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No. ご意見 千葉市の考え 修正 

1 基本構想(案)では新病院へ集約に伴い、病床 40床を削減するとしていますが、新型

コロナウィルスの備えとして感染症病床数は拡充すべきであり市民の命と健康を守る

べく再考頂きたいです。 

青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィル

ス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏

まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。 

 
 

 

2 新病院構想で、小児科産婦人科病床が 40 床減ると伺いました。周産期でうつ病に

なる妊産婦さんは少なくありません。子どもと一緒に入院するケースもありえます。病

床をせめて残して欲しいと強く希望します。 

 
 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。さ

らに、高齢患者の増加に伴い、認知症の患者への対応のため精神科医を配置し、あわせて

精神疾患を有する妊婦への対応も行うことを検討して参ります。 

 
 

 

3 青葉病院の病床数の削減については，新型コロナウィルス流行前であれば一定の

合理性があったのかもしれません。しかし、昨今、コロナウィルスにより病院の空き不

足が問題とされていますがこのような状況でも削減をするのか慎重に考えていただき

ますようお願いいたします。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

4 青葉病院で手術をしました。 

青葉病院がなければ、手術ができず苦しんでいると思います。 

千葉市には青葉病院と海浜病院の２つが必要です。 

なくさないで存続してください。 

選挙で投票します。 

先日、千葉市のこれらの病院に寄付しました！ 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 
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No. ご意見 千葉市の考え 修正 

5 千葉市在住の人間です。青葉病院の病床削減は辞めて下さい。このコロナ禍の中

で、削減する市政に疑問を感じざるを得ません。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

6 現行の経営形態（地方公営企業法全部適用）での病院の拡充を希望する 

① 新型コロナウィルスの感染は公立病院、医療施設の必要性を改めて痛感させたも

のと思います。千葉市民の命と健康を守る拠点として力を発揮することでしょう。 

② コロナウィルス感染で経験したＰＣＲ検査機能の強化して頂きたい。 

③ 海浜病院に欠けている心臓血管外科の復活、整形外科診療の再開等により医療

体制の拡充を図り、花見川地区・美浜地区地域総合医療拠点としての役割を強化

して頂きたい。 

 

必要な税投入は躊躇なく実行し、経営状況を市民全体で共有化すること。市立病院

が財政上も健全であることを期待しますが市民の命と健康を守る大前提を損なうような

人員削減や『合理化』には反対します。2018 年以降の収支改善には注目するもので

す。夜間診療、救急医療センター機能の同時移転を希望します。夜間診療は千葉県内

の医師ボランティアにより成り立っていると聞いています。我が家も夜間診療を利用す

ることで何度か助かった経験があります。救急医療センターを含めた移転を希望しま

す。 

経営形態については、新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態

を当面継続することとしていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心

な医療を提供するために、最も有効な経営形態については、今後も継続的に検討していく必

要があると考えております。 

 

感染症への対応については、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新

型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者

数の状況を踏まえながら、必要な病床数や検査体制の確保に努めて参ります。 

 

新病院については、整形外科や、救急体制を強化するなど、県救急医療センターと連携し

ながら地域の中核的な病院として総合的な医療を提供できる病院を目指して参ります。 

 

市の病院事業の現状や政策的医療などの状況については、市立病院改革プランの公表な

どにより周知を行って参りました。今後も、病院運営委員会の公開、会議資料や議事録等の

公開などを通して、周知を図って参ります。 
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現在、夜間応急診療については、千葉市医師会、千葉市薬剤師会、千葉県放射線技師

会、その他民間病院等の協力により、運営を行っていることから、関係機関と協議をしながら

検討を進めて参ります。 

 
 

7 海浜病院の移転について意見を一言。 

いよいよ海浜病院が幕張に移転が決まったとのこと。我々磯辺地域住民にとって、こ

の決定には納得がいかない、というのが正直な感想です。 

磯辺の地に海浜病院はなくてはならない存在で、コンビニもスーパーもないこの地で

唯一海浜病院は心のよりどころ、心強い存在でした。この病院が近くにあるからこそ、

磯辺地区の住民は、何はなくても安心して生涯住める場所として年を重ねて参りまし

た。大多数の方々が同じ考えだと思います。ガッカリしている方々が大多数だと思いま

す。 

うらみ節を並べても仕方のない今、今後の跡地の利用方法を住民の為に真剣に考

えてもらいたいものです。 

磯辺地区は高齢化、過疎化しております。 

買物難民とも言える現状を考えて、コンビニの誘致を望みます。 

又、海浜病院の代りにクリニックの誘致を希望すると同時に幕張の新病院への無料

シャトルバスを磯辺地区に走らせていただきたい。 

以上です。よろしくお願い致します。 

跡地の利用方法については、現在の海浜病院の用地の所有者である千葉県に、情報提供

を行って参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

なお、無料バスのご意見については、経営面や受益者負担の観点から課題があると考え

ております。 
 

 

8 日頃青葉病院に通院し、大変お世話になっている者です。 

厚労省による公立病院の再編・統合に向けて再検証が必要として公表されたリスト

に青葉病院も入っておりますが、病床数の削減には強く反対いたします。 

高齢化により、ますます病人の数は増えていますし、昨今の新型コロナウィルス感染

症は長期化の様相を呈しています。このような時に経営や効率を優先して病院を縮小

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 
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することや、病床を減らすことは、自治体として市民の命を守るということの責務に反す

ると思います。 

どうか、病気を抱えた弱者の立場に立って、青葉病院の病床削減はやめていただき

ますよう要望いたします。 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 
 

9 1） 周産期・小児医療を青葉病院で継続してください 

千葉市の６区にまたがる広域に、緊急医療を受け入れる病院が海浜病院一か所で

は、患者の生命リスクが伴います。青葉病院での継続をお願いします。 

 

2） 高齢化がますます進んでいる現状に即し、循環器・脳神経外科などの診療科を作

ってください 

脳梗塞・心筋梗塞・大動脈剥離など、一刻を争う診療が命を救います。早期の適切

な処置で、寝たきりになるような事例を防げれば、その後の介護費用の削減にも寄与

できると考えます。 

 

3） 現行の経営形態（地方公営企業法適用）を守ってください。 

誰もが病院のお世話にならずに、健康で一生を送りたいと考えています。 

しかし万一の時は、市民平等にお金の心配なく適切な医療が受けられるようであっ

て欲しい。収益だけでない、社会資産としての病院経営を望みます。 
 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 

新病院については、循環器疾患や救急医療を強化するなど、地域の中核的な病院として

総合的な医療を提供できる病院を目指して参ります。 

 

経営形態については、新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態

を当面継続することとしていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心

な医療を提供するために、最も有効な経営形態については、今後も継続的に検討していく必

要があると考えております。 

 

10 政府が公立病院の統廃合を公表した中に青葉病院が入っていた。千葉市は市民病

院の赤字を解消のために検討をしてきた。公立病院は、県民や市民などの医療を保障

するために全国各地に存在するが多くが赤字であると言われている。 

今回の新型コロナで例えば東京医科歯科大学では、大変な赤字になっている。民間

であれば倒産していても不思議でない。国民の命を守るのは、政府や自治体の優先課

題である。そのために千葉市としても、医療従事者（医師・看護士）の確保を自ら努力

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 
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するともに、根本的な解決策として、政府に医者等の育成に取り組むように求めること

を要望する。 

新型コロナのようなウィルスが今後、増加することが言われるなかで、医療の充実

は、市民の生命を守るために必要である。赤字を理由に医療体制を脆弱にすれば、市

民の生命を守ることができなくなる。千葉市で今回検討されている市民病院のあり方

は、赤字の原因を市民に明らかにして、税金を病院に投入することの必要性を理解し

てもらうことである。市民病院の充実は、一見無駄に見えるが、無駄な体制がなけれ

ば、新型コロナ感染者を受け入れることができない。 

人口の減少が青葉病院の小児科と産婦人科の病床を削減することになったことは残

念です。人口の増加も政策の失敗があると思います。人口増加に取り組むことが必要

であることは、普遍的な問題です。普遍的な対策が求められているのに、逆行するよう

なことを進めることは、市民病院の役割を果たすことにならないと考える。 

市民病院を市民のために改善、充実することは、自治体がとる対策である。市民の

ためには、市民病院の役割を果たし、小児科と産婦人科の病床廃止でなく、充実する

ことです。今後も新しいウィルス対策ができる病院として、医師や看護士などの労働の

あり方を見直してもらいたい。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、国の医師偏在対策の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来

にわたって安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 

11 案では、青葉病院の病床を 40 床減らし、産婦人科や小児科の入院もできなくなるな

ど、機能の縮小が計画されています。現在、青葉病院は千葉市内で救急患者の受け

入れはトップクラスであり、感染症の指定病院としての役割も果たしています。 

夫は長い間、青葉病院のお世話になっており、ここ数年の間は高齢による症状の悪

化により数回救急車で運ばれました。２４時間どの時間帯でも受け入れてくださり、命を

助けていただきました。今後とも市立病院として、市民の命と健康を守る砦として、さら

に機能を縮小することなく、さらに拡充していただきたいと強く思います。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 
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12 以前より、件名に関する情報を閲覧して参りました。 

7月 6日現在、青葉病院の産科に入院しております。 

元々ハイリスク出産でしたし、地元の産婦人科では出産出来ず、初めから青葉病院

でと決めていました。 

入院時、既に個室は満床で、その後運良く一部屋空きが出たため移動できました

が、とても余裕があるようには思えませんでした。 

青葉病院の産科と小児科の病床を無くし、新病院に集約するとの事ですが緑区在住

の者としましては、青葉病院までの距離が通院、出産時共に安心できるギリギリのライ

ンでした。 

新病院に集約されるという事は、収益的には得があるのかもしれませんが美浜区よ

り離れた地域の市民には市民病院の産科、小児科は必要無い、諦めろと言われてい

るようなものです。 

非常に不安で見捨てられた気持ちです。 

これから退院となりますが、この度出産した我が子にもし何かあった場合や、この後

また妊娠があった場合を考え、また、同じように美浜区より遠く離れた地域の同じ境遇

の皆様のためにも、青葉病院に産科、小児科の病床を残す事を切に願います。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として診療体制の充実を図る方向で検討し

ております。新病院に産婦人科の入院機能を集約することで、高度で専門的な医療を安定的

に提供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参りま

す。 
 

 

13 周産期・小児医療を青葉病院で継続してください 

千葉市は、少子超高齢化社会への対応として「医療提供体制の整備、周産期・小児

医療の維持・充実」を上げています。患者が緊急の時、短時間で安心して、いつでも受

診できる体制を望んでいます。 

「基本構想（案）」では新病院に集約することが示されていますが、病院が遠くなるこ

とは患者の身体的リスクが伴いますので青葉病院で医療を継続してください。 

現行の経営形態（地方公営企業法全部適用）を守ってください 

病院整備基本構想（案）は、当面は現行を維持しつつ「最も有効な経営形態」を継続

的に検討するとしています。「精神、感染症、災害、救急、周産期、小児」などの医療

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 

経営形態については、新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態

を当面継続することとしていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心

な医療を提供するために、最も有効な経営形態については、今後も継続的に検討していく必

要があると考えております。 
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は、重要な政策的医療として市立病院が担っています。民間病院は、収益を基調とし

ており不採算医療からは手を引いています。そのため市立病院は、一定の赤字経営は

免れません。先のアンケートでは６０％の人が市税投入を認め、現行制度を評価してい

ます。 

無駄をなくすことと経営形態を変えることとは性質が全く異なります。だれもが、いつ

でも、金銭的にも安心して受けられる、そういう病院事業を進めてほしいと思います。独

立行政法人、指定管理者制度、民間譲渡などの形態は、患者負担増、議会の権限が

及ばない経営形態とするものです。現行の経営形態を守ってください。 

14 私の居住している地域も高齢者が増え、救急車のサイレンを週に複数回聞くことが

珍しくなくなりました。そのような環境下で医療行政に関心を持ち始めている折でしたの

で、千葉市立病院再整備基本構想（案）を拝読させていただきました。以下疑問・質疑

を列記させていただきます。 

1）医療提供体制 

・市外流出率が２０％とありますが、その要因を分析されていますか？ 

もし医療内容に不満を持ち転院したのであれば、医療サービスの向上を検討しなけ

ればならないと思いますが、いかがですか？ 

・医療需要に対応できているとありますが、市外流出があるからであって市外流出が

なくなれば、不足状態になりませんか？ 

・市西部の流出率が高いとありますが、東京方面のほうがより良い、より高い医療提

供があるからでは、ありませんか？ 

 

2）救急医療 

・救急搬送件数が年々増加し、かつ搬送時間が長くなっているとありますが、受け入

れ上の問題ですか？交通事情によるものですか？医療機関の数の問題ですか？

市外流出率については、医療圏からの流出率が 20％というのは、全国的に見て特段高い

数字ではなく、また、千葉医療圏は医療圏外からの流入も多いため、大幅な不足状態になる

とは考えておりません。市西部（美浜区、花見川区）の流出率が高い理由は、市西部に入院

診療に対応できる医療機関が少ないためと考えており、新病院では総合的な診療科を整備

し、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、市民の医療ニーズに対応した総合的な急性期

医療を提供して参ります。 

 

救急搬送件数が年々増加し、かつ搬送時間が長くなっている理由としては高齢化が進んで

いること、受け入れに当たって医療機関交渉回数が多いことが原因と認識しております。 

 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 
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市西部から市東部（その逆も）への搬送は時間がかかるのは当たり前だと思いま

