
ふるさと弘前の医療・福祉のあり方に関する市民会議 第３回会議資料 
平成２９年１０月２７日 弘前市健康福祉部 地域医療総合戦略対策室 

◇弘前市の将来の医療・福祉のあり方について（案）◇ 

主体的に運営して 

２．中核病院の必要性と役割 

３．安心できる救急医療体制の確保（中核病院に救急センターを併設） 

～これまでの市民会議での意見を参考に～ 

１）医師を集約し診療機能を高めるためには、中規模程度の病院を統合強化することが必要。 
２）若手医師にとって魅力ある研修施設となることで、医師を安定的に確保できる病院となれる。 
３）弘大附属病院との機能分化を図りながら、圏域の病院やクリニックの前方連携としての役割を集約できる。 
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１）二次救急の搬送先が一本化されることで、救急搬送から診療までが迅速に行なわれるようになる。 
２）365日・24時間、内科・外科・小児科を受け入れる体制となることで、輪番病院を確認する必要がなくなる。 
３）急患診療所の併設により、利用者にとって受診先がわかりやすく、二次救急への搬送が不要になる。 

１．地域包括ケアシステムの目指すもの 

１）「短命返上」のため、健康・予防医療から医療及び介護福祉事業まで一体的に取組むことができる。 
２）ICTの活用により、個々の健診結果や既往症等の情報から、適切な医療や介護を提供できるようになる。 
３）市民の健康に関する意識の醸成が推進されることで、健康寿命の延伸と医療費の削減が期待できる。 

まとめ 

１）「短命返上」、「寝たきりゼロ社会」を実現するためには、健診・予防医療から考えていかなければならない。 
２）医療環境の整備にとどまらず、健診・予防から介護・福祉までが連携する地域包括ケアシステムの構築が必要。 
３）地域包括ケアシステムの構築にあたっては、市が各分野の連携・調製に主体的に取り組まねばならない。 
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～これまでの市民会議でいただいた意見①～ 

・たばこ対策、検診率向上、大腸がん対策、糖尿病対策など、一生懸命取り組んでいるが、もっともっと頑張らなければ、この状況は覆せな 

 いと感じている。 

・弘前大学の中路先生のご指導のもと、短命県、少子高齢化について勉強しているものの、なかなか具体的な行動ができない。 

・健康への意識と短命県を返上しなければ、地域の力は出てこない。医療と福祉に関する啓蒙活動が必要だと感じている。 

・せっかく弘前大学という大きなバックがあるので、医療や福祉のあり方を検討する前提として、短命県の克服を考えるべき。 

・短命県返上という意識は誰でも持っているものと思うが、働き盛りの方にどのように啓発していくのか。実際にもっと行き届かせるために 

 は、いろいろな角度から発信する必要があるのではないかと思う。 

・開業医、市立病院、国立病院、弘大附属病院の役割があって、それぞれ一生懸命やっていただいているので、市民にとってはたぶん安心で 

 あり、後ろにそういう大きな施設があるがゆえに安心して生きられる。 

・弘前の場合、病院の数から言っても充実していて、これは弘前の財産であり非常にありがたいことだと思っている。 

・市民は地域の医療や福祉に対してもっと関心を持つべきで、将来にわたりこれを大切にしながら地域として守っていかなければならない。 

・心理的に検査結果を聞くことは不安ではあるが、病気がわかって治療すれば気持ちがさっぱりするものである。 

・健診にいってみようかなとか、意欲がわくような方法がないものか。 

・企業としては全員健康診断は受けているし、40歳を過ぎれば人間ドックなど欠かさず行くようにさせている。 

・受診率が低いのは、産業構造と関係ないか。一次産業が他の地域に比べて高いとかの分析はどうか。 

・産業別に受診率、喫煙率などをデータ分析した方が良いと感じている。 

現状について 

短命の返上について 

健診・検診について 
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～これまでの市民会議でいただいた意見②～ 

