、ると、ると、非常非常非常非常ににににイメイメイメイメーーーージジジジだだだだ

けでも、これはどうなるのかというごけでも、これはどうなるのかというごけでも、これはどうなるのかというごけでも、これはどうなるのかというご不安不安不安不安をおをおをおをお持ち持ち持ち持ちでございますので、それはそれなりにでございますので、それはそれなりにでございますので、それはそれなりにでございますので、それはそれなりに

丁寧丁寧丁寧丁寧にご説明をいただいた方がいいかと思っております。もにご説明をいただいた方がいいかと思っております。もにご説明をいただいた方がいいかと思っております。もにご説明をいただいた方がいいかと思っております。もちちちちろんさまざまなろんさまざまなろんさまざまなろんさまざまな懸念懸念懸念懸念をををを住住住住民民民民

の方もおの方もおの方もおの方もお持ち持ち持ち持ちでございますし、一方では、どんな病院ができるのだということででございますし、一方では、どんな病院ができるのだということででございますし、一方では、どんな病院ができるのだということででございますし、一方では、どんな病院ができるのだということで非常非常非常非常にににに心心心心

待ち待ち待ち待ちにされているにされているにされているにされている声声声声も聞いてまいりました。そういったも聞いてまいりました。そういったも聞いてまいりました。そういったも聞いてまいりました。そういった意味意味意味意味では、しっかりとまた予定どでは、しっかりとまた予定どでは、しっかりとまた予定どでは、しっかりとまた予定ど

おりおりおりおり開開開開院ができますように、院ができますように、院ができますように、院ができますように、皆皆皆皆様様様様のごのごのごのご努力努力努力努力ををををぜひぜひぜひぜひともともともとも住住住住民の民の民の民の皆皆皆皆さんと一さんと一さんと一さんと一緒緒緒緒につくる病院だにつくる病院だにつくる病院だにつくる病院だ

というというというという視視視視点を点を点を点を持持持持っていただいて、よろしくお願いしたいと思います。っていただいて、よろしくお願いしたいと思います。っていただいて、よろしくお願いしたいと思います。っていただいて、よろしくお願いしたいと思います。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 簡単簡単簡単簡単にご質にご質にご質にご質問問問問したいと思いますが、１点目は、したいと思いますが、１点目は、したいと思いますが、１点目は、したいと思いますが、１点目は、確確確確認認認認ですけれども、新しい県ですけれども、新しい県ですけれども、新しい県ですけれども、新しい県

立奈良病院の外立奈良病院の外立奈良病院の外立奈良病院の外来来来来についてですが、地についてですが、地についてですが、地についてですが、地域域域域のののの皆皆皆皆さんから、さんから、さんから、さんから、紹介紹介紹介紹介型型型型の病院になるということで、の病院になるということで、の病院になるということで、の病院になるということで、

紹介紹介紹介紹介状がなかったら状がなかったら状がなかったら状がなかったら診診診診てもらえないのではないかというてもらえないのではないかというてもらえないのではないかというてもらえないのではないかという心心心心配配配配のののの声声声声がががが非常非常非常非常にたくさん出ていにたくさん出ていにたくさん出ていにたくさん出てい

るということです。これは奈良るということです。これは奈良るということです。これは奈良るということです。これは奈良市市市市の方でもの方でもの方でもの方でも確確確確認認認認をしていただきましたら、聞くところによをしていただきましたら、聞くところによをしていただきましたら、聞くところによをしていただきましたら、聞くところによ

れば、現在の病院と何ら変わらないというお答えであるということですので、そのようにれば、現在の病院と何ら変わらないというお答えであるということですので、そのようにれば、現在の病院と何ら変わらないというお答えであるということですので、そのようにれば、現在の病院と何ら変わらないというお答えであるということですので、そのように
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私の方も説明していけばいいのかということで私の方も説明していけばいいのかということで私の方も説明していけばいいのかということで私の方も説明していけばいいのかということで確確確確認認認認しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。しておきたいと思います。