す。市西部に救急患者の受け入れ病院を増やす必要があると思います。 

 

3）新病院整備の基本構想 

・地域の中核的な病院として総合的な医療を提供するとありますが、地域とはどのエ

リアでしょうか？私は市西部と解釈しました。そうすると当然市東部は青葉病院が地

域の中核病院として新病院と同等の規模・診療科目を備える必要があります。新病

院の目指す病院像の中に、胎児から高齢者まで切れ目のない医療の提供とありま

すが、青葉病院もこの病院像を目指していただくことが、市民の健康・医療保障を支

える市の真の医療行政では、ないでしょうか。市西部から青葉病院へ、またその逆

に市東部から海浜病院への通院は、高齢者及び妊産婦にとって、長距離・長時間の

移動、高い交通費の支払いを強いることになり、とても血の通った行政とは言えませ

ん。青葉・海浜両病院がお互いを補填する形態ではなく、それぞれが独立した病院

として、市民への医療提供を行って頂きたいと思います。 

15 患者に信頼される病院にして（青葉＆海浜病院） 患者に信頼される病院を目指して参ります。 

 
 

 

16 千葉市病院事業あり方検討委員会で病院の基本構想が示され、国主導の公立病院

削減方針に沿って青葉病院の病床数を 40床減らすことを妥当としております。 

しかし、今回の新型コロナパンデミックで、明らかになったことは、感染症の受け入れ

を行い、市民の命を守ることのできる公立病院の役割の重要性です。 

新型コロナウィルス感染症は長期化することが予想されています。 

基本構想は新型コロナパンデミック以前の状況を前提に検討されたものと思います

が、千葉市は早急に感染病床の確保の対策を講じるべきと考えます。 

青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィル

ス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏

まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。 
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17 先ず、パブリックコメントと言われて限られた情報の中から、意見を出すのは一般的

に難しい作業です。住民の意見を本当に拾い上げようとするならば、市内全域で説明

会と資料配布は行うべきです。住民に身近な事案として総意を尽くしてほしい。 

 

私は「あり方検討委員会」を傍聴して来たものとして以下の意見を述べます。 

 

・海浜病院の病床数は漠然とした数値があるが、実際どのような診療科の割り振りに

なっていくのか。 

第７回、第８回の委員会が開催されずヒアリング形式でされました。歴史的なコロナウィ

ルス感染症対策が市立病院としてどのようにまとめられ、今後どのように生かされよう

としているのか。 

また、40 床減ってしまう青葉病院の診療科目と医療機能はどうなってしまうのか。広い

千葉市の二つの拠点病院の役割を再確認すべきと思います。 

 

・新しい海浜病院のアクセスについて大幅な改善をお願いしたい。 

私たちの町から直接路線バスで行くことができず、バス→電車→バスの乗り継ぎで

住民からも多くの改善要求が出ています。路線バスや巡回バスなどの対応を願いた

い。 

 

・経営形態の変更の論議がされていました。民間委託、独立行政法人化などが検討さ

れていましたが、これには賛成できません。直営方式を堅持すべきです。ただし委員会

でも指摘されていました「部門別損益計算」などが作成されていないなど、経営事務幹

部集団の確立が重要だと思います。事務幹部は短期間には育成できません。研修や

教育を充実させ短期ローテーションしない専門職として位置づけるべきです。院長など

医局集団を支える事務幹部集団を形成する事を強く望みます。 

新病院については、整形外科の診療体制を構築するなど、地域の中核的な病院として総

合的な医療を提供できる病院を目指して参ります。具体的な病床数等は基本計画以降で検

討する予定です。 

また、医師の確保については、主要診療科で基幹研修施設となることを目指すなど、新た

な取り組みも検討して参ります。 

 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。市民の皆様の受療動向や救急搬

送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状況、医師の確保の状況などを踏まえ

ながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できる

体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 

青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィル

ス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏

まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。新病院では、陰圧設備を備えた専用の

病室を設置するなど、新興感染症の拡大時においても感染症患者に適切に対応できるような

施設の整備を検討して参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

経営形態については、新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態

を当面継続することとしていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心
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また、独立行政法人化は神奈川県や大阪府で実行されていますが、患者負担が大幅

に増やされる結果となっています。安易に独法化すべきではありません。 

 

・海浜病院の病床数が増え診療科目も整形外科など充実する事を願っていますが、医

師をはじめマンパワーの確保をどうやって進めていくのか。千葉県において医師数でも

対人口比において全国最下位クラスの中で。 

 

・青葉病院の病床削減には賛同できません。現状の診療科、医療機能の継続はどうし

ても必要と考えます。国の病床削減に市民目線からは到底納得できるものではありま

せん。 

 

・最後に繰り返しますが、市民病院の在り方を含め千葉市と市民が知恵を合わせて意

見交換する事はとても重要です。あり方検討委員会での意見をもとに、市民説明会と

市民の声を聞く場の開催を強く求めます。 

な医療を提供するために、最も有効な経営形態については、今後も継続的に検討していく必

要があると考えております。 

 

市民への説明等については、時期や方式なども含めて、今後検討して参ります。 
 

18 美浜区民として、市立海浜病院が新病院として同じ区内に建て替え移転となったこと

は喜んでいます。その上で、新病院を充実する観点から、また市立青葉病院、病院事

業全体について以下、意見を申し上げます。 

 

① 新病院の診療科目の充実新病院の病床を 380〜430 床程度にするとしています

が、以前、あり方検討委員会で寺井海浜病院長が、周辺地域の実情から高齢者

医療に対応することが課題と発言されていたと記憶しています。現在の小児医療

機能の充実とともに、泌尿器科や整形外科、地域から必要とされている診療科の

充実を図るべきと考えます。新型コロナなど感染症対策の充実について新病院で

取り組めるようにすべきです。また知り合いからは、精神科医を配置して、患者へ

新病院の診療科目の検討にあたっては、医療の需要、他の医療機関の状況など、市民へ

の安定的な医療の提供という視点を踏まえ、適宜検討して参ります。また、陰圧設備を備えた

専用の病室を設置するなど、新興感染症の拡大時においても感染症患者に適切に対応でき

るような施設の整備を検討して参ります。また、高齢患者の増加に伴う認知症患者への対応

なども含め、精神科医を配置することを検討して参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 
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のカウンセリング、家族等からの相談を受ける体制を確立していただきたいなどの

ご意見が寄せられています。 

② 新病院への交通アクセス現海浜病院についても新検見川駅や検見川浜駅からの

バス路線はあるものの、その他の駅周辺の住民にとっては現在の路線では不十

分です。今度は、新検見川駅、検見川浜駅、海浜幕張駅の中間に新病院が位置

することになるため、これらの駅を循環するバス路線を病院独自または民間バス

の活用など、新病院へアクセスしやすい環境づくりをお願いしたい。 

 

【市立青葉病院について】 

市立青葉病院は、病床削減（縮小）をこのコロナ禍のもとでは認められません。また

感染症が新型コロナだけでなく、今後さまざまな感染症拡大が懸念されているなかで、

病床確保を市民の命を守る観点から最優先に行なうのが公立としての役割ではない

かと考えます。 

 

【病院事業全体について】 

政策的医療に対する診療報酬の改善などを国に求め、さらに千葉市としても両市立

病院事業への繰り入れ等々、市民にもしっかりと病院事業の情報を提供し、市民ととも

に病院をつくっていく姿勢を明確に打ち出すべきと考えます。 

青葉病院については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考慮し、

40 床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き続き

救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 

一般会計からの繰入れを行いながら政策的医療を提供し、市民が必要とする安全・安心な

医療を一人でも多くの市民に提供することは、市立病院の重要な使命であると考えておりま

す。市民に経営状況などを明らかにしながら、その機能を維持、発展させつつ、引き続きその

機能を担って参ります。 
 

19 コロナウィルス感染で地域医療の大変さ、検査体制の遅れを感じた。民間医療と連

携出来る体制、医師の職員数の不足で困窮する現状を、今後、地域住民への医療機

能の充実を図ってほしい。 

地域での整形外科の不足を感じた。ぜひ新病院には整形外科の新設を切望します。 

地域住民が通いやすい巡回バスを充実してほしい。 

新病院については、整形外科を強化するなど、地域の中核的な病院として総合的な医療を

提供できる病院を目指して参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 
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20 新型コロナウィルスが終息できない状況の中公立病院としての機能の充実を求め、

海浜病院と共に安心して治療できるよう 40床減らすことに反対します。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

21 1. コロナ禍で市民も医療機関も大変です。公立病院は民間病院とは異なり健康を守

るとりでです。公立病院は赤字になっても、健康を優先して下さい。政府の公立病

院縮小政策に反対してください。 

 

2. 千葉市は県都です。千葉大学病院、２つの市立病院は頼りになる病院としてます

ます充実してください。市外の人たちにも使用してもらえることも配慮して下さい。他

都市の救急車が到着するのは頼もしい限りです。 

 

3. 少子化の中で、女性が安心して出産できるよう産婦人科を充実して下さい。 

 

4. 労働者が過労にならないよう、いい医療が提供できるよう人員をふやして下さい。 

地域医療構想では、地域の実情に応じた医療提供体制を構築することとしており、市民が

必要とする医療を、地域で切れ目なく提供できるよう、地域の医療機関等と連携・役割分担

し、医療提供体制の確保・充実に努めて参ります。 

 

市立病院では、現在提供されている救急医療、周産期医療、小児医療、精神医療、感染症

医療、災害医療などの政策的医療について、その機能を維持、発展させつつ、引き続きその

機能を担って参ります。 

 

人員配置については、提供する医療に対する適正な人員配置を含めた医療提供体制の確

保・充実に努めて参ります。 

 

22 医師を増やして青葉病院の周産期・小児医療を続けてください。青葉病院の周産期・

小児医療は「産科医の確保が困難」のため新病院に移行するとしていますが青葉病院

で続けてください。周産期・小児医療はリスクが高いため民間の医療機関では避けて

いるといわれています。２４時間体制で安心して医療が受けられる市立病院は患者に

とってのよりどころです。医師不足解消は全国的な課題ですが、改善するために県、国

と連携した対応が必要と思います。そのための協議を進めてほしいです。市民の命と

周産期・小児医療の集約については、周産期医療を担う産科医の不足、さらにその偏在は

全国的に大きな課題となっています。特に千葉県においては、産科医の確保が困難な状況で

す。今後、出生数はさらに減少し、産科や小児科の廃止・集約化が進むことが予想され、青葉

病院でも分娩取扱件数や小児科の入院患者数は減少傾向にあります。これらのことから、産

婦人科及び小児科の入院機能は新病院に集約し、市内全体としてより高度で専門的な医療
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No. ご意見 千葉市の考え 修正 

健康を守るうえで医師はなくてはなりません。医師を確保して青葉病院の周産期・小児

医療を続けてください。 

感染症対策を充実してください。新型コロナ対応は、医療体制の弱さが明らかになり

ました。千葉市の感染症病床はわずか７床であまりにも脆弱です。政府の病床削減政

策によるとはいえ抜本的な改善と体制構築が必要です。「第２・第３波」、新たな新型ウ

ィルスに対応するために早急に国、県に対して病床指定基準の見直しと医療体制の抜

本的構築を上申してください。また市独自の感染症対策を新病院に位置付けてくださ

い。 

を提供できる体制を目指します。外来診療については、新病院と連携し、引き続き維持する方

向で検討します。 

 

感染症への対応については、青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病

床の一部を新型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続

き、感染症患者数の状況を踏まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。新病院に

ついては、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症の拡大時においても

感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 

 
 

23 海浜病院が存続し新病院建設が決まりうれしく思っています。産婦人科と小児科の

入院機能が拡大されるのはいいのですが青葉病院の機能の縮小は困ります。高齢と

なり困った時の病院の在り方は頼りになる病院であってもらいたいです。市民にとって

市立病院は大変重要です。青葉病院は新型コロナでも大きな役割を果たしていると聞

いています。建てかえに対し大きな期待をしています。それによって機能の縮小などな

く安心してどんな時も頼りになる病院作りを市民目線でお願いしたいと思います。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

24 私は７６才、夫との二人暮らしです。私たち夫婦のこの一年間の医療を振り返ってみ

ても地元の診療所がかかりつけで、手術の際は海浜病院へお世話になりました。ある

いは、海浜病院に入院出来ず、習志野市の病院で入院。車が無いので本人も介護の

私も電車で通わざるを得ず苦労しました。やはり、病院は地元にあって欲しいです。そ

こで 

①新病院は診療科目を充実させ、医療の体制強化をはかってください。 

 

②浪花町を通るコミュニティバスを確保してください。 

新病院機能については、診療科の充実を図るなど、地域の中核的な病院として総合的な

医療を提供できる病院を目指して参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 
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No. ご意見 千葉市の考え 修正 

 

③これまで二病院であったものを片方縮小させるともう一方も大変になるので、青葉病

院も縮小させることなくこれまで通り、さらに体制強化を図ること。 

 

④新型コロナへの対応も大事です。しっかり対応出来る医療体制、人員確保が必要。 

青葉病院の病床については、新病院の開院時点においても引き続き救急医療などの急性

期医療を担うこととしております。市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他

の医療機関との役割分担の状況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニー

ズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続

的に検討して参ります。 

 

感染症への対応については、青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病

床の一部を新型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続

き、感染症患者数の状況を踏まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。また、今

回の対応で得た経験等を基に、同様の事例が生じた場合の人員配置・運用や院内感染防止

対策、医療資機材確保等が円滑に行われるような体制づくりに取り組んで参ります。新病院

については、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症の拡大時においても

感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 

 
 

