先に取り組む課題としてとらえて
いる︒このことで市民サービスが

家から積算してもらう︒

は︑厚生連との話し合いの中で現水

準を維持していけるのか︑または今

契約解除の可否は

使用料が発生する時期はいつか︒

用料は免除となっているが︑施設

器︑情報システムにかかる施設使

前に整備した既存の施設︑医療機

指定管理者制度を導入する

厚生連と協議し︑どの診療科が重

生方の考えも十分に尊重しながら

加できるものと考える︒当院の先

充足されれば救急の受入割合も増

師４名の増員計画があり︑医師が

すこととしている︒民営化後に医

早期の救急告示病院の復活を目指

厚生連では︑可能な限り

ば︑市は協議のうえ契約の解除が

そのような状態になれ

条項でできるのか︒

約の解除は︑この基本協定︵案︶の

契約の見直しや協議︑あるいは契

除を申し出た場合に︑３年ごとの

負担の増加等により市が契約の解

営が改善されなかった場合や財政

決定し可決した後︑一向に病院経

指定管理者制度の導入を

厚生連から提出された指

今現在︑設備投資を控えている

点的に必要なのかも含めて救急体

できるものと解釈している︒

まで以上にできるのか︒

定管理者の申請書で︑経営管理の

が︑その時期までに施設整備が必

制のあり方について市民にお知ら

低下するようなことになれば︑報

方針の中に﹁阿賀野市が策定した

要となった場合はどうなるのか︒

酬や給料の削減にも踏み込まなけ

水原郷病院移転新築の基本構想案

施設使用料の発生や指定

医療機器等の使用料と
設備投資はどうなるのか

の早期実現に向けた取り組みをす

管理者と設備投資を協議するのは

赤字補てんをする基準と
の政策的医療にかかる費用として

②政策医療交付金⁝救急医療など

は︑基本協定の内容が最優先する

新病院の建設について

病院の移転新築が前提ではないのか

厚生連の経営方針は

ればならないと認識している︒

る﹂という文言が明記されてい

救急告示病院を返上した

潟県の医師数は全国で

して︑ここまでは市の負担とする
国から配分される交付税を厚生連

もので︑指定管理者が決定した段

るものではない︒

年２月に救急告示

救急告示病院再申請の条件は

せしていきたい︒

る建物・高額な医療機器は減価償

が︑再度申請した場合は指定を受け

野市は県内

などの方針が定まっていない︒政
に全額交付する︒

階で︑厚生連・国・県・大学の意

平成

位︑阿賀

医師確保については︑新

医師の確保には
民営化の道しかないのか

る︒この方向に進めば財政シミュ

必要とする投資は︑現在の病院と

る条件が大変厳しいと聞いている︒

る︒医師確保ができなければ診療

策医療交付金については︑今まで
③赤字補てん⁝厚生連は５カ年の

月１日以前に

却費相当額の２分の１を施設使用

レーションも変更となるが︑どの

どのように考えるか︒救急告示病院

機能や救急医療が不可能になるわ

３︑０００万円程度であったが︑

見をいただきながら協議する必要

月以降である︒

料として市に支払う︒

して整備するものを対象としてお

の体制として︑医師は最低何名を確

けで︑新大からの派遣がなければ

計画書の中で︑初年度から黒字を

赤字補てんと政策医療交付金
１億９︑
０００万円の交付基準は

ように取り扱うのか︒

り︑厚生連から要望されて整備す

保しなければならないのか︒

厚生連は普通交付税の全額

赤字補てんの審査機関は
機能するのか

市中︑最下位にあ

現状ではできない︒新大は医療グ

ループでなければ医師を配置しな

がある︒基本的には現在地での病

病院を返上した︒当院が告示病院

いとしているが︑公設公営だとで

試算している︒赤字が出た場合は

協議会の設置について

の復活を確定すれば︑届出により

きなくて︑厚生連に委託すればで

１億９︑０００万円の交付を求め

は︑赤字補てんの妥当性を第三者

告示病院となる︒病院としての機

きるとの根拠を説明願いたい︒

※

が審査し判断するものと思ってい

能や診療体制等はあるが︑厳しい

医師を招へいできる条件

院建設を考えている︒

る︒また︑指定管理候補者選定審

条件などは特にない︒病床規模に

として︑経営の安定︑医師の知識

原則市が補てんするが︑３年ごと

査委員会の報告書でも︑単なる追

