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 健康都市 いこま へ GO！ 

               

 

市立病院 6月開院 

 伊木は安心して生まれ、育ち、暮らせる生駒市であってほしいとの願いから市立病院

の実現に取り組んできました。今年6月、市立病院が開院します。さあ、市立病院を中

心に、健康づくり・疾病予防・検診事業・医療・介護などの施策が連続的に過不足なく

提供されるまち、良質かつ無駄のない医療が提供されるまち『 健康都市いこま  』づく

りを始めましょう。これまでの伊木の一般質問や提案を紹介します。 

 伊木：生駒に足りないのは二次医療を担当する病院。市立病院 

 と大学病院、民間病院、診療所が連携したら、極めて良好な医 

 療環境を実現することができる・略・医療安心都市宣言をし、 

 強い決意をもって病院の整備を進めてほしい！   

 市の回答：病院完成後、宣言検討が良いと考える 

 

 

 伊木：生駒市内には大学病院、得意分野を持つ民間病院もある。市立病院が中心と 

 なって医師・看護師のためにさまざまな分野の勉強ができる環境を整えてはどうで 

 しょう。そうすれば生駒で勤務しようと集まるはず。市の積極的な取り組みを! 

 

 

 伊木：検診を受けて早期発見・早期治療につながらなければもったいない。市立病 

 院が中心となってがん検診の重要性を市民にPRし、早期発見・早期治療につながる 

 取り組みの推進を！ 

 

 

 市の回答：環境を整備後、実施を検討していくのが良いと考える。 

 

 ☆電子カルテネットワークシステムの構築や PHR 導入の検討を！ 
 伊木：ITによる医療情報共有は重複投薬・重複検査の防止、災害による紙カルテ 

 喪失時や救急時の投薬内容、禁忌薬の把握など、非常に有効です。医療費の抑制に 

 もつながります。    （PHR：personal health record / 個人健康記録 / 個人医療記録）   

 市の回答：今後の検討課題とします。 

 

 ☆環境を健康づくりの方向に変えていく取り組みを！ 
 伊木：高齢者などが外出しやすいように、坂道の手すり整備、たけまるホールの洋 

  式トイレ増設の検討を！ ベビーカー、車いす、杖を使いやすい歩道の整備を！ 

              

 ☆生駒市独自の良好な地域包括ケアシステムの構築を！ 
 伊木：地域包括ケア部を新設し、課題である医療と介護の連携 

 をはじめとした取組の推進を！ 

 

☆“医療安心都市宣言”をしては？ 

☆市立病院が中心となって地域で医師・看護師を確保できるまちに！ 

☆がん検診：さらなる受診の呼びかけを！ きめ細やかな事後措置を ！ 

市立病院と既存

医療機関の良好

な連携が重要 

☆“子どものための無煙都市宣言”をし、禁煙施策を推進しては？ 

山下市長辞任

市長選へ 
 

4/26 

市長・市議会 

議員  

  

ダブル選挙！ 



 

 