・地域全体の健康を考えるときに、たくさんの人と同じ気持ちになって、手を組んで同じ方向を向いていくことが大切だと思う。 

・長野県では、保健指導員という方がおり、地域全体で健康教養を高める勉強をしている。 

・自分たちが健康になるんだという意識を持った人たちが、点ではなく面になっていくことが大切だと思う。 

・健康について勉強した人たちが、地域に伝える。そういう人をどんどん増やしていくことが一番ではないかと思う。 

・各会社で朝に血圧を測るとか、簡単な運動であるとか、具体的にチェックできることをして、社員の意識を変えようとしている所が若干見 

 受けられる。 

・食育を前向きに進めるには、子どもたちに押し付けるのではなく、自分から進んで意欲を燃やすような方向に持っていくのがいい。 

・ひろさき健やか企業の認定による金利的なインセンティブは、個々の金融機関の取組みとなっているため、金融団全体で考えていかなけれ 

 ばならないと思う。 

・塩分の取り過ぎなど話題となっているが、なかなか食生活を含めて一次産業にはてがとどかないところがある。 

・長野県は本県と違い短命県ではないといいますが、非常に差があり、同じりんごを作っているのになぜこう違うのかという話をされる方も 

 ある。 

・保健師の巡回による栄養指導、健康指導などの草の根的な活動も課題なのかなと思う。 

・以前、市で食育の協議会のようなものがあったが、なくなったので継続性がまだまだ足りないという話もいろいろな場面で出てくる。 

・ヒロロでのイベントは、ごく一部の方には響くが、本当に響かせたい人には響いていないのが今の現状であるような気がする。 

・年寄りが外に出て、いきいき体操をすることはあるが、自宅の中で簡単にできる体操があってしかるべきと感じる。健康問題については、 

 家庭でやれるような体操を考えていただきたい。 

 

 

 

健康づくりについて 
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～これまでの市民会議でいただいた意見③～ 