それからもう１点は、県立医科大学附属病院なのですけれども、患者さんの方からそれからもう１点は、県立医科大学附属病院なのですけれども、患者さんの方からそれからもう１点は、県立医科大学附属病院なのですけれども、患者さんの方からそれからもう１点は、県立医科大学附属病院なのですけれども、患者さんの方から駐車駐車駐車駐車

場場場場がががが非常非常非常非常にににに混雑混雑混雑混雑し、大変なし、大変なし、大変なし、大変な渋滞渋滞渋滞渋滞というか、行というか、行というか、行というか、行列列列列がががが続続続続いているということで、何とかなりまいているということで、何とかなりまいているということで、何とかなりまいているということで、何とかなりま

せんかということでお聞きしているのですけれども、このせんかということでお聞きしているのですけれども、このせんかということでお聞きしているのですけれども、このせんかということでお聞きしているのですけれども、この改改改改善善善善については、どのようなについては、どのようなについては、どのようなについては、どのような取取取取

り組り組り組り組みみみみで今後ので今後ので今後ので今後の計計計計画画画画はどのようになっているのか、おはどのようになっているのか、おはどのようになっているのか、おはどのようになっているのか、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。

○中川知事公室審議官県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当医療政策部次長医療管理課○中川知事公室審議官県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当医療政策部次長医療管理課○中川知事公室審議官県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当医療政策部次長医療管理課○中川知事公室審議官県立奈良病院跡地活用プロジェクト担当医療政策部次長医療管理課

長事務取扱長事務取扱長事務取扱長事務取扱 それでは、お答えをさせていただきたいと思います。それでは、お答えをさせていただきたいと思います。それでは、お答えをさせていただきたいと思います。それでは、お答えをさせていただきたいと思います。

１点目、新県立奈良病院の外１点目、新県立奈良病院の外１点目、新県立奈良病院の外１点目、新県立奈良病院の外来来来来診察診察診察診察ということでございますけれども、実はこの点につということでございますけれども、実はこの点につということでございますけれども、実はこの点につということでございますけれども、実はこの点につ

きましては、５月のきましては、５月のきましては、５月のきましては、５月の末末末末に、これはに、これはに、これはに、これは伏伏伏伏見見見見南南南南のののの自自自自治会さんと治会さんと治会さんと治会さんと少少少少しししし勉強勉強勉強勉強会をやったときにも、そ会をやったときにも、そ会をやったときにも、そ会をやったときにも、そ

ういううわさが出ているとういううわさが出ているとういううわさが出ているとういううわさが出ていると直接直接直接直接お聞かせをいただきました。これは、お聞かせをいただきました。これは、お聞かせをいただきました。これは、お聞かせをいただきました。これは、我我我我 々々々々もももも少少少少し説明し説明し説明し説明不不不不足足足足

であったのかということで、であったのかということで、であったのかということで、であったのかということで、肝肝肝肝にににに銘銘銘銘じてこれからじてこれからじてこれからじてこれから丁寧丁寧丁寧丁寧に説明をしていかないといけないとに説明をしていかないといけないとに説明をしていかないといけないとに説明をしていかないといけないと

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。紹介紹介紹介紹介状を状を状を状を持持持持ってきていただきたい病院ではありますけれども、ってきていただきたい病院ではありますけれども、ってきていただきたい病院ではありますけれども、ってきていただきたい病院ではありますけれども、紹介紹介紹介紹介状が状が状が状が

ないといけない病院ではないということで、そこはしっかりとこれからもないといけない病院ではないということで、そこはしっかりとこれからもないといけない病院ではないということで、そこはしっかりとこれからもないといけない病院ではないということで、そこはしっかりとこれからも住住住住民の民の民の民の皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに

も説明をしていきたいと思っておりますも説明をしていきたいと思っておりますも説明をしていきたいと思っておりますも説明をしていきたいと思っております。。。。（発言する者あり）それはしっかり（発言する者あり）それはしっかり（発言する者あり）それはしっかり（発言する者あり）それはしっかり取取取取り組んでり組んでり組んでり組んで