25 以下のとおり、「千葉市立病院再整備基本構想（案）に対する意見」を述べます。 

新型コロナの感染が収まらず、東京を超えて関東周辺県への感染が拡大しつつある

状況にあります。また、日本各地では未曾有の自然災害が起きています。市民の命を

守る公立病院の役割は市民にとってはますます大きくなっています。 

まず初めに、市立海浜病院：新病院は２０２５年にはオープンの計画ですが、老朽化

が著しい中、遅れることのない開設を望みます。 

 

病院の診療内容については、新たに建設される新病院の周辺地域は高齢化地域と

若い層の増加が見込まれる地域、また、近隣地域からの患者が来院する地域でもあり

ます。とりわけ、高齢者人口が２０４５年まで増加する地域でもあります。よって、これま

新病院の開設時期と診療内容については、ご意見を踏まえて、基本計画等で検討して参り

ます。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 



 「千葉市立病院再整備基本構想（案）」に対する意見の概要と市の考え方  

15 

 

No. ご意見 千葉市の考え 修正 

で以上に心臓関係、整形外科およびリハビリ、泌尿器などの診療科目の充実と強化を

求めます。 

 

次に、磯辺地域に住む者にとっては、新たに建設される新病院の交通アクセスを検

討ください。ますます増加する高齢者にとっては来院が不可能になってしまいます。 

 

次に、市立青葉病院については、産婦人科と小児科の入院機能が新病院に集約さ

れ、40 床減らす方向が示されています。しかし、市立青葉病院では、２４時間、緊急を

含め出産の受け入れを担っております。さまざまな事情をかかえた妊婦さんが安心し

て出産できる医療機関を担っております。小児科では兄弟の世話をしながら入院する

お子さんをケアすることを考慮すると市立青葉病院の機能をぜひ、残していただきたい

と考えます。産婦人科・小児科も身近にベッドを確保することが地域の安全にはかかせ

ません。 
 

26 意見 

○青葉病院の機能維持・充実を図ってほしい 

基本構想（案）でも触れられている地域医療構想では、千葉市（千葉医療圏）は急性期

病床が過剰とされている。このことから基本構想（案）では青葉病院について将来的な

機能再編を検討することが必要とされている。しかし千葉市では救急搬送件数は今後

も増え続け、２０１７年の約５万件から２０３０年には約６万件に増加する。特に６５歳以

上の搬送件数が増加する見込みであるが、青葉病院の主要な医療圏である中央区、

緑区の高齢化のピークは２０３０年よりもさらに先である。このことから青葉病院の急性

期機能・救急医療は将来に渡って維持すべきと考える。 

 

○公立病院として市が必要な財政負担を行い、現行の経営形態を維持すべき 

青葉病院の病床については、新病院の開院時点においても引き続き救急医療などの急性

期医療を担うこととしております。しかし、新病院の開院により市民の受療動向や周辺医療機

関が提供する医療内容に影響を与える可能性があり、現状のように救急医療に対する需要

が大きい場合は急性期機能を維持し、回復期機能や在宅医療に対する連携・支援に対する

需要が増加した場合は機能再編を検討するなど、医療圏の需給状況に応じた長期的な視点

で検討することが必要であると認識しております。 

 

市立病院は、一般会計からの繰入れを行いながら政策的医療を提供し、市民が必要とす

る安全・安心な医療を一人でも多くの市民に提供することは、重要な使命であると考えており

ます。 
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基本構想（案）では市立病院の経営状況について、累積欠損金が約８５億円、一般会

計からの繰入金が２０１８年度で６０億円以上となっていることから、経営の健全化に取

り組むことや将来的な経営形態の見直しに言及している。しかし千葉市病院事業のあ

り方検討委員会では、一般会計からの繰り入れについて「脳神経外科や心臓血管外

科、呼吸器疾患、整形外科疾患、こういった患者さんを受けられない」「地域医療が基

盤にあって、二階建てに特殊な医療、そこでやはり、青葉病院と新病院が連携してい

く。こういった医療を実践しないと、生産性という意味でなかなか厳しい」という意見が

海浜病院の院長から出されていた。民間病院では取り組むことが困難な政策医療・不

採算医療を担い、市民の命と健康を守る公立病院の役割を果たすために、市が一般

会計からの繰り入れをはじめ財政的な負担を負うのは当然のことであり、そのことは市

民アンケートの結果にも示されている。赤字の解消のために経営形態の変更を検討す

る必要はなく、現行の経営形態を維持することこそ求められている。 

 

○感染症病床の充実を 

青葉病院は感染症指定医療機関として感染症病床を備えている。しかし新型コロナ感

染患者への対応ではこうした感染症病床の全国的な不足が明らかになった。全国の感

染症病床は約９０００床（１９９８年）から１８００床へと２０年間で５分の１程度にまで減

少している。いま必要なことは新型コロナの第二波、第三波や新たな感染症に備えて

感染症病床を抜本的に拡充することである。感染症病床の９割は公立・公的病院が担

っており、青葉病院の機能拡充こそ求められている。公立・公的病院の再編統合を進

める国の方針に沿って青葉病院の病床削減を行うべきではない。 

 

質問 

○昨年実施された「市立病院に関する市民アンケート」では、市立病院への税金による

支援について「市立病院への現状程度の支援を続けることはやむを得ない」という回

一方で、市立病院が将来にわたって安定的に医療を提供し続けるためには、健全な経営

にも配慮していく必要があり、継続的に両市立病院や他の医療機関との役割分担を踏まえた

診療体制や診療機能を検討するとともに、経営の健全化に向けた取組みを行っていくことも

重要と考えております。 

 

経営の健全化を図りつつ市立病院の役割を果たすために、最も有効な経営形態について

は、関係機関等と協議しつつ、広い視野をもって、今後も継続的に検討して参ります。 

 

青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィル

ス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏

まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。 
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答が全体の約６割を占めている。市民の多数が市立病院の機能を維持・充実するため

に税金による支援を理解しているが、市としては毎年６０億円程度の税金からの支援

は削減・解消すべきという立場なのか。理由も含めて示していただきたい。 

 

○青葉病院は感染症指定医療機関として６床の感染症病床（第２種）を備えているが、

千葉市内では千葉大学医学部附属病院を含めても７床しか確保されていない。基準病

床数の見直しも含め感染症病床の拡充が必要だと考えるが市の認識はどうか。 
 

27 青葉病院から産婦人科及び小児科の入院機能をなくさないで。公立病院の重要な

役割を果たせるようにしてください。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 
 

 

28  現行、青葉病院で行っている周産期、小児医療を継続して下さい。 

 産科医不足解消は全国的な課題ですが、市民の命と健康を守るうえで産科医の確

保は不可欠です。確保に努めてください。 

 

 病院経営は現行の地方公営企業法による経営を守ってください。民間では収益を基

調として不採算医療からは手を引いています。だれもが、安心して医療が受けられ

る、病院事業を進めてください。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、産科医を確保しながら、高度で専門

的な医療を安定的に提供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できる

よう対応して参ります。 

 

経営形態については、新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態

を当面継続することとしていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心

な医療を提供するために、最も有効な経営形態については、今後も継続的に検討していく必

要があると考えております。 

 
 

 

29 千葉市立病院再整備基本構想（案）にたいする意見 

1. 新型コロナウィルスのパンデミックにより、世界の人々の命と暮らしが脅かされて

います。日本においては、この間医療体制、特に感染症対策の不備が明らかに

なりました。国の施策により感染症病床が減らされ、千葉市の病床は７床、抜本

感染症への対応については、新病院については、陰圧設備を備えた専用の病室を設置す

るなど、新興感染症の拡大時においても感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を

検討して参ります。 
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No. ご意見 千葉市の考え 修正 

的改善、体制構築が必要です。感染症病床の大幅拡充など市独自の感染症対

策を新病院建設に位置付けて下さい。 

 

2. 病院整備基本構想(案)は、当面現行を維持しつつ「最も有効な経営形態」を継続

的に検討するとしていますが、公立病院は、精神、感染症、災害医療や救急、周

産期、小児などの政策、不採算医療を担う役割を課せられ、赤字経営は避けら

れません。無駄をなくすことは必要ですが、経済性重視で経営形態の変更は認

められません。消防や警察の役割を見れば明らかです。現行の地方公営企業法

による経営を守って下さい。 

経営形態については、新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態

を当面継続することとしていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心

な医療を提供するために、最も有効な経営形態については、今後も継続的に検討していく必

要があると考えております。 
 

30 緑区の人口、1992 年は 6 万人台でした。2020 年には 129000 人まで増加していま

す。近くに子ども病院はあるものの、救急や小児科など抱える病院が不足しています。

中央区に集中させるのではなく人口増の緑区にお願いします。 

緑区の医療需要は、青葉病院も含め多くの医療機関が所在する中央区及びその周辺の医

療機関で対応していると認識しております。これらの医療機関と役割分担・連携を図ることで、

対応して参ります。 

 
 

 

31 一人暮らしの 80 才女性。かかりつけの近くの病院は入院ができませんので、夫も私

も海浜病院を頼りました。千葉市の総人口に対して公立病院が少ない。新型コロナな

どの感染症に対応する病床確保が必要です。地域の安全・安心のために公立病院の

役割を守ってほしい。今は運転していますが、海浜病院が建設される頃免許はありま

せん。下記のことを意見としてお願いします。 

① 海浜病院について 

－新病院と新検見川駅の循環バスの新設 

－診療科目を増やし、医療の向上をはかる医療従事者、人員増など待遇改善を

はかる 

② 青葉病院について 

－産婦人科・小児科の存続を。 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

新病院については、地域の中核的な病院として総合的な医療を提供できる病院を目指し、

体制の整備も含めて対応して参ります。 

 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 
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No. ご意見 千葉市の考え 修正 

32 病院は命の源です。病院を守って下さい。 

国の不誠実な方針に負けないで。 

地方自治体の県民、市民を守る、命を守るため、頑張りましょう。 

「市民がついています。」 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 
 

 

33 一.青葉病院のベッドを減らすことには賛成できません。 

一.新型コロナで多くの患者を受け入れた公立病院の感染症ベッドは第二波、第三波に

向けていっそうの拡充が必要と思います。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィル

ス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏

まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

34 新型コロナウィルスの危機は、医療体制の弱体化を露呈させました。ＰＣＲ検査を受

けられない。感染症の病床が不足している等々が多くの市民に不安を与えました。感

染症病床の確保は公立病院でなければできません。医療体制の充実や保健所の増設

は、今やらなければならない喫緊の課題だと思います。 

 

緑区の人口は１３万人になろうとしています。緑区に総合病院が必要だと思います。 

 

緑区の医療需要は、青葉病院も含め多くの医療機関が所在する中央区及びその周辺の医

療機関で対応していると認識しております。これらの医療機関と役割分担・連携を図ることで、

対応して参ります。 

 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 
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公立病院の果たす役割は、市民にとって大事なものです。特に少子化が叫ばれてい

ますが、掛け声に終わらせてはいけません。誰でも入れる公立の保育所の増設。公立

の病院での産婦人科、小児科の診療、入院機能は必要ではないでしょうか。 

35 海浜病院を改築し、内容を充実させることを早く実現させてください。 

 

医療は個人の責任で充実させるとか確保できるとかの問題ではなく、公共（的）責任

で対応すべきものと考えます。千葉市民として海浜病院、青葉病院とも診療科目、内

容、入院治療、設備を拡充することを願っています。 

 

新型コロナの感染症対応が、全国でも課題となっていますが、困難をきわめる医療

は、国、県、市が対応しなければ崩壊につながります。医療や福祉は”もうけ”の材料で

はないと思います。人間が生活していくためには欠かせないものです。又、子育て（産

み育てること）を安心して千葉でできる対応可能な施設は全く乏しい状況です。費用や

場所の不安を軽減し、医療体制を確保するのは早急の課題です。是非、海浜、青葉両

病院の内容を更に拡充・存続させることを求めています。 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 
 

 

36 ８１歳女性。脳梗塞後左半身不随の夫を医療、介護関係者に支えられ８年間在宅介

護しています。私も夫も地元の診療所と海浜病院のおかげで何とか生きています。お

隣の老夫婦は心臓の病気で青葉病院まで「タクシー代が大変」と言いながら通ってい

ました。かかりつけの病院では胃がんなど腹部手術ができなくなり、市立病院などのセ

ンター病院を頼らざるを得ない状況になっています。より身近なところでより良い医療を

受けたいというのが切実な願いです。”近くで”というのは車の免除証を返した私だけで

はなく子育て中の若い世代にも共通の願いです。将来は区ごとに市立病院が欲しい。 

① 海浜病院について－新病院と新検見川駅を結ぶバス路線の新設診療科目を増

やし、医療の向上をはかる。 

② 青葉病院について－周産期、小児医療の存続 

新病院については、がん診療を強化するなど、地域の中核的な病院として総合的な医療を

提供できる病院を目指して参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 
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No. ご意見 千葉市の考え 修正 

③ 市立病院の任務－コロナ禍の教訓として、あまりにも少ない千葉市の感染症病床

を増やすこと。医療従事者の不足で医療崩壊させぬよう、人員増と待遇改善をは

かる。 

 

さらに、感染症への対応については、青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加

え、一般病床の一部を新型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより対応してお

り、引き続き、感染症患者数の状況を踏まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。

新病院については、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症の拡大時に

おいても感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 

 
 