・青森県の地域医療構想において提案している病院機能の再編成についてのイメージ図があるが、この中に医師を供給している弘大が出てき 

 ていないことに違和感がある。医療構想に対しての弘大の関わりはどういう形なのか。 

・予防の段階であればまだいいが、いざ病気になってしまった時のことを考えれば、病院という事業を弘前が手放すということはちょっと考 

 えた方がいいのではないか。もう少し慎重に。 

・国立病院には、統合すれば経営が安定するなどの理屈があるかもしれないが、弘前市は病院から手を引いて、今までのノウハウを全部投げ  

 打ってしまっていいのかとすごく疑問に思う。 

・国立病院の生い立ちというのは、専門の病気という切り口でできたというふうに聞いているので、市民にとっては若干違和感を覚えるのか 

 なと思う。 

・「予防」、つまり病気になる前にどうするということを含めて、しっかりやっていこうということが話題になっている。 

・市民の立場から言うと、弘前大学、市立病院、国立病院の今までの役割は役割としてしっかりと見守って、変な形になると違和感を覚える 

 というのが当然市民の立場から言えばあると思う。 

・「包括的」というのは、高齢化に伴っての、医療だけでなく介護だとか、それに伴う関係するところとの連携、「予防医学」も大切な切り 

 口となっている。 

・病気にならないためにはどうしたらいいかをもう少し連携をして、弘前市民の健康・福祉を守ればどうかというところもある。 

・予防を考えた時に、弘前の中にたくさん幼保連携型認定こども園ができていて、赤ちゃんとかいろいろな人たちが関わる場所があり、そこ 

 で妊娠期から健康というのは大事であるというのは皆さん言われている。その中で、子ども用のフードログというのがあって、食べたカロ 

 リーなどいろいろ出てくるアプリもうまく活用してやってる事例もあるので、弘前独自のシステムとして、ＩＣＴを使って、乳幼児が関わ 

 る施設と病院のほか色々な所でつながっていければ、場所が減ったとしてもうまくできないかなと思う。 

地域包括ケアシステムについて 

病院機能の再編成について 



5 

～これまでの市民会議でいただいた意見④～ 

・商工会議所でもよく病院統合の話があるが、市民目線でなんとか進めてくれないかという声はよく会員の皆さんから聞く。 

・統合案については、2005年にも出されていると9月の新聞記事に載っていた。協議が進まず２年後に白紙撤回になったということですが、 

 その時どうして白紙撤回になったのか、協議が進まなかったのか理由を明らかにしたほうがいいと思う。それが解消されなければ、10年 

 たった今もまた統合案が進んで行かないのではないか。 

・統合した時の経営が国立病院機構なのか市なのか、そういうことも関係してくるのではないか。それが解決されなければ協議しても進まな 

 いということもあるのではないかと思う。 

・現在健生病院さんもあっちの方に行っているし、市立病院もあっちの方に行ってしまうと、なかなかお年寄りの方が通ったりするのに不便 

 なことが起こるのではないかと思うがいかがか。 

・国立病院が吸収する、国立病院そのものを生かすということではなく、市立病院を残して国立病院をなくするということも可能なのかなと。 

・市民としては、新たな中核病院となれば、今以上に医療の高度なものが使われて、しかも今までの病気そのものが早期に治るのか、良い医 

 療を使うのかというイメージを持つが、ここにある中核病院の医療の機能は、本当にこうなるのかと17万の市民が心配している。 

・今、市立病院と国立病院が統合になった場合は、国立病院に行くとなっているが、市民としては非常にアクセスが非常に大変だということ 

 が言われている。 

・本当に国立病院になれば、病床そのものが少なくすればいいという、単なるそういう問題でなく、１７万の市民が本当に良かったと言える 

 医療ができるようなスタイルに本当になるのか、ならないのか、そこが市民としては非常に疑問を持っている。 

・いつやるのかとかそういう問題でなく、もしもなった場合には、それらのものをよく勘案して、市として考えてもらいたい。 

・今、苦慮されているのは遠距離の方であって、果たしてその方が弘前に来て医療を受けるとなると、金はかかる、アクセスはない、しかも 

 時間はかかる、それでいろんな問題で不便を感じる、それを克服してもらうような中核病院というものを作ってもらわないと市民は納得し 

 ないと思う。 

・町会連合会としては、何とか市民が満足できる医療ということを訴えていきたいと思っている。 

病院機能の再編成について（つづき） 
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～これまでの市民会議でいただいた意見⑤～ 

・合理的な事だけを第一に頭に入れて物事を進めて行くのではなくて、予防とか検診とか介護とか、すべてが包括的にできていて、市民が弘 

 前にいて良かったなというような、まちづくりの部分でも病院・統合については、皆の意見を聞いていって欲しいなと思う。 

・医学の話しと技術の話しとお金の話は、トータルで物を考えられない話であるが、商売ということではなくて、お金がかかるからやめる、 

 やるというものではないような気がする。その辺については判断が必要だというふうに思う。 

・合併した場合に、弘前病院に行った場合に時間的なバスの問題もあるということが話に出たことがある。 

・一人暮らしのおばあちゃんなどは、病院に一人でなかなかいけないという人たちはたくさんいるのかと思う時に、地域の中で一つになって、 

 すごくいい医療ができるのもいいと思うが、通えなくなるというのはすごく問題ではないかと感じる。 

・お金のこと等も考えると、変わっていかなければならないこともあるかと思うと、ＩＣＴの利用はすごくいいと感じる。 

・病院の統合に関する話ですが、病院と患者さんの間で何が一番大事かということを考えるとやはり信頼関係でないかと思う。 

・今でも、例えば大きな病院に行くと、曜日によって担当の先生が違うと、違うことを言われて帰ってきたとか、そういうことがあるらしい 

 ので、その辺のケアも含めて、ちゃんとした医療を続けて行けるのかというのが一番の重要な所なのかと思う。 

・知的障がい者の保護者の会としては、あまり頭が痛い、腹が痛いと言わない子どもたちの体調や様子を見ながら判断して、どこの病院に連 

 れて行くのかを決めなければならないので、基本的に病院の選択肢が減ることは、あまり望まれることではないと思っている。 

病院機能の再編成について（つづき） 



 病気になったら… 
 

医療 

 
 