いきたいと思います。いきたいと思います。いきたいと思います。いきたいと思います。

○中川知事公室審議官医大・周辺まちづくりプロジェクト担当まちづくり推進局次長医療○中川知事公室審議官医大・周辺まちづくりプロジェクト担当まちづくり推進局次長医療○中川知事公室審議官医大・周辺まちづくりプロジェクト担当まちづくり推進局次長医療○中川知事公室審議官医大・周辺まちづくりプロジェクト担当まちづくり推進局次長医療

政策部次長政策部次長政策部次長政策部次長 県立医科大学附属病院の県立医科大学附属病院の県立医科大学附属病院の県立医科大学附属病院の駐車駐車駐車駐車場場場場のののの渋滞渋滞渋滞渋滞の状況でございますが、実は私も今のの状況でございますが、実は私も今のの状況でございますが、実は私も今のの状況でございますが、実は私も今の

職につかせていただいて、５月に実職につかせていただいて、５月に実職につかせていただいて、５月に実職につかせていただいて、５月に実際際際際にににに見見見見てまいりました。今、県立医科大学附属病院のてまいりました。今、県立医科大学附属病院のてまいりました。今、県立医科大学附属病院のてまいりました。今、県立医科大学附属病院の

駐車駐車駐車駐車場場場場は、は、は、は、全全全全部で７００部で７００部で７００部で７００台台台台程程程程度ございます。第１度ございます。第１度ございます。第１度ございます。第１駐車駐車駐車駐車場場場場から第５から第５から第５から第５駐車駐車駐車駐車場場場場までまでまでまで駐車駐車駐車駐車場場場場の整理の整理の整理の整理

員さんがうまくてき員さんがうまくてき員さんがうまくてき員さんがうまくてきぱぱぱぱきとさばいておられて、何とか本きとさばいておられて、何とか本きとさばいておられて、何とか本きとさばいておられて、何とか本線線線線にににに車車車車があがあがあがあふふふふれないようにごれないようにごれないようにごれないようにご努力努力努力努力

をしていただいております。大をしていただいております。大をしていただいております。大をしていただいております。大体体体体月月月月曜曜曜曜日と日と日と日と木曜木曜木曜木曜日が一日が一日が一日が一番番番番多多多多くて、どうしても１０くて、どうしても１０くて、どうしても１０くて、どうしても１０時時時時半半半半ごろごろごろごろ

が一が一が一が一番番番番最大の最大の最大の最大のピピピピークークークークで、そので、そので、そので、その段階段階段階段階ででででひひひひょょょょっとすれば本っとすれば本っとすれば本っとすれば本線線線線の方に出ると。実は私も行かせての方に出ると。実は私も行かせての方に出ると。実は私も行かせての方に出ると。実は私も行かせて

いただいた日が月いただいた日が月いただいた日が月いただいた日が月曜曜曜曜日だったのですが、やはり数日だったのですが、やはり数日だったのですが、やはり数日だったのですが、やはり数分分分分間でしたけれども本間でしたけれども本間でしたけれども本間でしたけれども本線線線線に出てしまいまに出てしまいまに出てしまいまに出てしまいま

したが、何とかうまくさばいていただいたということでございます。今の現状はこういうしたが、何とかうまくさばいていただいたということでございます。今の現状はこういうしたが、何とかうまくさばいていただいたということでございます。今の現状はこういうしたが、何とかうまくさばいていただいたということでございます。今の現状はこういう

ことでございます。ことでございます。ことでございます。ことでございます。

実は、実は、実は、実は、昨昨昨昨年の４月に第５年の４月に第５年の４月に第５年の４月に第５駐車駐車駐車駐車場場場場ををををオオオオーーーーププププンンンンされて、されて、されて、されて、少少少少しでもしでもしでもしでも渋滞渋滞渋滞渋滞をををを緩緩緩緩和させようという和させようという和させようという和させようという

形形形形で県立医科大学附属病院もで県立医科大学附属病院もで県立医科大学附属病院もで県立医科大学附属病院も取取取取り組んでおられます。いずれにしましても、県立医科大学り組んでおられます。いずれにしましても、県立医科大学り組んでおられます。いずれにしましても、県立医科大学り組んでおられます。いずれにしましても、県立医科大学