 夜診の実施など病院の診療時間は、地元医

師会とも調整しこれから決めるとのことで

す。 

 医療の提供は住民・患者にとってどうある

べきかという視点に立った判断が求められま

すが、これまで一部の議員は必要以上に地元

医師会の意向を気遣っていました。 

 当初、県医療審議会が地元医師会との協議

が不十分として審議を先送りしたこともあ

り、病床配分までに２年近くを要しました。

医師会との調整は必要ですが、独占禁止法の

視点から見れば、市立病院は医師会の意向に

左右されるものではありません。  

 診療科の追加には議会の議決が必要です。

また、市立病院では住民向けに健康講座やが

ん検診啓発のための講演会も予定していま

す。私はがん検診で異常の見つかった人を一

人も放置しないまち、早期発見・早期治療・

適切な救急対応により助かる命を無駄にしな

いまち、生駒はそんなまちであってほしいと

思っています。そのようなまちは議会が施策

に必要な予算を承認し初めて実現します。今

後も議会は病院事業・命を守る施策の推進に

大きくかかわっていきます。    

 議会は指定管理者が運営する病院事業を

チェックします。しかし、病院を批判の対象

としてしかとらえない議員がいるとしたら病

院の運営はうまくいきません。議会が医療に

対して無理解で、必要以上に介入するところ

には良い医師は集まりません。熱意のある医

師やスタッフのやる気を失わせる議会になっ

てはいけません。銚子市立総合病院の医師の

大量退職など、これまでいくつかのまちで議

会や首長の無理解から公立病院の縮小や閉院

が起きました（政治リスク）。議会も一緒

に、指定管理者が真価を発揮し、真に市民の

健康や命を守る砦となるには何が必要かな

ど、しっかり考えていきたいものです。 
 

病院事業を軌道に乗せるのはこれから！ 
患者・住民のニーズに添えるか？！ 

医療はハート 

議会は病院の政治リスクになってはいけない！ 

私たち市民が盛り立てよう！  

政治リスク：伊関友伸著『地域医療 再生への処方箋』（ぎょうせい）p44 参照。 

市立病院 6月開院へ 、しかし 

私たちの市立病院は 

1月5日、市役所

の地下1階に開設

準備室がオープ

ンしました。開

院に向け職員の

採用・教育が始

まりました。。 

 本年1月13日には市民参加の管理運営協議

会設置要綱(27年6月1日施行)もできました。 

 伊木は平成20年3月議会で病院の運営に市

民が参加する協議会の開院前からの設置を求

めました。21年6月議会で山下市長は協議会

の役割を「住民の要望をぶつけるとともに運

営サイドの事情も理解する相互理解の場」と

考えていると答弁。 

 指定管理者とかわす基本協定書が検討され

ていた平成22年7月、伊木も参加する市民団

体は協定書に協議会の設置を盛り込む具体案

を提案。この提案は要綱の制定により実を結

びました。病院の運営への市民参加が実現し

ます。 

 病院事業の推進にはこれまでにも重要な節

目でたくさんの市民の後押しがありました。

新病院の開設を求める30,934筆の署名や病床

確保につながった24,227筆の署名です。 

 一方、兵庫県立柏原病院の小児科を守る会

や千葉県東金市地域医療を育てる会の活動か

ら、市民が公立病院を自分たちのものとして

盛り立てていくことが病院の良好な運営・存

続に不可欠であることはよく知られていま

す。 

 さて、今年6月、紆余曲折を経ていよいよ

市立病院が開院します。開院後も生駒での市

民参加の流れを引き継いで、新しい公立病院

のあり方をつくっていきましょう。 

 



 

 