37 1. 千葉市民の生命と健康を守る為に、2 つの市立病院の存在は重要と考えます。そ

の為にも公的運営は必要です。その為の税金投入することは市民にキチンと説明

をすれば理解は得られるものと思います。 

 

2. 感染病や災害にも対応出来る病院にしてほしい。新型コロナウィルスの感染は市

民を震撼させました。その対応に病院は苦慮されたと思います。地震や台風など

の災害からも市民の命を守るためにも、政策的にも役割があると考えます。 

 

3. 新病院が 2025 年に開業出来ることは、喜ばしいことです、救急医療の充実、心臓

疾患などの診療科目のさらなる拡充を求めます。 

 

4. 青葉病院は、新病院開設時に 40 床減らされるのは問題です。地域的に新病院ま

では遠くなり困る人が増えるのではないでしょうか。現状どおりにすべきです。 

 

5. 国が求めている公的、公立病院の「再編統合リスト」に青葉病院が入っているが、

断固として撤回を求めて頂けるよう求めます。 
 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中で、限られた医療資源を有効に活用するた

めにも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で

質の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 

災害対応については、青葉病院・新病院ともに引き続き災害拠点病院として必要な機能を

整備して参ります。また、感染症への対応については、青葉病院では、これまで、既存の感染

症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより

対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏まえながら、必要な病床数の確保に努め

て参ります。新病院については、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症

の拡大時においても感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 

 

新病院については、救急医療を強化するなど、地域の中核的な病院として総合的な医療を

提供できる病院を目指して参ります。 

 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 
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公立・公的病院の再編統合リストは、必ずしも医療機関そのものの統廃合を決めるもので

はないとされています。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

38 青葉病院…人口に対する医療が足りているか――。これからは特に 65 歳以上の件数

が多くなる見込み。地域のみでなく急性期機能・救急医療は将来必要で維持すべきと

考える。 

 

市立病院…地域の医療になっているか――。千葉市では口を開けば「金がなく何事も

赤字」…。市民の命と健康を守るのが市立病院の役割で財政負担を負うのは当然のこ

と。 

 

感染症…千葉県・千葉市では感染症のいままでの備えの事はあまり耳にしない。コロ

ナだけではなく、これからは色々出てくると思う。感染病床は備わっているか――。公

立・公的病院の再編統合を国の方針に沿う事で病床削減は行う事ではない。 

 

精神科…これから多くなってくると思う。24 時間いつでも対応できるような青葉病院は

必要。産婦人科も小児科は数少ない。子育て中は必要。 

 

・がん診療、糖尿病、脳神経疾患、外科などなくてはならない、どこに行けばいいのか。 

 

・新病院へのアクセス大事です。毎日通うので――。 

青葉病院については、新病院の開院時点においても引き続き救急医療などの急性期医療

を担うこととしております。しかし、新病院の開院により市民の受療動向や周辺医療機関が提

供する医療内容に影響を与える可能性があり、現状のように救急医療に対する需要が大き

い場合は急性期機能を維持し、回復期機能や在宅医療に対する連携・支援に対する需要が

増加した場合は機能再編を検討するなど、医療圏の需給状況に応じた長期的な視点で検討

することが必要であると認識しております。 

 

一般会計からの繰入れを行いながら政策的医療を提供し、市民が必要とする安全・安心な

医療を一人でも多くの市民に提供することは、市立病院の重要な使命であると考えておりま

す。 

一方で、市立病院が将来にわたって安定的に医療を提供し続けるためには、健全な経営

にも配慮していく必要があり、継続的に両市立病院や他の医療機関との役割分担を踏まえた

診療体制や診療機能を検討するとともに、経営の健全化に向けた取組みを行っていくことも

重要と考えております。 

 

感染症への対応については、青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病

床の一部を新型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続

き、感染症患者数の状況を踏まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。新病院に
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No. ご意見 千葉市の考え 修正 

 

・私は 82 歳になり、今は高血圧の薬だけですんでいるが、これからは何時どうなるか

不安。近隣の町医者が少なくなり、いざという時には救急で行かなくてはならず、運び

込まれた病院が遠くては通うことはできません。アクセスが大事です。高洲はまるで田

舎町のように自家用車かタクシーで病院に通わなければならない。バスがないので、

年金では長期に通えません。 

ついては、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症の拡大時においても

感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 

 

今後、高齢化に伴い増加が見込まれるがん、糖尿病、脳神経疾患などについても的確に

対応する必要があります。限られた医療資源を有効に活用するためにも、市立病院同士ある

いは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質の高い医療を持続的に

提供して参ります。 

 

新病院では、高齢患者の増加に伴う認知症患者への対応を考慮し、精神科医を配置する

ことを検討しており、あわせて精神疾患を有する妊婦への対応も行うことを検討しております。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

39 新病院、青葉病院の機能をさらに充実してほしいです。新病院へ通うバスなどもっと

便利にしてください。特に高齢者が増えており、自動車は持たない。運転できない人が

多いので、病院行きのバスがほしいです。お見舞いの人のためにも交通の便をよくして

ください。 

変化する医療ニーズを的確に捉え、市民が必要とする医療を、地域で切れ目なく提供でき

るよう、地域の医療機関等と連携・役割分担を踏まえ、市立病院の機能について継続的に検

討して参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 
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40 P.35 

災害に強い病院とするために、以下の 2つの考え方を追記することを提案します。 

【提案１】 

大規模災害時に発生しうるエネルギー供給の長期途絶に備えて、非常用発電機

の整備や自立・分散型エネルギー（ガスコージェネレーション等）の導入等による非

常時にも活用できる電源を確保します。 

理由１ 

令和元年９月、１０月に発生した風水害により千葉県はこれまで経験したことのな

い甚大な被害を受けました。特に、３日間をはるかに超える系統電源の長期間にわ

たる途絶により医療機関に大きな影響を与えたともに、残暑が厳しい中で空調が効

かなかった屋内での死者も発生しました。このような事態に対して自立分散型エネ

ルギーが有効であることは令和元年の風水害時に成田赤十字病院等で実証されて

います。 

また、千葉市国土強靭化地域計画＊１においては、「事前に備えるべき目標：大規

模自然災害発生直後から救助・救急・医療活動等が迅速に行われる」に対応するリ

スクシナリオとして「救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶」を

想定しています。そのリスクシナリオへの対策として 

（医療施設における非常用電源の確保） 

災害時において、医療施設の基本的な機能を維持するため、非常用発電機の整

備や自立・分散型エネルギー（ガスコージェネレーション等）の導入等により、非常時

にも活用できる電源（常用非常用併用電源）を確保する必要がある。 

と謳われています。 

＊１）千葉市国土強靭化地域計画：平成 30 年 3 月策定（P.7 および P.15）総合計

画と同様に千葉市のあらゆる計画が参照すべき「アンブレラ計画」。また千

葉市地域防災計画にも同様の記載があります（共-P.24、P.85） 

提案１・２については、基本計画以降で検討すべき課題として、ご意見を参考にして参りま

す。提案３については、該当箇所の記述を変更しました。提案４については、危機管理部門と

連携しながら基本計画等の検討を行って参ります。 
 

○ 
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No. ご意見 千葉市の考え 修正 

 

【提案２】 

・災害時等の非常時において隣接する幕張新都心若葉住宅地区小学校・公益施設

への電源供給可能な設備の設置を検討します。 

理由２ 

千葉市内の小学校は避難所として指定されていて災害時においても最低限の

電源供給確保が求められます＊２。そのためには避難所ごとに非常用発電機の整

備や自立・分散型エネルギー（ガスコージェネレーション等）を設置することが考

えられますが、本基本構想では、病院の建設予定地が幕張新都心若葉住宅地

区小学校・公益施設用地内（P.40）で小学校と同一敷地内であることから、病院等

に設置された電源から避難所である小学校に電気を供給する方が、小学校に非

常用電源設備を設置するより経済的で信頼性を高めることができる可能性があ

りますので、検討しておくべきと考えます。 

＊２）千葉市地域防災計画（共－P.85） 

（２）避難所 

イ 整備目標 

必要に応じ、良好な生活環境を確保するために、換気、照明等の設備や停電

に対応できる非常用発電機等の整備・改修、自立・分散型エネルギーの導入に

努めるものとする。 

 

【提案３】 

P.36（５）効率性・経済性の高い病院 

・施設・設備の設置費用だけでなくコストが高い運転費用を考慮し以下のように記載

を変更することを提案します。 

・施設・設備の運転費用やメンテナンス等のライフサクルコスト等を考慮した効率性・
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経済性の高い施設を整備します。 

理由３ 

空調設備のライフサイクルコストには、初期の工事費を含めた設備費用、光熱

費・管理費などの運転費、メンテナンス費用が含まれます。病院においては１年

中休むことなく空調が必要ですので、運転費がライフサイクルコストの大半を占め

る場合がほとんどです。どれだけ高効率の設備を設置しても空調負荷に見合っ

た最適な運転を行わなければ省エネルギーや省コストは実現できません。省エ

ネ・省コスト運転を可能にするためには、運転状況を常に監視するための計測設

備や制御設備が必要です。このような最適運転に必要な設備も考慮して設計を

行い、必要な設備を初めから設置することがライフサイクルコストを低減させるた

めに重要なポイントです。 

 

【提案４】 

基本構想の決定および引き続き行われる基本計画の策定において防災に関する関

係者を検討メンバーに加えることを提案します。 

理由４ 

令和元年 9月、10月に発生した風水害への対応が求められている現状におい

て千葉市の象徴的な施設である市立病院を新たに建設するに当たってはこの課

題へのしっかりした対応が求められます。「千葉市病院事業のあり方検討委員

会」での検討経緯を見ると、これらの課題について触れられた様子は全く窺えま

せん。 

基本計画が決まってからでは全く対応ができませんので、早急に危機管理部

門の専門家を検討メンバーに加えて議論を尽くすことが必要と考えます。また、

必要に応じて当該分野の有識者の参加も検討すべきと考えます。 
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41 〇市立病院の病床削減はやめて下さい！ 

千葉市立病院基本構想（案）では、青葉病院の救急医療は継続となりましたが、産

婦人科及び小児科の入院機能を新病院に集約し、40 床を減らすとしています。病床削

減は地域の市民にとって重大なことです。病床削減は千葉市に住んでほしいという市

の考えに反するものだと思います。これからの少子高齢化社会が進む中で、子どもか

らお年寄りまで対応する病院の機能強化を図ってほしいと思います。 

今、産科婦人科医も激減し、妊娠して病院探しに大変苦労している実態を目にしてい

ます。病床を減らさず、充実した医療体制を市民に提供するようお願いします。 

 

〇新病院までの交通対策を図ってください！ 

ＪＲ幕張駅から新病院までの交通アクセスがありません。患者様にとって徒歩は大変

困難で、タクシーですと経済的に困難です、患者様が苦労しないで通院できるようお願

いします。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

42 民間病院ではできない政策医療、不採算医療を担い、市民の命と健康を守る公立病

院の役割を果すために市が財政的な負担を負うのは当然です。現行の経営形態を維

持することこそ求められています。 

 

新型コロナ対策で感染症病床のある公立病院の充実を図り、市民の安心をささえて

下さい。 

市立病院では、現在提供されている救急医療、周産期医療、小児医療、精神医療、感染症

医療、災害医療などの政策的医療について、その機能を維持、発展させつつ、引き続きその

機能を担って参ります。 

 

新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態を当面継続することとし

ていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供するため

に、最も有効な経営形態については、今後も継続的に検討していく必要があると考えておりま

す。 

 
 

 

43 コロナ対応出来るような病院になるように新病院をして下さい。 

今でも産婦人科、小児科が少ない状態なので、子育て世帯が安心して産み育てられる

ように充実して下さい。 

新病院では、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症の拡大時におい

ても感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 
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高齢者は足が無いと一人で病院へも行けません。ＪＲ幕張駅から新しい病院への路線

バスも作って下さい。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

44 私は団塊世代です。2025年の機能別病床数を見ますと、「急性期以外は不足と推計

され特に、回復期が大幅少ない。」としています。75歳以上の高齢者が多くなることは、

緊急患者も増えることが予想されており、その中でも青葉病院は中心的な病院となっ

ており、規模の縮小などトンデモナイと考えています。 

又、今回のコロナ禍の感染症病床数は、青葉病院が６床となっており、千葉県の中

でトップですが、千葉県全体でも５５床しかないことは、コロナ等今後発生する感染症に

対する体制がまるで出来ていない実態が判りました。コロナの感染を確認する PCR 検

査体制とリンクする感染者を収容する病床数が極端に少ない状況は改善する必要が

あると思います。あり方検討委員会委員長の尾形先生も指摘しているように、コロナウ

ィルス感染拡大は、公立病院の重要性が改めて認識され、将来にわたって安定的な対

応が可能となる計画とすべきと述べています。 

今回の千葉市立病院整備基本構想は、海浜病院の新築を早く進め、2025年の75歳

以上の高齢者が最大となることに対応できることが重要と思います。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

感染症への対応については、青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病

床の一部を新型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続

き、感染症患者数の状況を踏まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。また、新

病院については、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症の拡大時にお

いても感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

45 緑区の人口は年々増え続け、現在１２万人近くにそれなのに救急や小児科など抱え

る病院が不足しています。実際に救急車を呼んでも、行き先が決まらず 30 分あまり、

緑区の医療需要は、青葉病院も含め多くの医療機関が所在する中央区及びその周辺の医

療機関で対応していると認識しております。これらの医療機関と役割分担・連携を図ることで、

対応して参ります。 
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自宅前で待たされた事があります。これでは救急にならず命にさしつかえます。人口増