のののの教育教育教育教育研究部研究部研究部研究部門門門門の整備または附属病院の整備もということで今検討しているところでござの整備または附属病院の整備もということで今検討しているところでござの整備または附属病院の整備もということで今検討しているところでござの整備または附属病院の整備もということで今検討しているところでござ

いますので、その整備の中でいますので、その整備の中でいますので、その整備の中でいますので、その整備の中で駐車駐車駐車駐車場場場場についてについてについてについて具体的具体的具体的具体的にどうしたら一にどうしたら一にどうしたら一にどうしたら一番番番番いいのかということいいのかということいいのかということいいのかということ

もももも考考考考え合わせたいと思っておりますし、また、今、え合わせたいと思っておりますし、また、今、え合わせたいと思っておりますし、また、今、え合わせたいと思っておりますし、また、今、旧旧旧旧国国国国道道道道２４２４２４２４号号号号ににににバス停留バス停留バス停留バス停留所がございま所がございま所がございま所がございま
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してそこでおりられて患者さんが県立医科大学附属病院の方にやってこられるというしてそこでおりられて患者さんが県立医科大学附属病院の方にやってこられるというしてそこでおりられて患者さんが県立医科大学附属病院の方にやってこられるというしてそこでおりられて患者さんが県立医科大学附属病院の方にやってこられるという形形形形で、で、で、で、

帰帰帰帰りまたは行きにりまたは行きにりまたは行きにりまたは行きに使使使使っていただいています。また一方、県立医科大学附属病院の正っていただいています。また一方、県立医科大学附属病院の正っていただいています。また一方、県立医科大学附属病院の正っていただいています。また一方、県立医科大学附属病院の正面面面面にあにあにあにあ

りますりますりますりますバス停留バス停留バス停留バス停留所が所が所が所が橿原橿原橿原橿原市市市市ののののココココミミミミュニティュニティュニティュニティーバスーバスーバスーバスということで、これは１ということで、これは１ということで、これは１ということで、これは１時時時時間に１本しか間に１本しか間に１本しか間に１本しか

通通通通っていないのですが、っていないのですが、っていないのですが、っていないのですが、ちちちちょょょょうどいいうどいいうどいいうどいい時時時時間間間間帯帯帯帯になりますと、うまくごになりますと、うまくごになりますと、うまくごになりますと、うまくご活活活活用用用用をいただいていをいただいていをいただいていをいただいてい

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

県立医科大学県立医科大学県立医科大学県立医科大学側側側側のそういうのそういうのそういうのそういうイイイインンンンフラフラフラフラ整備、または整備、または整備、または整備、または先先先先ほど言いましたほど言いましたほど言いましたほど言いましたバスバスバスバスのののの便便便便などのことなどのことなどのことなどのこと

もももも少少少少しでもしでもしでもしでも改改改改良できればと思っておりますので、いろんな良できればと思っておりますので、いろんな良できればと思っておりますので、いろんな良できればと思っておりますので、いろんな意味意味意味意味で、例えばで、例えばで、例えばで、例えば道道道道路路路路整備などと整備などと整備などと整備などと

いうのもございますけれども、そういういうのもございますけれども、そういういうのもございますけれども、そういういうのもございますけれども、そういう抜抜抜抜本本本本的的的的なななな対対対対策もあわせ、また、策もあわせ、また、策もあわせ、また、策もあわせ、また、駐車駐車駐車駐車場対場対場対場対策、それ策、それ策、それ策、それ

とそういうとそういうとそういうとそういうバスバスバスバスのののの利利利利便性便性便性便性のののの活活活活用用用用ということで、いろんなということで、いろんなということで、いろんなということで、いろんな意味意味意味意味でででで渋滞渋滞渋滞渋滞をををを少少少少しでも和らしでも和らしでも和らしでも和らげげげげるよるよるよるよ

うに、これからもうに、これからもうに、これからもうに、これからも具体的具体的具体的具体的に検討していきたいと思っております。に検討していきたいと思っております。に検討していきたいと思っております。に検討していきたいと思っております。以以以以上でございます。上でございます。上でございます。上でございます。