《 平成19年5月 - 23年4月   伊木の1期目 》      

 ・用地確保    20年1月                  ・病院事業計画 22年8月  

 ・病床配分210床 21年2月                  ・運営主体 22年9月議会で徳洲会に決定 

 ・病院設置条例   21年6 月議会で可決成立  ・病院事業会計 22年9月議会で可決 

  病院開設のための必須条件が揃い、22年12月、県は生駒市立病院の開設を許可 

《 平成23年5月 -   伊木の2期目  》 

 ・借地料  23年5月、20年間の借地料約16億円を含む病院関連予算可決 

 ・実施設計業者 23年5月、石本建築事務所が落札。 

 ・用地開発許可 23年12月、県は病院開設用地の開発を許可。 

 ・建設費  24年9月議会、市議会からの提案・徳洲会の医療スタッフの意見・石本建築事 

       務所の意見などを取り入れた設計図を基に積算された約82億円を可決。 

 ・基本協定書 25年6月、市と徳洲会「市立病院の管理運営に関する基本協定書」締結｡ 

 ・建設業者  25年6月応札なし｡ 東日本大震災後の工事単価で再度積算。6月議会で補正予算 

        ８億円可決後再入札｡７月奥村組が約86億円(税込)で落札 (落札率 94,8%) 。 

 ・病院の管理運営協議会への市民参加 27年1月、協議会の要綱に明記  
 

《伊木の取り組み》 

 ・23年5月～24年4月 市民福祉委員会委員長 

 ・23年9月議会 樋口清士議員から提案された病院事業特別委員会の設置に反対。 

 ・24年2月 病院事業報告会（桑原義隆、山田耕三議員と）開催 

 ・24年7月 桑原・山田耕三議員と徳洲会の鎌倉湘南総合病院を視察し、徳田虎雄氏と面談。 

 ・25年3月 市立病院の院長予定者を招き、講演会開催し、市民との意見交換を実現。  

 ・25年3月議会 2月の徳洲会の元役員と暴力団との関係を取りざたする報道を受け、一部の議員 

       から真偽が判明するまで病院の事務事業を休止すべきとする決議提案。伊木は『開院 

       の遅れは市民の命に係わる。議会として最重要課題であるとして特別委員会まで設置 

       している事業を、院長予定者に会って話を聞く機会があったにもかかわらず、確認し 

       ようともせず、報道を理由に休止するなどあまりに無謀である』として反対。 

       決議は否決されました。 

 ・25年12月議会 9月に徳洲会の公職選挙法違反容疑報道があったため、一部の議員から市立病院 

       の指定管理者の再公募を求める決議提案。伊木は『公職選挙法違反は許されないが、 

       徳洲会が全国で60以上の病院を運営し多くの救急患者を受け入れているのも事実。徳 

       洲会の医療まで疑うのは短絡的。新たに指定管理者を見つけることは非常に困難であ 

       ること、徳洲会からの損害賠償請求の可能性・建設の休止による建設会社へ半年で 

       約7千万円の支払い発生など市民の負担も大きく、反対』。決議は否決されました。 

 ・26年1月 市長・補欠市議会議員選挙で徳洲会を指定管理者とする市立病院事業の推進を公約に 

       掲げた沢田候補を応援。山下真氏、沢田かおる氏当選。 

  1月末時点で建物は８割程度完成。現在、病院スタッフの募集や研修など、6月の開院に向けて準備が進んでいます。 

 

 市立病院、これまでの道のり 

医療はハート 

この間、平成22年の市長選には徳洲会を指定管理

者とする現計画を進める山下真氏と大学病院や医

師会に運営を任せるとする樋口清士氏が出馬。引

き受ける大学病院などあろうはずがない、私はこ

れまでどおり山下氏を支持。山下氏が当選。この

結果が9月議会での運営主体の決定に繋がり、開

設のための必須条件は全て揃いました。しかし、

市議会改選直前の平成23年3月議会、一部の議員

からの病院関連予算に対する修正案の提出をきっ

かけに、議会は市立病院用地借地料を含む病院関

連予算を否決。用地が確保できなくなると病院は

できない、これが病院開設を決定した議会の判

断？！ 意を決して臨んだ市議選。改選後の臨時

議会では、市立病院用地借地料を含む病院関連予

算が賛成16、反対6で可決しました。今期は順当

に進むと思われた病院事業ですが、東日本大震災

の影響による入札の不調や建設工事価格の高騰、

徳洲会幹部による公職選挙法違反事件の波紋な

ど、何度か議論が沸騰｡ 私はその都度、自分の信

じるところを主張しました｡ 

平成17年3月奈良県国保連合会直営生駒総合病院が閉院。翌年、2人の市長候補は新病院の設置を公約。

山下真氏が当選。その後、医師会も参加した新病院整備専門委員会で病院計画(中間答申)をまとめる

も、用地購入で山下市長と議会が対立。同委員会委員の伊木は事態を打開すべく市議選に出馬し当選。 

子どもの入院、救急医療に対応

できる病院の開設をめざし・・・ 



 