地区の緑区こそ、救急病院や総合病院を作って欲しいです。 

新型コロナの第２波や、これからどんなウィルス感染等きても対応できる公立病院の

感染症病床を一層の拡充が必要である。市民が安心して、PCRや抗原・抗体検査を公

立病院で無症状の方も含め多くの市民が受けられる体制を作って欲しいです。 

 

感染症への対応については、青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病

床の一部を新型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続

き、感染症患者数の状況を踏まえながら、必要な病床数の確保や検査体制の整備に努めて

参ります。新病院については、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症の

拡大時においても感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 

 
 

46 千葉市が政令指定都市であることを考え、その人口に見合った市民の健康を守る市

民病院が、２ヶ所完全に機能を整え、診療を行うことを求めます。 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 
 

 

47 私は 80 才をこえひとり暮しをしている高齢者です。新型コロナウィルスなど今までに

なかったようなことがおきています。いつ難しい病院にかかるかわかりません。市民の

命を守ってくれるのは公立病院です。青葉病院の役割は大きいです。診療科目なども

市民の声を聞いてから決めてください。お願いいたします。 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 

48 だれもが安心して暮せる社会のためには、公立病院の充実は必須です。 

特に高齢化の進む中、そして、今回のような新型コロナウィルスや大きな災害等の

中、市民の健康と命を守るためには、公立病院の充実は一層必要です。廃止、減少で

はなく、「青葉病院」や「海浜病院」の更なる充実を切に求めます。 

「産婦人科」や「小児科」の充実は、千葉市に若い世代を呼びこみ、活気ある地域社

会形成のために大きな役割を果します。 

更なる拡充をお願いします。 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 
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49 夫が海浜病院に昨年、入院退院を５回くり返しました。車がないのでバスを乗りつい

で面会等に通いました。 

海浜病院が新設されるのは大変の喜びです。是非公共交通機関で誰でもが行きや

すくして下さるようお願い致します。 

青葉病院のベッド数削減しないようお願い致します。 

新病院への公共交通手段としては、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定してお

り、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを行う

など、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

50 千葉市立海浜病院、青葉病院、２病院とも市民の健康と生命を守るためになくてはなら

ない大切な病院です。 

 

〇青葉病院について 

千葉市は急性期の病床が過剰とされ青葉病院の機能再編を検討していく必要があ

るとされ急性期医療、救急医療の縮小が懸念されます。 

青葉病院は多くの救急搬送を受入れ市民や近隣の地域住民の命を救ってきました。

中央区、緑区の高齢化のピークは 2030 年よりもさらに先、千葉市の高齢化の人口の

ピークは 2050年とされており救急搬送件数は今後も増え続けると思われます。急性期

医療、救急医療は将来にわたって維持していくことが必要ではないでしょうか。 

またベッド数を 40床削減し産婦人科、小児科のベッドをなくし新設の病院へ機能を移

すとされており入院できなくなります。産婦人科、小児科は緊急性のある疾患もあり、

住民にとって近くにあって欲しい機能です。地理的にも１ヶ所では通いきれません。青

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。さ

らに、高齢患者の増加に伴い、認知症の患者への対応を考慮し、精神科医を配置し、あわせ

て精神疾患を有する妊婦への対応も行うことを検討して参ります。 

 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 
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葉病院には精神科があり合併した妊婦さんへのフォローもできることになっています。

千葉大学付属病院は、青葉病院よりも出産費用が１０万円高く、経済的な支援を必要

とする世帯への対応も青葉病院は行っています。青葉病院から入院機能がなくなれば

他の診療科目との連携ができなくなり患者にとって大きな負担です。産婦人科、小児科

の入院機能をなくさないでください。 

 

〇海浜病院について 

海浜病院が建替えられることになり大変嬉しく思いますが総合病院として診療科目

の充実をはかってください。受診者の多い美浜区、花見川区、稲毛区は、高齢化が進

んでおり、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器疾患、整形外科疾患などの患者を十分

受け入れられるように取り組んでください。 

また、新築される場所への公共交通機関の整備をはかり、誰もがかかりやすいよう

に利便性を図ってください。 

 

〇経営形態について 

累積欠損金が約 85億円にのぼり、一般会計からの繰り入れが 2018年で 60億円以

上になっていることから経営の健全化、経営形態の見直しについても触れられていま

す。 

夜間も含めた救急搬送の受け入れ、リスクの高い出産、こどもの医療、採算の合わ

ない医療を提供する市立病院に対して税金による支援を続けていくことはやむを得な

いことと思います。市民の命と健康を守る公立病院の役割を果たす為に市が財政的な

負担を負うのは当然のことです。赤字解消のために経営形態の変更を検討する必要

はなく現行の経営形態を維持してください。 

〇その他 

新病院については、心臓血管外科、整形外科を強化するなど、地域の中核的な病院として

総合的な医療を提供できる病院を目指して参ります。 

 

また、新病院への公共交通手段としては、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定

しており、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけ

を行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

経営形態については、新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態

を当面継続することとしていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心

な医療を提供するために、最も有効な経営形態については、今後も継続的に検討していく必

要があると考えております。 

 

災害対応については、青葉病院・新病院ともに引き続き災害拠点病院として必要な機能を

整備して参ります。また、感染症への対応については、青葉病院では、これまで、既存の感染

症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより

対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏まえながら、必要な病床数の確保に努め

て参ります。新病院については、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症

の拡大時においても感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 
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青葉病院には感染症に対応するベッドがあります。新型コロナウィルス感染症の終

息が見えない中、感染症から市民の命を守るため青葉病院の役割はとても重要です。

地球温暖化が進む中、自然環境が大きく変わり甚大な災害が各地で起きています。こ

の 30年のうちに関東一帯に大地震が起きるのではと懸念もされています。災害が起き

た時の拠点病院として２病院とも十分な備えを行ってください。 

51 日々、救急では自殺未遂者や精神疾患を持った患者さんが多く運ばれております

が、そのような患者さんへの心理的ケアというものはあまり、叫ばれておりません。ま

た、そのような患者さんに医療スタッフがどのように対応すべきか困っておられる現状

もあります。 

 

そのため、心理の専門職の立場から、「救急カウンセリング」を提案したく意見させて

いただきます。 

救急で夜間に自殺未遂を起こす患者が運ばれていますが、精神科医の不在等で心

理的ケアにも限界があります。 

しかし心理的ケアは精神科医だけでなく心理士にも担えます。 

近年、自殺未遂患者に心理的ケアを行うことで、自殺未遂を減らせることがわかって

きました（Stephanie ら、2020）。 

 

自殺未遂に対する心理的ケアによる自殺予防、救急科の負担軽減のために、救急

科に心理的ケアを行う心理職を置いていただきたく、意見いたします。 

今後の検討の参考にして参ります。  

52 1） 青葉病院の病床削減には反対です。産婦人科や入院機能は今後も維持して下さ

い。特に産婦人科については産後うつ等の精神疾患に対するケア機能は重要、引

き続き機能維持すべきです。 

2） 救急患者の搬送時間が千葉市は長くなっており、今後の救急体制について一層の

強化をお願いします。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。さ

らに、高齢患者の増加に伴い、認知症の患者への対応を考慮し、精神科医を配置し、あわせ

て精神疾患を有する妊婦への対応も行うことを検討して参ります。 
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3） 緑区はまだ人口が増え続けており救急医療体制や小児科などの病院は不足して

います。中央区には病院が集中していますが、緑区にこそ総合病院を作って下さ

い。 

 

救急医療については、両市立病院とも、千葉医療圏内外の医療機関と連携して、体制の強

化に取り組むこととしています。 

 

緑区の医療需要は、青葉病院も含め多くの医療機関が所在する中央区及びその周辺の医

療機関で対応していると認識しております。これらの医療機関と役割分担・連携を図ることで、

対応して参ります。 

 
 

53 感染症の対策を重視して下さい。 

長期化する新型コロナ。千葉市の感染症病床は７床で少なすぎます。新型コロナウィ

ルス対策を新病院に位置付けして下さい。 

感染症への対応については、新病院については、陰圧設備を備えた専用の病室を設置す

るなど、新興感染症の拡大時においても感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を

検討して参ります。 
 

 

54 市立病院についてのパブリックコメントとして今回の新型コロナウィルス感染症への

対策として、重症者に対しての治療、とりわけ重症肺炎に対する人工呼吸器ＥＣＭＯと

その利用を可能にするＩＣＵ施設の重要性が明らかとなった。そのような病床の確保は

一般病院ではよほどの大病院でなければ負担に耐えられないだろう。そういう時こそ公

的病院に対する支援を厚くし「市民の命を守る」の一点で手厚い施策を尽くしてほしい

と思う。整った施設は医師や看護師など医療従事者の命と健康も守り、安心して市民

のための仕事に従事できる保証となるだろう。 

また、救急搬送された患者の受け入れも市立病院にとっては重要な任務ではないだ

ろうか。現在、青葉病院の救急患者の受け入れは半端ない件数になっていると聞く。さ

らに、友達知人からよく聞くのは、子供が、孫が小児科にお世話になっており、これが

無ければ大変な苦労をしたであろうとの声である。かくいう私の孫も、海浜病院で手術

を受け、今は元気に学校に通っている。昨今は子供の難病も多く、長期の療養を必要

とする場合が少なくない。元気な子も、難病の子も、ひとしく生を喜べる環境を整えてあ

げたいものである。これらに必要な予算は、何にもまして重要であり、不要不急のあら

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 
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ゆる企てから優先的に回してほしいものだ。産む喜び、育てる喜び、それらが苦しみの

もとになりかねない状況が至る所に見え隠れしている。 

55 今回の新型コロナウィルス禍を経験して、ことさらに医療の大切さを意識しました。 

高齢者にとっては近所に安心してお世話になれる公立の病院があるかどうかはとて

も大切なことです。 

高齢化の世代が多くなるこれからの時代ですので私は効率化目的の統合には懸念

を持っています。ましては縮小する方向はもってのほかです。 

できれば行政区に公立の病院が１つあるという政策を望みます。これまでの市政を

支えてきた高齢の市民が安心して暮らせる千葉市政を望むのは贅沢なことでもなく当

然のことだと思います。遠くまで通院するには交通費もかかりますし、診療を先延ばし

にすれば結果的に市の医療費補助がかさみ財政に響きます。 

これからの若い世代も安心して暮らせる千葉市にしていくためにも青葉病院の構想

に見られるような産科、小児科を縮小する方向は間違っているのではないですか。子

どもの医療費の窓口負担を増やすなどは時代錯誤の恥ずべきことです。 

財政の使い方の方向を見極め、市民の暮らし第一に考えた税金の使い方に改める

べきです。 

とにかく医療体制が整い安心して暮らせることは全世代に係る大切なことです。統

合、縮小の方向には一市民として断固反対です。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 
 

 

56 青葉病院の今迄通りの診療をお願い致します。 青葉病院の病床については、新病院の開院時点においても引き続き救急医療などの急性

期医療を担うこととしております。市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他

の医療機関との役割分担の状況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニー

ズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続

的に検討して参ります。 

 
 

 



 「千葉市立病院再整備基本構想（案）」に対する意見の概要と市の考え方  

35 

 

No. ご意見 千葉市の考え 修正 

57 市立青葉病院の産婦人科・小児科の入院ベッド数を減らさないで下さい。 

少子社会とはいえ、出産する女性は今後も多くいるのですから産婦人科・小児科は

必要です。新病院にも産婦人科と小児科を設置することは大切ですが、市立青葉病院

にも産婦人科・小児科が存在することは重要です。 

千葉市は人口が多いのだから、一か所病院だけに産婦人科・小児科の入院機能を

集約するというのは無理があります。 

人口が多く、広い千葉市だから新病院に行くのが遠くなったりすると命にかかわるケ

ースも出てくると思います。市民の健康と妊婦さん・子供の命を守るためにも市立青葉

病院の産婦人科・小児科の入院ベッド数を減らさないで下さい。 

現在の、新型コロナウィルス感染症など、今後も様々なウィルスが発生したり、様々

な災害が起こったりするかもしれません。そのような時に、公立病院はしっかりと対応し

なければなりません。公立病院の縮小や、病床を減らすことは市民の命を守れないこ

とにつながります。 

 

超高齢化社会は進み、今後も高齢者の人たちのための医療は重要になります。増え

ていく高齢者の人たちのためにも、妊婦さんのためにも、子どもたちと赤ん坊を守るた

めにも公立病院の縮小や、病床を減らすことはやめて下さい。病院も医師も看護師も

増やさなければなりません。増やすための対策を考えてください。市民の命を守って下

さい。市立青葉病院の病床を減らさないで下さい。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 
 

 

58 現在まで、いろいろな病気をして、たくさんの病院にお世話になってきました。青葉病

院の前の市立病院では婦人科にかかり子宮筋腫の手術をしていただきました。その頃

の婦人科はとても混んでいて朝、診察券を病院の近くに住む友人のご主人に出しても

らって１０時頃病院に行き、診察してもらうというのを何回かやりました。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備して参ります。 
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私の職場の同僚の何人かも、市立病院の婦人科で子宮筋腫の手術をしました。婦