応じた医師数の定めがあり︑その

ている︒市民の要望が強い救急医

④病院の新築⁝医療の役割として

新病院を現在地で建設し

認機関であってはならないとされ

に運営状態に合わせ見直しの協議

阿賀野市の地域医療を構築

広域的な位置付けでの病院建設と

た場合の建築費は︑専門業者の試

が発揮できる体制︑多くの市民の

療体制の回復に向けた方向性も明

するために︑医療に対しての予算

なるが︑その建築費用は市の負担

施設基準を満たせば救急告示病院
２００万円が見込まれ︑２００床

赤字補てんを行うのかのルール作

し︑どのような場合にどの程度の

医師の人数の定めは特にない︒医

としての受け入れは可能である︒

は公設公営や公設民営に関係な

声が大切であると考える︒大学で

新病院の建築費は過少見積では

配分を大きくしていく政策判断が

ており︑経営状況を詳しく精査

優先するのかの政策選択であり︑

億円となる︒

く︑地域に必要とする医療を提供

〜

師数は現在 名体制で︑施設基準

を想定すると

りが必要とあるが︑この基本協定

設計費も特殊な建物として建設費

するために医師を派遣するものと
︵案 ︶ で は 明 確 な 記 述 が さ れ て い

料では︑十分な財政の裏付けがな

円になるが︑今回提出の財政シ

５億２︑０００〜５億８︑０００万

機関との解釈はしていない︒双方

協議会については︑追認

救急医療の向上が見えない

え︑身の丈にあった行政経営をや

税が減額される︒この現状を踏ま

は標準的なものであり︑建設する

院に建て替える必要がある︒金額

が︑老朽化した病院を早急に新病

目標であり︑可能な限り実施するも

ニーズが非常に高いが︑これは努力

については︑救急医療を求める市民

基本協定の中の政策的医療

市と厚生連との基本的な

らなければならないが︑現状では

整を行う︒

原郷病院の運営に関する協議又は調

市と厚生連の代表等で構成し︑水

※協議会

告・協定の解除など︶を定めたもの︒

交 付 金・施 設 使 用 料・業 務 計 画 と 報

施設設備の維持管理・政策的医療等

な条件︵協定期間・医療機能の提供・

院の経営を厚生連に委任する基本的

指定管理者制度により︑水原郷病

※基本協定

考えている︒

は満たしている︒

％を見込むと

く︑納得できるものではない︒指

ミュレーションは確かな積算基準

のおおむね

年の契約と

が対等の立場で協議する機関とし

執行部から提出された資

定管理の委託期間は

で行っているのか︒既存施設の取

２〜３年前にコンサルの

ない︒どのような考えか︒

なるが︑だれがこの公設民営化の
病院を存続するため今後も
年で終わり︑

話を参考として積算したものだ

が︑どうか︒

必要で︑さらに費用は増加する

て位置づけている︒

の で は な い が ︑ ※基 本 協 定 の 条 件

市の財政負担は出てくるが︑合併

責任を取るのか︒

や財政負担︑救急医療︑診療機能

億円の交付

財政措置は︑次のとおりである︒

のとされている︒救急医療の対応

15

阿賀野市の医療を立て直し︑市民
の負託に応えられる医療を確立す
るために必要な財政負担は市民か
ら理解いただけるものと思う︒

厚生連の条件を丸のみではないのか

民営化失敗時の責任の所在は

算 で １ 床 当 た り ２ ︑０ ０ ０ 〜 ２ ︑

を行う︒
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とする︒

確になっていないのではないか︒

20

10

必要である︒限られた財源で何を
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り壊し︑解体︑アスベスト対策も

45

内容により変化する︒今後︑専門

年 か ら５ カ 年 で 約

の特例措置が平成

公設民営化に反対するも

40

13
医療ニーズに対応することが最優

のみしているのではないのか︒

のか︒厚生連の一方的な条件を丸

の回復などをどのように担保する
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①施設使用料⁝民営化後に整備す
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