○山村委員○山村委員○山村委員○山村委員 新県立奈良病院の外新県立奈良病院の外新県立奈良病院の外新県立奈良病院の外来来来来については、については、については、については、従来従来従来従来どおりということで、どおりということで、どおりということで、どおりということで、皆皆皆皆さんがごさんがごさんがごさんがご心心心心

配配配配にならないようににならないようににならないようににならないように周周周周知もしていただくことがお願いであります。知もしていただくことがお願いであります。知もしていただくことがお願いであります。知もしていただくことがお願いであります。

現在、今の県立奈良病院の方には１日現在、今の県立奈良病院の方には１日現在、今の県立奈良病院の方には１日現在、今の県立奈良病院の方には１日約９約９約９約９００人ぐらいの方が００人ぐらいの方が００人ぐらいの方が００人ぐらいの方が来来来来られているということられているということられているということられているということ

でありますが、その方がでありますが、その方がでありますが、その方がでありますが、その方が全全全全員新しいところに行かれるというわけではないと思うのですけ員新しいところに行かれるというわけではないと思うのですけ員新しいところに行かれるというわけではないと思うのですけ員新しいところに行かれるというわけではないと思うのですけ

れども、後医療のことをれども、後医療のことをれども、後医療のことをれども、後医療のことを多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが心心心心配配配配なさっています。新県立奈良病院に行かなくなさっています。新県立奈良病院に行かなくなさっています。新県立奈良病院に行かなくなさっています。新県立奈良病院に行かなく

ても、ても、ても、ても、簡単簡単簡単簡単なことであれば、なことであれば、なことであれば、なことであれば、９９９９００人のう００人のう００人のう００人のうちちちちの大部の大部の大部の大部分分分分の方が、後医療というの方が、後医療というの方が、後医療というの方が、後医療という形形形形でででで残残残残されたされたされたされた

後に後に後に後に頼頼頼頼りになる医療りになる医療りになる医療りになる医療機機機機関ができるのかということが一関ができるのかということが一関ができるのかということが一関ができるのかということが一番番番番大きな大きな大きな大きな心心心心配配配配だろうと思っていますだろうと思っていますだろうと思っていますだろうと思っています

ので、それもあわせて今、ので、それもあわせて今、ので、それもあわせて今、ので、それもあわせて今、計計計計画画画画をしていただいていると思うのですけれども、聞くところをしていただいていると思うのですけれども、聞くところをしていただいていると思うのですけれども、聞くところをしていただいていると思うのですけれども、聞くところ

によりますと、まによりますと、まによりますと、まによりますと、まちちちちづくりのづくりのづくりのづくりの計計計計画画画画についてについてについてについてココココンンンンササササルタントルタントルタントルタントの方も公の方も公の方も公の方も公募募募募がががが決決決決まって、今年度まって、今年度まって、今年度まって、今年度

中に新しい案ができるということでありますが、ここでは中に新しい案ができるということでありますが、ここでは中に新しい案ができるということでありますが、ここでは中に新しい案ができるということでありますが、ここでは要要要要望望望望にとどめますが、医療につにとどめますが、医療につにとどめますが、医療につにとどめますが、医療につ

きましては公きましては公きましては公きましては公的的的的なななな責任責任責任責任でやっていただくということがでやっていただくということがでやっていただくということがでやっていただくということが必要必要必要必要不可欠不可欠不可欠不可欠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。

住住住住民の方は、やはり２４民の方は、やはり２４民の方は、やはり２４民の方は、やはり２４時時時時間間間間往診往診往診往診も含めても含めても含めても含めて対応対応対応対応してもらえるところがしてもらえるところがしてもらえるところがしてもらえるところが欲欲欲欲しいとおっししいとおっししいとおっししいとおっしゃゃゃゃっっっっ

ています。まています。まています。まています。まちちちちづくりの中では、民間にお願いしないといけない部づくりの中では、民間にお願いしないといけない部づくりの中では、民間にお願いしないといけない部づくりの中では、民間にお願いしないといけない部分分分分もかなりあろうかともかなりあろうかともかなりあろうかともかなりあろうかと