人科の先生方はとてもよく話を聞いてくださって助かりました。ですから、市立病院とい

うと婦人科のイメージがあります。 

今回、産婦人科や小児科の規模を縮小する、なくすという話を聞き、大変なことだと

思いました。大きな病院で手術も安心して受けることができました。公立病院の中にこ

のような産婦人科があるのはとても大切だと思います。 

青葉病院になってからは検査とお見舞いしか行った事はありませんが、とてもきれい

な、すてきな病院になってよかったと思っていたところです。 

ぜひ、診療科目をへらすことなく、充実させていただきたいと思います。 

59  海浜市立病院の建て替えが決まりうれしいです。総合病院として科目が充実してい

ないので、科目をふやして下さい。心臓血管、脳血管、整形外科など高齢化がすす

むなかでは充実させてください。 

 新しいところ（病院）に行く交通網を整えて下さい。循環路線バスなどを考えて車の運

転ができなくても行くことができるように。 

 青葉病院の機能や規模を縮小していく方向には反対です。市民の命と健康を守るた

め、２病院とも更に充実していって下さい。 

 東京で都立病院の独法化が問題になっていますが、千葉市として責任をもって病院

運営に引き続き頑張ってほしいです。税金の投入もやむを得ないと思います。 

新病院については、循環器疾患や整形外科疾患などの対応を強化するなど、地域の中核

的な病院として総合的な医療を提供できる病院を目指して参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 

経営形態については、新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態

を当面継続することとしていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心
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な医療を提供するために、最も有効な経営形態については、今後も継続的に検討していく必

要があると考えております。 

 
 

60 青葉病院の産婦人科、小児科のベッド数を削減することに反対します。特に産婦人

科、小児科は緊急性も高く、採算も低い科については公立のまま、むしろベッド数を増

やしてほしいと思います。 

公立でないと出来ない医療、採算性の低い医療には財政的に市の援助が必要で

す。赤字だから縮小するのではなく、援助して発展させて下さい。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として診療体制の充実を図る方向で検討し

ております。新病院に産婦人科の入院機能を集約することで、高度で専門的な医療を安定的

に提供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参りま

す。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

61  青葉病院の病床削減には賛同できません。現状の診療科、医療機能の継続はどう

しても必要と考えます。国の病床削減に市民目線からは到底納得できるものではあ

りません。産婦人科・小児科のベッド数を 40 床削減することはやめて欲しいです。な

にかあったらすぐに対応出来る病院はとても大切だと思います。 

 

 新型コロナウィルスに対応できる病院もこれから長く続くと思いますので、設備・機能

の充実をはかって下さい。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として診療体制の充実を図る方向で検討し

ております。新病院に産婦人科の入院機能を集約することで、高度で専門的な医療を安定的
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に提供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参りま

す。 

 

感染症への対応については、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新

型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者

数の状況を踏まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

62  青葉病院には、感染症に対するベッドがあります。感染症から市民の命を守るため

にも青葉病院の機能の充実をはかって下さい 

 

 新しい病院へは、誰もがかかりやすいよう公共交通機関の整備をはかって下さい 

青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィル

ス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏

まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

 

63 千葉市は公的病院が他に比べて少ないと思います。以前家族が緊急で救急車で病

院に運ばれるとき、受け入れ病院がなかなか無くて大変不安でしたし、搬送された病院

は古くて劣悪な病院でした。せめて今ある公立病院はより拡充して、地域の人達が安

心して医療を受けられるようにしてほしいです。 

今後も救急医療の強化を図るなど、市民に安心で質の高い医療を持続的に提供して参り

ます。 
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64 産婦人科・小児科のベッド数をなくさないでほしいです。 

親として安心して子供を病院に連れていきたいですし、医療を受けさせたいです。必

要な機能です。 

現在コロナウィルス感染が拡大している中、病床数のことが問題となっているのに、

どうして今市民が要望している事と反対の政策をとるのですか。 

財政的な負担がかかるとは思いますが、市民の命と健康を軽視するような政策は考

え直してほしいと思います。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として診療体制の充実を図る方向で検討し

ております。新病院に産婦人科の入院機能を集約することで、高度で専門的な医療を安定的

に提供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参りま

す。 

 

感染症への対応については、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新

型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者

数の状況を踏まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

65 コロナ禍の中、Ｖ字回復ではなく、生活を応援する市政に本気できりかえてほしい。

前進面も聞いてはいますが、政令指定都市に住んで１４年住みにくいこと実感していま

す。 

市内部で情報共有をさせていただきます。  

66 私の住んでいる緑区は、大きな病院が無いので、いざという時のことを考えるととて

も不安になります。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

 



 「千葉市立病院再整備基本構想（案）」に対する意見の概要と市の考え方  

40 

 

No. ご意見 千葉市の考え 修正 

 青葉病院は多くの救急搬送を受け入れ市民や近隣住民の命を救ってきました。これ

から高齢化が進むなか、さらに救急搬送件数は今後も増え続けると思われます。急

性期医療、救急医療は将来にわたって維持していくことが必要ではないでしょうか？ 

 

 また、青葉病院の産婦人科・小児科のベッド数を 40床削減し新設する海浜病院に移

すとしていますが、近くである青葉病院にお世話になっている人たちが多いです。 

小児科・産婦人科の入院機能をなくさないでください。 

 

 新型コロナウィルスや災害など今までなかったようなことが起こっています。それらに

対応できるような設備・機能の充実を切望します。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として診療体制の充実を図る方向で検討し

ております。新病院に産婦人科の入院機能を集約することで、高度で専門的な医療を安定的

に提供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参りま

す。 

 

災害対応については、青葉病院・新病院ともに引き続き災害拠点病院として必要な機能を

整備して参ります。また、感染症への対応については、青葉病院では、これまで、既存の感染

症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより

対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏まえながら、必要な病床数の確保に努め

て参ります。新病院については、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症

の拡大時においても感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

67 新型コロナウィルスの流行の中、医療体制に多くの人が注目しています。 

医療の充実こそすれ、縮小はありえないと思います。公立の病院として、市民が安心

できるような体制を作っていただきたいと思います。 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

68 公立病院の役割は、市民の命と健康を守ることであり、採算の合わない医療の削減

等は行わず、充実した医療の提供をお願いします。 

 

緑区には公立病院が無いので、ぜひ作って下さい。 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 
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千葉市は広いので、各区に公立病院があってもいいくらいだと思います。 緑区の医療需要は、青葉病院も含め多くの医療機関が所在する中央区及びその周辺の医療

機関で対応していると認識しております。これらの医療機関と役割分担・連携を図ることで、対

応して参ります。 

 
 

69 ３年程前、夫が早朝、腹痛で我慢が出来ない程の痛みを訴えました。救急車を依頼

し、ホッとしたのですが、受け入れ先が見つからず、自宅前で一時間以上待機、市内は

だめですと言われ、佐倉市や四街道市など電話連絡を消防士さんがとってくれました

が、結局、習志野市まで一時間半かけて運ばれました。消防士さんさえ、千葉市は救

急の受入れが少ないとこぼしていました。だから、これ以上病院を減らさないでくださ

い。安心して暮らせる千葉市になって下さい。 

救急医療については、両市立病院とも、千葉医療圏内外の医療機関と連携して、体制の強

化に取り組むこととしています。特に、市内の主要な救急搬送受入医療機関との連携を継

続、充実し、搬送時間の短縮を目指します。 
 

 

70 安倍政権のいいなりで、社会の基本的なシステム、制度を崩さないで下さい。 

市の予算を不要不急の大土木工事ではなく、必要不可欠な医療・教育・公共に回す

べきです。新しい病院の充実はもちろん、青葉病院も必要とされる科を設置し充実させ

県民・市民を安心させて下さい。 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 
 

 

71 これからますます高齢化が進むというのに病院を減らすなんてとんでもありません！ 

市民の命と健康を守るという公立病院の使命をきちんと果たして下さい 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

72 青葉病院には感染症に対するベッドがあります。新型コロナウィルス感染症の終息

が見えない中、青葉病院の機能がとても重要です。市民の命を守るためにも青葉病院

の機能の充実をはかって下さい。 

これからの時代、新型コロナウィルスのような未知のウィルスの出現、災害などの日

常化、被害拡大に備えるためにも絶対必要な病院です。 

青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィル

ス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏

まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。 
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73 千葉市内で働いています。 

公的機関は病院に限らずその地域の民間企業ではできない役割を担う必要がある

と思います。地域の民間病院と連携をとりながら、公立病院にしかできない役割を果た

して欲しいと思います。 

市内医療機関との適切な連携・役割分担を踏まえながら、医療人材の確保、機器等の効

率的な活用、災害拠点病院として求められる機能など様々な視点を考慮しながら、適切な施

設規模や機能について検討して参ります。 
 

 

74 海浜幕張駅から 20分歩くとかかるようですが、駅からバスはありますか？ 現在も、建設予定地の周辺をバスが運行していますが、新病院への公共交通手段として、

バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを行うな

ど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

 

75  市立病院は市民のための病院。公的にしっかりカバーしてほしいです。独立行政法

人化で営利重視の運営になってしまうのではないかと心配です。 

 

 コロナウィルスや地震、台風、水害・・・。市民の命と健康を守る砦として、災害を十分

に考えて考え抜いた病院作りをお願いします！ 

経営形態については、新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態

を当面継続することとしていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心

な医療を提供するために、最も有効な経営形態については、今後も継続的に検討していく必

要があると考えております。 

 

災害対応については、青葉病院・新病院ともに引き続き災害拠点病院として必要な機能を

整備して参ります。ライフラインの途絶時のバックアップ体制の確保、水や医薬品等の備蓄、

傷病者の収容スペースを確保するなど、災害発生時に速やかに診療機能を復帰・維持し、患

者の安全の確保に努めるとともに、多数の傷病者の受入れに対応できる体制を整備すること

としております。 

 
 

 

76 市民にとっての大切な公的病院として、病院へのアクセスの利便性、待ち時間の軽

減、救急時の受入れの充実等、市民が受診しやすい病院であることを望みます。 

今後の検討の参考にして参ります。  

77 以前、海浜病院でお世話になりましたが、予約していても待ち時間が非常に長く、診

療は数分でした。大病院はどこも似たような事情があるにせよ、患者主体でお願いした

いです。また「かかりつけ医制度」が推奨されていますが、慢性疾患でもない限り難し

今後の検討の参考にして参ります。 
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いものがあります。もう少し、気軽に市立病院にかかれれば幸いです。（紹介状なしで

も） 

78 交通手段が便利になって欲しい 新病院への公共交通手段としては、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定してお

り、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを行う

など、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

 

79 病院までの巡回バスを通してほしい 新病院への公共交通手段としては、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定してお

り、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを行う

など、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

 

80 介護老人保健施設で理学療法士として働く立場から意見を述べさせていただきま

す。 

海浜病院では以前整形外科を標榜していましたが、現在撤退していると伺っていま

す。千葉市立病院再整備での新病院は整形外科の開設を求めます。地域社会におけ

る高齢者医療を含む医療・介護連携においては、公的医療機関での整形外科の整備

が重要となります。高齢者の多くは日常生活に支障をきたす何らかの整形外科領域で

の疾患を抱えています。高齢者は日中問わず転倒等による骨折の発生率が高くなって

おり、手術対応できる公的医療機関が求められています。 

公的医療機関から民間病院の回復期リハ病床、そして在宅復帰までの老健施設利

用等、地域の民間病院、介護・福祉施設との役割を明確にし、医療介護の地域内連携

が図れる体制構築を進めることが肝要です。 

新病院では整形外科疾患の対応強化も検討しており、ご意見を参考にして参ります。 

 

なお、医療介護の連携についてのご意見をふまえ、本基本構想「第２章病院事業の基本方

針、２病院事業の基本方針、（２）市民が必要とする医療の提供」へ追加いたしました。 
 

〇 

81 受診しやすい認知症の専門医外来の開設を求めます。厚生省の新オレンジプランで

は認知症高齢者数が２０２５年には７００万人を超えると推計され、５人に一人に達する

と見込まれています。高齢者施設ではもちろん認知症の方の利用がありますが、地域

における認知症専門医、サポート医が不足しており、認知症の鑑別診断をはじめ投薬

今後の検討の参考にして参ります。  
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管理等コンサルトを受けづらい状況にあります。これは高齢者施設に入所中の利用者

だけでの問題ではなく、在宅の高齢者の中にも認知症の専門医の診断が受けられず、

地域社会から取り残された方がいることも事実です。 

千葉市内での「認知症外来」「物忘れ外来」のある医療機関は１３施設（花見川区３

施設、美浜区０施設、認知症の人と家族の会 HP より）、千葉市における認知症サポー

ト医は花見川区で５医療機関、美浜区では３医療機関にとどまっています。かかりつけ

医認知症対応力向上研修終了医師は一定数いるとのことですが、鑑別診断には心理

検査や脳画像検査等の一定の設備が必要であり、一貫した診断体制・設備が構築で

きる身近な公的医療機関として市立病院がその機能を有することが求められます。 

82 海浜病院の新病院としての移設にあたって住宅地に近い場所に移るので、介護事

業所等と密接に連携がとれる関係性が作っていけたらと思います。 

海浜幕張駅や幕張駅から若干の距離があるのでアクセスしやすい環境が作れると

よいと思います。 

近くには幕張総合高校もあるので、道路の安全面も改めて見直して頂ければ。 

今後の検討の参考にして参ります。  

83 医療・福祉・介護の立場からの意見です。 

感染症対策を含めた公衆衛生、医療・福祉・介護の社会保障が機能する地域社会に

維持する為には、１次予防から３次予防までの対応をできる事業所の存続が必要不可

欠です。 

その事業所の人員確保の為の財源も必要不可欠です。地方自治体としてその点へ

の補助をしっかりと行ってほしいと思います。そしてその費用負担を利用者の負担とし

て上乗せするのではなく、１００％公的支出として行うべきであると考えます。 

私たちの税金が原資である公的財源出動を、このような危機的状況にこそ生かすべ

きです。「国の動向を注視します」ということではなく、市としても市民の生存を守るため

に独自の施策を打って出て欲しいと思います。 

ご意見につきましては、関係機関に情報提供して参ります。  
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84  感染症は今後も次々と人類の前に姿を現すでしょう。課題が多い感染病棟を維持す