4月は市議選。私の任期も

あと2か月。市長が代わる

ので3月議会には骨格予算

が提案されます。しっかり

審査したいと思います。 

監査の仕事もあと2か月。

こちらも気を抜くことなく取

り組みます。     まり子 

 

 

 

医療はハート 

医療はハート 

  編集後記 
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《 12月議会 伊木の一般質問・議案審査より 》  

市民の命を守る施策の推進を！              

健康づくりや医療の情報をわかりやすく！ 

 現在、市のホームページでは一番右下に

検診、健康ウォーキングマップなどを紹介

する『健康の窓』があります。市立病院が

開院したら、バナーの位置や見出しを工夫

し、市立病院で開催される市民向けの講演

会予定も見ることができるわかりやすいサ

イトの設置を要望しました。  

健康づくりの基本計画立案時には適切な 

統計処理を！ 

 平成20年、“健康いこま21”を取り上げ

一般質問。飲酒に関するデータは、60代男

性（総数6214人）について、たった4人か

らの回答をもとに％を表示。60代女性につ

いては表示なし。10年間の方針を定める基

本計画、こんないい加減なデータに基づい

て検討して良いのか？ 有識者を委員に加

えた計画策定を求めました。 

 今回の質問では、市のアンケート調査全

般にわたり、今は統計学的に適切に処理さ

れていました。 

市立病院：腎臓泌尿器科などの設置を承認 

 入院患者に必要な人工透析、高齢化で増

加する泌尿器科疾患や前立腺がんなどの治

療が可能となります。全議員が賛成し、病

院条例に盛り込まれました。(市長提出議案) 

《 健康づくりや医療に関する伊木のこれまでの提案 》 

・病院建設課に医療に詳しい職員の配置を！ 

・国保運営協議会、委員に有識者や公募市民を入れ、国保財政や検診事業について十分 

 な審査を！ 

・乳幼児健診：多職種が関わる集団検診の有効性が期待されている時代、これまで生駒 

 市では医療機関での個別検診のみ実施。有識者が加わった実施内容の見直しを！ 

・がん検診の精度管理を！ 

《 一般質問14回 平成25年12月、災害時の医療救護計画が提出されました！》 

 当選後、初めての一般質問。生駒市の医

療の現状についてと題した質問の中で、医

療的救援活動について質問しました。昭和

63年、市は生駒市医師会（市医師会）と医

療救護について協定を結んだのですが、市

医師会から毎年提出されるはずの医療救護

活動要領は今まで一度も提出されたことが

ありません。また、救護所を8か所立ち上げ

る予定であるのに市医師会の医療班は５

班。更に、市の計画では市の福祉健康部長

が医師を指揮することになっていました。

医師でない部長が医師を指揮できるので

しょうか？私は阪神淡路大震災を経験した

芦屋市のように医師会長や病院長が指揮す

る形態への変更を提案。延14回にわたり医

療救護体制の早期整備を求めてきました。 

 ようやく、平成25年12月、市医師会から

医療救護計画が生駒市に提出されました。

医師の派遣は医師会会長が担われます。ま

た、医療救護班は８班編成となりました。 

 平成27年度には市

の防災計画を見直し

ます。災害に強い生

駒市を！ 

3月議会の予定  

2月25日 (水) 13時  議案説明会      

3月2日 (月) １0時  議会運営委員会   

         13時  全員協議会      

3月5日 (木)   10時 本会議・一般質問    

  6-10日  (2日の議会運営委員会で決定) 

3月12-17日 10時 委員会審査      

3月19日（木）１0時 予算委員会 

3月24日（火） 10時 最終本会議   

AED 

 伊木まり子 

 市政報告会のご案内 

日時：２月２８日(土) 

   15-16時半 

会場：セイセイビル  

    301会議室 

紙面でお伝えできなかったことな

ど報告します。 

 
みなさん 

お越しください 