は思うのですけれども、は思うのですけれども、は思うのですけれども、は思うのですけれども、肝肝肝肝心心心心なところはやはり公なところはやはり公なところはやはり公なところはやはり公的的的的にににに対応対応対応対応がががが要要要要ると思いますので、あわせると思いますので、あわせると思いますので、あわせると思いますので、あわせ

てその点もお願いしておきたいと思います。てその点もお願いしておきたいと思います。てその点もお願いしておきたいと思います。てその点もお願いしておきたいと思います。

それから、県立医科大学附属病院のそれから、県立医科大学附属病院のそれから、県立医科大学附属病院のそれから、県立医科大学附属病院の駐車駐車駐車駐車場場場場のののの問問問問題題題題につきましては、今後さらなるにつきましては、今後さらなるにつきましては、今後さらなるにつきましては、今後さらなる改改改改善善善善がががが

検討されるということでありますので、検討されるということでありますので、検討されるということでありますので、検討されるということでありますので、ぜひぜひぜひぜひ患者さんのご患者さんのご患者さんのご患者さんのご意見意見意見意見ももももちちちちゃゃゃゃんと聞いてんと聞いてんと聞いてんと聞いて進進進進めていめていめていめてい

ただくことをお願いしてただくことをお願いしてただくことをお願いしてただくことをお願いして終終終終わります。わります。わります。わります。

○森川委員長○森川委員長○森川委員長○森川委員長 要要要要望望望望ですね。ですね。ですね。ですね。

ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。ほかにございませんか。
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（（（（「「「「なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○森川委員長○森川委員長○森川委員長○森川委員長 ほかになければ、これで質疑をほかになければ、これで質疑をほかになければ、これで質疑をほかになければ、これで質疑を終終終終わります。わります。わります。わります。

ここで、一言ごあいさつをここで、一言ごあいさつをここで、一言ごあいさつをここで、一言ごあいさつを申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。

特特特特別別別別な事な事な事な事情情情情がないがないがないがない限限限限り、ただいまの構成による当委員会は、本日の委員会をもってり、ただいまの構成による当委員会は、本日の委員会をもってり、ただいまの構成による当委員会は、本日の委員会をもってり、ただいまの構成による当委員会は、本日の委員会をもって終了終了終了終了

になるかと思います。平成２３年５月より、委員になるかと思います。平成２３年５月より、委員になるかと思います。平成２３年５月より、委員になるかと思います。平成２３年５月より、委員各位各位各位各位には、当委員会所には、当委員会所には、当委員会所には、当委員会所管管管管事項であります事項であります事項であります事項であります

地地地地域域域域医療医療医療医療体制体制体制体制の整備に関することにつきましての整備に関することにつきましての整備に関することにつきましての整備に関することにつきまして終終終終始熱始熱始熱始熱心心心心にご審議いただきました。また、にご審議いただきました。また、にご審議いただきました。また、にご審議いただきました。また、

理事者におかれましては、数理事者におかれましては、数理事者におかれましては、数理事者におかれましては、数 々々々々のののの問問問問題題題題についてについてについてについて積極積極積極積極的的的的なななな取取取取り組り組り組り組みみみみをしていただきました。をしていただきました。をしていただきました。をしていただきました。

おかおかおかおかげげげげをもをもをもをもちちちちましてましてましてまして無無無無事事事事任任任任務務務務を果たすことができましたことを、委員を果たすことができましたことを、委員を果たすことができましたことを、委員を果たすことができましたことを、委員各位各位各位各位及及及及び理事者のび理事者のび理事者のび理事者の皆皆皆皆

様様様様方に方に方に方に厚厚厚厚くくくく御礼御礼御礼御礼をををを申申申申し上し上し上し上げげげげます。ます。ます。ます。

簡単簡単簡単簡単ではございますが、正副委員長のおではございますが、正副委員長のおではございますが、正副委員長のおではございますが、正副委員長のお礼礼礼礼のごあいさつとさせていただきます。まことのごあいさつとさせていただきます。まことのごあいさつとさせていただきます。まことのごあいさつとさせていただきます。まこと