ることが、いかに困難であるかはこの間に明らかになりました。ぜひ、感染症に対応

できる公立病院を作ってください。 

 建設予定地は決して交通の便が良い場所ではありません。高齢者や障碍者の方が

安全に快適に通院できるような仕組みづくりをぜひお願いします。 

 建設予定地は地震や津波の影響が考えられます。しっかりとした対応をお願いしま

す。 

 市立病院さんには友人や自分も看ていただいたことがあります。いざとなった時の砦

です。末永く市民を守って頂けますようお願いします。 

陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症の拡大時においても感染症患

者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 

 

新病院への公共交通手段としては、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定してお

り、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを行う

など、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

災害対応については、青葉病院・新病院ともに引き続き災害拠点病院として必要な機能を

整備して参ります。ライフラインの途絶時のバックアップ体制の確保、水や医薬品等の備蓄、

傷病者の収容スペースを確保するなど、災害発生時に速やかに診療機能を復帰・維持し、患

者の安全の確保に努めるとともに、多数の傷病者の受入れに対応できる体制を整備します。 

 
 

 

85 少子高齢化が社会問題となっている中、千葉市でも花見川区の高齢化率は群を抜

いています。今後は医療に対し需要増加が見込まれることでしょう。そのためには、地

域と共存し医療体制の充実化を今以上に図って欲しいと考えています。誰もがいつで

も行ける市民病院の建設を願います。 

新病院は、地域の中核的な病院として、胎児から高齢者まで切れ目のない医療の提供を

目指して参ります。 

 
 

 

86 子どもから高齢者の方まで身近にいつでも行ける市立病院の建設を願います。 

子どもが２人いるので、小児科はとても大事です。子供に何かあった時、安心した医

療が受けられるよう心より願っています。 

新病院は、地域の中核的な病院として、胎児から高齢者まで切れ目のない医療の提供を

目指して参ります。 

 
 

 

87  車が無くても行けるように、最寄りの駅を循環する（マイクロバス）の運行等お願いし

ます。 

 総合病院で、コロナの様なものにも対応できるように隔離病棟も設置して下さい。 

 何よりも医師・看護師・職員を十分に配置して下さい。給金も十分に！！ 

 入院はもちろん、一回しか行かない人も行きやすく、行って良かったと思える病院に

して下さい。 

新病院への公共交通手段としては、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定してお

り、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを行う

など、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

新病院では、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症の拡大時におい

ても感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 
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 待合所、受付、食堂等も完備して下さい。  

適切に医療を提供できるよう必要な人材を確保するとともに、必要な設備も整備して参りま

す。 

 
 

88 これからの病院は、治療はしっかり、設備も充実していただく事は当然期待していま

す。又、病院らしくない明るい、気持ちが安らぐような建物、特に内部にしていただきた

いです。 

以前、阪大病院や奈良県立医大に何度か行くことがあり、病院内が便利で明るく、気

持ちが安らげるところでした。 

病人は特に気持ちが落ちていますので、千葉市民として、市立病院はあるから安心

と、市民から愛される病院を期待しています。皆様宜しくお願いいたします。（以前病院

が問題あって、評判が良くなかったことがあったようですが、心理的なものも大きいの

で大変ですが頑張っていただきたいと思います。） 

今後の検討の参考にして参ります。 
 

 

89 1） 開院見込み２０２５年より遅れないよう万全の準備を希望します。 

2） 幕張新都心に相応しい最新の設備、最高の人材、最高の環境を具備し、この地域

の人々に信頼されるような綜合病院を実現してほしい。 

3） 少子高齢化社会にあって生病老死に悩む人々にとって「医は仁なり」の精神は忘

れないでほしい。「愛語」 

なるべく早期の開院を目指すとともに、ご意見は今後の検討の参考にして参ります。 
 

 

90 ① 厚生労働省が出した「再編・統合」の中に青葉病院が対象になっているが絶対に

縮小などしないで下さい。 

② 新病院（海浜病院は２０２５年に完成予定）が出来ても経営形態を見直すことは絶

対にしないで公立病院としての役割を守って下さい。 

③ 市立病院として診療科目の充実を！！ 

新病院の開院時点においても引き続き救急医療などの急性期医療を担うこととしておりま

す。市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の

状況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわ

たって安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 

経営形態については、新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態

を当面継続することとしていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心
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な医療を提供するために、最も有効な経営形態については、今後も継続的に検討していく必

要があると考えております。 

 

新病院については、地域の中核的な病院として総合的な医療を提供できる病院を目指して

参ります。 

 
 

91 再整備するにあたって、今後、高齢化の進展により医療需要は増大し、救急医療な

どの体制の強化をもっと必要だと思います。 

新病院では救急医療の強化に取り組んで参ります。 

 
 

 

92 新しい海浜病院では救急は行うのでしょうか。（夜間救急・休日救急など） 

その診療科はどのようなものになりますでしょうか 

救急搬送の受け入れについては、新病院においても、千葉医療圏内外の医療機関と連携

して、体制の強化に取り組んで参ります。 

現在、夜間応急診療については、千葉市医師会、千葉市薬剤師会、千葉県放射線技師

会、その他民間病院等の協力により、運営を行っていることから、関係機関と協議をしながら

検討を進めて参ります。 

 
 

 

93 外科や小児科など診察してくれる病院を見つけるのが大変なので診察をして欲しい。

同じく夜遅くも診察してくれる病院がなかなか無いので診察して欲しい。 

救急搬送の受け入れについては、新病院においても、千葉医療圏内外の医療機関と連携

して、体制の強化に取り組んで参ります 

 
 

 

94 青葉病院は小児科・産婦人科を廃止しないで下さい。 

新海浜病院は地域病院と連携して地域医療を守って下さい。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 

新病院においても引き続き、地域医療支援病院・在宅医療後方支援病院として、地域の医

療機関との連携を進めて参ります。 
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95 高齢者が行きやすいように、あちこちから無料バスを出してください。 

受診したあとにほっとひと息つけるおいしいレストランをつくって下さい。 

今後の検討の参考にして参ります。なお、無料バスのご意見については、経営面や受益者

負担の観点から課題があると考えております。 

 
 

 

96 健診で海浜病院にお世話になっています。 

・お昼ごろまで時間がかかるので、レストランや売店を充実してほしいです 

・駅までバスが無料でのれると嬉しいです 

今後の検討の参考にして参ります。なお、無料バスのご意見については、経営面や受益者

負担の観点から課題があると考えております。 

 

97 特養老人ホームを増設して欲しい。 関係機関に情報提供して参ります。 

 
 

 

98 千葉市立病院のベッド数・診療科目を縮小しないでほしい。 

民間の病院は、赤字であれば業務の縮小や、職員の数を必要最小限にする等の経

営を守るための対応をせざるを得ません。 

病院の役割は住民の命を守ることです。交番や消防は赤字だからと言って減らしま

すか？そうはいかないのは、病院も同じだと思います。公立病院でしかできない役割が

あると思います。民間では不採算になりやすいが、いのちを守るためには必要なことも

あります（たとえばＮＩＣＵなど）。今は、千葉市内に勤めていますが、以前勤めていた産

婦人科では、海浜病院のＮＩＣＵのベッドをいつも頼りにしていました。そのようなことも

あり、公立病院として、機能を維持してほしいのです。 

最近話題の新型コロナウィルスによる影響を見ても、平常時から受け入れ態勢に余

裕がなければいざというときに患者さんを受け入れ、いのちを守ることができません。

感染だけでなく、災害の時にも同じようなことが言えるでしょう。だからこそ、ベッド数を

減らさないでほしい。 

加えて、感染対策に必要な設備を整えていただきたいと願います。 

市立病院では、現在提供されている救急医療、周産期医療、小児医療、精神医療、感染症

医療、災害医療などの政策的医療について、その機能を維持、発展させつつ、引き続きその

機能を担って参ります。 

 
 

 

99 海浜病院の移設に大変期待します。市民としての要望ですが、 

① 無料の巡回バスがあると良い。 

② 入院の際は差額ベッド代を取らないで欲しい。 

経営面や受益者負担の観点から課題がありますが、今後の検討に当たっての参考とさせ

ていただきます。 
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この２つです。特に入院治療しなければならない時、お金を気にしながら治療するの

は辛く、母親の入院や子どもの入院に母親がつきそう事で、自宅ですごす家族の食費

も増大してしまいます。安心して治療に専念できる様、差額ベッド代は廃止して下さい。

よろしくお願い致します。 

100 海浜病院には子供たちが幼かった頃大変お世話になりました。 

新しく病院が建設され、小児科が充実する事は嬉しく思います。 

新病院２km 移動するとの事で交通手段などの不安もありますが市街地へ移動する

ので利用しやすくなるのではと期待しています。 

今後の検討の参考にして参ります。  

101  幕張・花園地域の高齢者の皆さんは、地域病院をご利用しますが、入院になった時

は、健生病院か海浜病院になる可能性があります。入院になった時、海浜病院へ行

く方法が海浜バス（有料）になります。そこでまた負担が増えてしまいます。できれば

巡回バスができるとうれしい！！と思います。 

 診療科目は、地域性（地域にとって必要な）を考えて作ってほしい！！ 

今後の検討の参考にして参ります。なお、無料バスのご意見については、経営や受益者負

担の観点から課題があると考えております。 

 

新病院については、地域の中核的な病院として総合的な医療を提供できる病院を目指して

参ります。 

 
 

 

102  無料の送迎バスをお願いします。 

 新病院での診療科目の現状維持・医師、看護師の現状生活を守ってほしい。 

 海浜病院の先生、看護師、事務の方々は、とても親切にしていただき本当にうれしか

ったです。 

今後の検討の参考にして参ります。なお、無料バスのご意見については、経営や受益者負

担の観点から課題があると考えております。 

 

新病院については、地域の中核的な病院として総合的な医療を提供できる病院を目指して

参ります。 

 
 

 

103  婦人科でお世話になっています 

 出来れば、無料の送迎バスをお願いします。 

 駐車料金の無料は今迄通りでお願いします。 

 現海浜病院の医師、スタッフの方々の対応は良いです。 

 外科の対応もお願いします。 

経営面や受益者負担の観点などから課題があるものもありますが、今後の検討の参考に

して参ります。 

 

新病院においても患者に信頼される病院を目指して参ります。 
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104  駐車場患者は無料 

 送迎バス無料にて運行 

経営面や受益者負担の観点から課題がありますが、今後の検討の参考にして参ります。 

 
 

 

105 １． 新病院の診療科目について、説明会や情報の提供をネット以外でも知らせてほし

い。 

２． 高齢者が通院しやすいように巡回バスなどを充実させてほしい。 

３． 青葉病院の 40 床の縮小案が出ているが、縮小すると職員数が減るのではないで

しょうか。心配です。 

４． 市立病院の赤字が問題提起されていましたが、市税は市民のための市立病院に

つかってほしいです。 
 

新病院の具体的な診療科目は、基本計画以降で検討することとしており、情報提供等につ

いては、その時期・手法も含めて検討して参ります。 

 

また、新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想

定しており、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働き

かけを行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしており、提供する医療の内容に応じた適切な

人員の確保に努めて参ります。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

106  千葉市民が誇れるような良い医療を行う病院に。 

 設備、それを十分に生かせる体制（人、しくみ・・・） 

 広く市民に情報を提供し納得できる説明をする。 

 当たり前のことと思いますが、資金のことだけに目を向けずに知恵を使ってほしい。 

ご意見は、今後の検討の参考とするとともに、必要に応じて情報提供等を行って参ります。  

107 ① 新病院が建つ場所の交通手段 

② 高齢者が通いやすいように巡回バスを充実させてほしい 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 
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③ 新病院ができたり青葉病院がかわったり市民に向けてわかりやすい説明の場を設

けてほしい。 

説明の場については、今後、時期・方法も含めて検討して参ります。 

 
 

108 名称の公募について 

現在の海浜病院は名前のとおり海のすぐ近くに立っています。 

今まで市民のために頑張ってくれた海浜病院に敬意は表しますが、新しい病院はよ

り市民に親しんでもらうために市民による名称の公募を行ってはどうでしょうか。 

私としては国際都市千葉市（ニューロマンサーとはちょっと違いますが）としてはリバ

ーサイドホスピタルとか花見川をシンボルとして花見川病院とか（美浜区の人は反発し

そうですが）などはどうかと考えています。 

ぜひご検討をお願いします。 

今後の検討の参考にして参ります。  

109 通院しやすさの面から十分な駐車場の完備や、交通手段の充実に備えてほしい。他

院との協力体制を備えて、リモートでの診療共有なども見据えては良いと思います。外

来診療の充実にそなえてほしい。 

今後の検討の参考にして参ります。  

110 ９５才です杖をついて歩いています 

巡回バスの導入をお願いしたい 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

 

111 公立病院には市民のための安心な医療体制をつくる義務があると思います。診療科

目、医師、看護師の確保はもちろん、コロナ等に対応できるように、ベッド数、医療設備

の拡充をお願いしたい。 

市の予算を十分に確保して、地域の核となる病院にしてもらいたい。 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 
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112  新病院には脳外科（脳神経外科）を設置していただきたいです 