住まい 

介護が必要になったら… 
 

介護 
在宅サービス 
施設サービス 
介護予防サービス 

通所・入所 

地域包括支援センター 
ケアマネジャー 

自宅 
サービス付き高齢者向け住宅 等 

福祉 

専門医療 
在宅医療 

 

訪問介護・ 
訪問介護 

健幸増進リーダー 
健康づくりサポーター 

保健（予防） 

いつまでも元気に暮らすために… 
 

生活支援・介護予防 
自立支援、就労支援 
権利擁護、障害福祉サービス 

認知症初期集中支援チーム 

老人クラブ・町会・ボランティア・NPO 等 

健康診断（弘前市医師会） 
健康づくり（保健センター） 

かかりつけ医・ 
歯科医・薬局 

弘前市社会福祉協議会 
生活支援コーディネーター 
認知症地域支援推進員 
認知症サポーター 

活動の場の提供 

 

町会等への 
    参加 

 

弘前市地域包括ケアシステムのイメージ図 

通院・ 
入院 

地域医療 
連携 

弘前大学医学部 
附属病院 

国保・協会けんぽ 

弘前地区在宅医療・介護連携 
支援センターそよかぜ 

中核病院 

ほぼ在宅、ときに入院 

弘前市は 
介護事業所が充実 
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ｃｖ 連携 

健幸増進リーダー 
健康づくりサポーター 

弘前市社会福祉協議会 
生活支援コーディネーター 
認知症地域支援推進員 
認知症サポーター 

中核病院を中心とした連携のイメージ 

福祉 
自立支援、就労支援 
権利擁護、障害福祉サービス 

いつまでも元気に暮らすために… 

生活支援・介護予防 
老人クラブ・町会・ 
ボランティア・NPO等 

健康でいるために… 

健診・予防 

地域包括支援センター 
ケアマネジャー 

地域医療の中心 

中核病院 

 
 

住まい 
自宅 

サービス付き高齢者向け住宅等 

ほぼ在宅、ときに入院 

介護が必要になったら… 

介護 
在宅サービス 
施設サービス 
介護予防サービス 

健康管理センター  
(新設)  

健康診断（弘前市医師会） 
健康づくり（保健センター） 

地域医療連携 

ICTの活用 
データ管理センター(新設) 

連携 

弘大附属病院 

健
診
実
施 

社会参加 

かかりつけ病院・医院・薬局 
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若手医師の
研修施設 



救急医療体制のイメージ 

現在の体制 

◇三次救急：重症患者（生命に関わるような高度な医療を必要とする者）に対応 
◇二次救急：中等症患者（入院を要する者）に対応 
◇一次救急：軽症患者（帰宅が可能な者）に対応 

三次救急 

弘大附属病院 
高度救命救急センター 

二次輪番病院 
二次救急 

急患診療所 
在宅当番医 

一次救急 

自宅など 

高次転送 

高次転送 
事故現場など 

 軽症患者の二次
救急利用によって、
二次輪番病院の負
担増となっている。 

 二次救急病院が
受入過剰となった
場合、搬送受入れ
先が見つからない。 
 
 
 
 
 

 二次救急は参加
病院が少ないなか
での輪番制のため、
毎年診療科ごとの
当番割を調整する
ことに難航する。 

問題点 

将来の体制 

三次救急 

弘大附属病院 
高度救命救急センター 

二次救急と 
一次救急を 
同一敷地内 
で対応 

救急センター 
急患診療所併設 

自宅など 

高次転送 

事故現場など 

搬送先の判断 

中核病院 

 輪番制を廃止し、
365日・24時間、
内科・外科・小児
科を受け入れる体
制となることで、
輪番病院を確認す
る必要がなくなる。 

搬送先の判断 

内科･小児科･外科 
それぞれの輪番病院へ搬送 

改善点 

 二次救急の搬送
先が一本化される
ことで、救急搬送
から診療までが迅
速に行なわれる。 

 一次救急と二次
救急が併設するこ
とで、利用者に
とって受診先がわ
かりやすく、二次
救急への搬送が不
要になる。 
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二次救急搬送の一本化 

中核病院に救急センターを整備 