にありがとうございました。にありがとうございました。にありがとうございました。にありがとうございました。

（（（（「「「「ごごごご苦労苦労苦労苦労さまでございましたさまでございましたさまでございましたさまでございました」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○森川委員長○森川委員長○森川委員長○森川委員長 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室をお願いします。室をお願いします。室をお願いします。室をお願いします。

大変ご大変ご大変ご大変ご苦労苦労苦労苦労さまでございました。さまでございました。さまでございました。さまでございました。

委員の方は、委員の方は、委員の方は、委員の方は、少少少少しおしおしおしお残残残残りを願います。りを願います。りを願います。りを願います。

（理事者（理事者（理事者（理事者退席退席退席退席））））

○森川委員長○森川委員長○森川委員長○森川委員長 当委員会は、設置後２年を当委員会は、設置後２年を当委員会は、設置後２年を当委員会は、設置後２年を経経経経過過過過し、６月定例県議会最し、６月定例県議会最し、６月定例県議会最し、６月定例県議会最終終終終日の調日の調日の調日の調査査査査報告報告報告報告をもをもをもをも

ってってってって終了終了終了終了するわけでありますが、最するわけでありますが、最するわけでありますが、最するわけでありますが、最終終終終日の調日の調日の調日の調査査査査報告報告報告報告に係る調に係る調に係る調に係る調査査査査報告報告報告報告書書書書案については、事前案については、事前案については、事前案については、事前

にににに各各各各委員にお委員にお委員にお委員にお送送送送りをしております。りをしております。りをしております。りをしております。

まず、おまず、おまず、おまず、お手元手元手元手元にににに配配配配付付付付しております調しております調しております調しております調査査査査報告報告報告報告書書書書案について、何かご案について、何かご案について、何かご案について、何かご意見意見意見意見がありましたらごがありましたらごがありましたらごがありましたらご

発言願います。発言願います。発言願います。発言願います。

（（（（「「「「これでこれでこれでこれで結結結結構です構です構です構です」」」」「「「「なしなしなしなし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○森川委員長○森川委員長○森川委員長○森川委員長 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

それでは、それでは、それでは、それでは、若干若干若干若干のののの文文文文言整理については正副委員長にご一言整理については正副委員長にご一言整理については正副委員長にご一言整理については正副委員長にご一任任任任いただきまして、この調いただきまして、この調いただきまして、この調いただきまして、この調査査査査報報報報

告告告告書書書書案により当委員会の調案により当委員会の調案により当委員会の調案により当委員会の調査査査査報告報告報告報告としてよろしいですか。としてよろしいですか。としてよろしいですか。としてよろしいですか。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）

○森川委員長○森川委員長○森川委員長○森川委員長 ありがとうございます。それでは、そのようにいたします。ありがとうございます。それでは、そのようにいたします。ありがとうございます。それでは、そのようにいたします。ありがとうございます。それでは、そのようにいたします。

なお、委員長なお、委員長なお、委員長なお、委員長報告報告報告報告につきましては、この調につきましては、この調につきましては、この調につきましては、この調査査査査報告報告報告報告書書書書をををを基基基基本といたしまして本といたしまして本といたしまして本といたしまして作作作作成し、成し、成し、成し、報告報告報告報告

したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えておりますが、そのえておりますが、そのえておりますが、そのえておりますが、その作作作作成は正副委員長にご一成は正副委員長にご一成は正副委員長にご一成は正副委員長にご一任任任任いただけますか。いただけますか。いただけますか。いただけますか。

（（（（「「「「異異異異議なし議なし議なし議なし」」」」とととと呼呼呼呼ぶぶぶぶ者あり）者あり）者あり）者あり）
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○森川委員長○森川委員長○森川委員長○森川委員長 それでは、そのようにし、それでは、そのようにし、それでは、そのようにし、それでは、そのようにし、作作作作成次第、成次第、成次第、成次第、各各各各委員にお委員にお委員にお委員にお送送送送りをいたしますので、りをいたしますので、りをいたしますので、りをいたしますので、

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。

それでは、これをもそれでは、これをもそれでは、これをもそれでは、これをもちちちちまして、本日の委員会をまして、本日の委員会をまして、本日の委員会をまして、本日の委員会を終終終終わります。わります。わります。わります。

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。