 新病院には「認知症専門外来」を設置していただきたいです 

 新病院には無料の巡回バスを走らせてほしいです 

 新病院には高層階に展望レストランを設置していただきたいです 

 そしてレストランは一般開放してほしいです 

今後の検討の参考にして参ります。なお、無料バスのご意見については、経営面や受益者

負担の観点から課題があると考えております。 

 

113 今また、コロナ感染が増えている中、青葉病院の役割は大変重要と考えます。第２

波が来ていると言われている状況で感染症病床を充実することが求められていると切

実に思います。 

青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィル

ス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏

まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。 

 
 

 

114 海浜病院の整備についての私の意見 

海浜病院は 1985年に建設されており、老朽化がすすんでいる。建て直しはやむを得

ない。 

 

千葉市北西部には、海浜病院以外に大病院はない。そのため、美浜区や花見川区

の市民の入院先の病院の 2 割が市外の病院になっている、市民の需要に応えていな

い。この際拡充した建設を要望したい。 

 

新病院の建築地は現在の海浜病院から 2キロほど北の若葉小学校跡地が予定され

ている、2025 年に開業を目指しているが、現在の海浜病院の跡地にも地域医療を何ら

かの形で担う施設を建設して欲しい。 

今後の検討の参考にして参ります。  

115 千葉市に住んで、10 年以上が経ちました。数年前に定年退職して、年金生活で、こ

の先も、千葉市にお世話になるつもりでおります。おかげさまで、健康で、大きな病気も

せずに過ごしてきましたが、70 才を前にして、これから先は、必ず病院のお世話になる

ことと思います。千葉市立病院の再整備構想が作られるということで、より安心して過

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 
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ごしやすい千葉市になることを目指すために、要望をしたいと思います。海浜病院(新

病院)について新病院として、海浜幕張駅近くに建替・移転されるようですが、 

 

①「病院へのアクセスを充実してください」→現在、高洲二丁目から海浜病院までのバ

スは、１日２便しかないと聞きます。通院しやすいように、せめて、午前中３便、午後３

便、出来れば１時間に１便を、走らせてください。 

 

②「診療科目を充実してください」→１ヶ所の病院で、総合的に診てもらいたいです。高

齢者にとって、何ヵ所もの病院に行くことは、体力的、経済的にも厳しいです。 

 

③「霊安室は、最上階に設置してください」最後の数時間くらい、見晴らしの良い場所に

安置してあげてください。計画全般に関して。 

 

④「青葉病院は、さらに充実させてください」病床削減、機能縮小など、もってのほかで

す。青葉病院での治療を求める患者に寄り添う医療を提供してください。 

 

⑤「公立病院をより充実させてください」今年初めからの、新型コロナ感染症の世界的

流行によって、私の友人も亡くなりました。どうしたら命を守れるか！？今、一番の関心

事です。友人の中には、人との接触を極力さけて、家から出られない状況も生まれてい

ます。退職OB会の集まりや、秋の定期旅行会も中止となりました。有効なワクチンや、

治療法が見つかる 2 年間くらいは、家に閉じ籠もりの生活が当分続きそうです。新型コ

ロナ感染症の問題でも、頼りの命綱は、公立病院だと言うことがはっきりわかりました。

公立病院は、縮小ではなく、命の砦として、より充実させてください。命を守るための、

「赤字」への出費に反対する市民はおりません。安全・安心のために、日々頑張ってい

ただいている医療従事者への感謝を込めつつ訴えます。 

新病院機能については、地域の中核的な病院として総合的な医療を提供できる病院を目

指して参ります。 

 

霊安室へのご意見については、今後の検討の参考にして参ります。 

 

青葉病院については、新病院の開院時点においても引き続き救急医療などの急性期医療

を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 
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No. ご意見 千葉市の考え 修正 

116 医療は、我々の生命と健康を守り発展させる、人間にとって基本的な営為であるとと

もに、人間の多様な活動が目指す永遠の課題でもある。したがって文明の中心は医療

を軸としなくてはならず、政治の根本もまた、医療という土壌にこそ深く位置しなくては

ならない。 

だが、日本政府の推進する医療政策は、決してそのあるべき正しい姿を示している

訳ではない。ガイドラインも経営効率を最優先とし、いかに医療活動へ投ずる資本を縮

減し、その結果として獲得された資金を、より高い利潤率を持つ事業分野へ投下する

か、という問題意識を前提とするものであり、医療の理念である、「あらゆる人間への最

高の医療へ」という目的を実現するか、という課題にこたえるものではない。 

折しも、新型コロナウィルスの蔓延が世界を危機に陥れ、この人類史において稀に

みる医療的危機状況を突破すべき方策は獲得されていない現状である。今この時ほ

ど、過去に政府や自治体が根本的に医療、社会保障の領域を充実させることなく、新

自由主義的思想のもとに、その廃棄を目指してきたことの完全な過ちが、広く国民に意

識されたことはないであろう。このような危機が、今後さらに新たな感染症を連鎖的に

出現させて、より深刻化する可能性も否定できるものではない。 

「千葉市立病院再整備基本構想（案）」は、あくまでも青葉病院、海浜病院の赤字の

克服、経営効率の改善を主眼とするものであり、新時代の地域医療を市立病院がリー

ドし、民間の医療機関に、人類にとって医療があるべき姿を模範として示し、市民の生

命と健康を徹底して守り向上させるためにはどうしたらよいか、という問題意識はほと

んど見られない。 

病床数は飛躍的に増加させ、大幅に余裕を持たせることは、災害対策など危機管理

の観点からも極めて重要であって、新病院の規模もより大きくしなくてはならない。我々

は新型コロナの危機だけでなく、首都圏直下型の大地震や富士山噴火といった破局的

災害にも備えるべき時代をとうに迎えている。大災害が発生して大量の負傷者が出た

場合に、どこで治療を行うのか。現状、市民はまともな治療を受けられない。そのような

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 
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No. ご意見 千葉市の考え 修正 

問題意識がまるで見られないのである。平時に、活用されてない病床の有効利用も、

当然策定されるべきであって、医療・福祉、およびその研究・教育等、広い分野で「市立

病院」が機能して、市民にとって医療がより身近となるよう力を尽くすことが望まれる。 

そもそも、市立病院の独立採算制は見直すべきであることも、論を俟たない。 

生命と健康は人類普遍の基礎的価値であって、そのために日本国憲法も第 13 条及

び第 25 条を規定し、多くの国際人権法も健康権を保障してきた所である。独立採算、

地方公営企業法の狭い枠の中では、この権利は永遠に実現されない。生命や健康の

システムには、採算を満たす機能が備わっている訳ではないのだから当然である。一

般会計からの繰り入れこそが、医療にとって当たり前の姿であると言わねばならないだ

ろう。 

市民の医療費負担を下げ、病院を積極的に利用し、健康保険料も下げて加入率を

増やし、大胆な医療福祉政策で市民生活の質的向上を実現することが、市民の自治

体への共同体的帰属意識を高め、千葉市の人口増加にも寄与していく。そのように安

心できる自治体は、出生率も改善し、ポジティブな循環を作り出していくことができるだ

ろう。 

だが、我々を取り巻く医療の現状はどうか。医療費が高額となる、健康保険料が高い

ので未納である、賃金が少ないため、病気の苦痛にも我慢をし、病院へ通わない。早

期発見できればできた治療もできず、見つかった頃には手遅れとなる。職場の人員が

不足しているため病気休暇も取れない。そして、最先端の医療も、収入の不足のため

享受できず、本来、まだ生きられたのに死を選ばざるを得ない。このような事例は枚挙

に暇がない。文明国家として、恥ずべき現実である。 

青葉病院、海浜病院ともに、積極的に千葉市からの投資を増加させ、量的にも質的

にもさらなる拡大を図っていくことを求めてやまないものである。 

117 海浜病院にはこれまでも孫が産科、小児科にお世話になっており、また友人達も治

療に通院して助かってきました。 

今後の検討の参考として参ります。 
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今回の移転、立て替えにあたってはさらに設備の充実と機能の向上を図っていただ

きたいと思います。 

 

また、通院しやすいように交通機関の整備もお願いいたします。 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

118 公立病院として、市が必要な財政負担を行い、現在の経営形態を維持してください。

今回のコロナ禍のもとで、公立病院がその先頭に立つべきで、そのためには、日常ギ

リギリの体制では、市民の命、健康が危険にさらされることがはっきりしました。世界的

にも、世界一強い、経済も繁栄しているとおもわれたアメリカが、国民全体の医療の分

野ではきわめて、遅れた国だったことがはっきりしました。海浜病院も、青葉病院も、手

厚い手立てをとってください。それが現在と未来の市民に対する責任です。 

よろしくお願いします。 

経営形態については、新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態

を当面継続することとしていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心

な医療を提供するために、最も有効な経営形態については、今後も継続的に検討していく必

要があると考えております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

119 意見 

コロナ禍の最大の教訓は、効率化最優先の政治は、「国民の生命、健康を守る最大

の障害である」ことではないでしょうか。「保健所の機能マヒ、医療体制が崩壊しかねな

い事態」などなどは、効率優先で削減してきた結果です。 

公立病院は「最後の砦」です。公立病院は住民の希望の星。そのための機能強化に

対す税金投入は大歓迎。 

今後、どんな感染症が発生するかは、誰も予想ができません。発症してからの対策

ではだめです。 

いかなる事態にも対応できるよう、公立病院の機能強化を望みます。機能縮小など、

あってはなりません。 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 
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120 千葉市の医療に携わる関係者の方々のご努力に敬意を表すると共に、真に市民の

命と健康を守る先頭にたち奮闘していることに感謝申し上げる次第です。 

新型コロナウィルス感染症問題でも明らかなように、公立病院の果たすべき役割・重

要性がはっきりしてきたように思います。基本的に市民の命・健康を守る大切な施設で

あり、これまでの公立一辺倒の在り方を見直し、施設と共にそこで働く医療関係者の体

制も充実させるべきではないでしょうか。 

命に格差を設けることだけはしてはならないと考えます。限られた財源の中ではあり

ますが、ここより重視すべき施策はないと考えます。これからの医療機関の役割を考え

ると研究と治療に最も重点を置いた対応を求めたいと思います。 

関係者の皆様のさらなるご健勝を祈念いたします。 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 
 

 

121 青葉病院の病床削減には反対です。産婦人科や入院機能は今後も維持してくださ

い。特に産婦人科については産後うつ等の精神疾患に対するケア機能は重要。引き続

き機能維持すべきです。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。さ

らに、高齢患者の増加に伴い、認知症の患者への対応のため精神科医を配置し、あわせて

精神疾患を有する妊婦への対応も行うことを検討して参ります。 

 
 

 

122 救急患者の搬送時間が千葉市は長くなっており、今後の救急体制について一層の

強化をお願いします。 

救急医療については、両市立病院とも、千葉医療圏内外の医療機関と連携して、体制の強

化に取り組むこととしています。特に、市内の主要な救急搬送受入医療機関との連携を継

続、充実し、搬送時間の短縮を目指します。 

 
 

 

123 緑区はまだ人口が増え続けており、救急医療体制や小児科などの病院は不足して

います。中央区には病院が集中していますが、緑区にこそ総合病院を作ってください。 

緑区の医療需要は、青葉病院も含め多くの医療機関が所在する中央区及びその周辺の医

療機関で対応していると認識しております。これらの医療機関と役割分担・連携を図ることで、

対応して参ります。 
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124 感染症の対策を重視してください！！ 

長期化する新型コロナ、千葉市の感染症病床は 7 床で少なすぎます。新型ウィルス

対策を新病院に位置付けして下さい。 

感染症への対応については、新病院については、陰圧設備を備えた専用の病室を設置す

るなど、新興感染症の拡大時においても感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を

検討して参ります。 

 
 

 

125 市立病院（現在の海浜病院）建替し病床数が増えること。歓迎です。 

市立青葉病院については、病床数が減少予定（369 床⇒330 床位）。そして産婦人

科・小児科の入院機能を新病院へ集約し減らすという方向に検討されています。私は

反対です。千葉市立 2 病院（海浜病院・青葉病院）は地域医療に貢献してきました。市

立海浜病院は 1984 年（昭和 59 年）10 月 1 日に開設後 35 年、災害拠点病院として、

市民のための安心で心温まる病院として市民病院として果たしてきました。市立青葉

病院は 1938 年伝染患者設置病院から 1968 年（昭和 43 年）に市立病院に名称変更し

て現在に至ります。そして 2017 年には（平成 29 年）災害拠点病院の指定となります。

今、コロナ禍のもとで、終息に先が見えない状況で市民の安心・安全な暮らしを守るた

めにも医療の充実を進めていただきたい。第 2 波・第 3 波の秋冬に向けて、感染症病

床は一層の拡充が必要だと思います。また、私達高齢者の死亡者を減らすためにもさ

らに病床確保や呼吸器等の整備促進が急がれます。 

産婦人科・小児科の入院病床を減らすことについては反対です。人口減少に歯止め

をかけてゆくためにも安全・安心な出産ができるように拡充してゆくように望みます。海

浜病院の建替えについては、感染症指定病院ではないものの、今後の感染症対策に

は、公立病院の果たす役割は大きくなるため、新病院においても感染症患者を受け入

れられる整備を求めます。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 

感染症への対応については、新病院については、陰圧設備を備えた専用の病室を設置す

るなど、新興感染症の拡大時においても感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を

検討して参ります。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

126 青葉病院が厚生労働省の病床削減の「公立・公的病院再編統合リスト」で」指摘され

ていますが、最近の大型台風や水害、特に「新型コロナウィルス」の感染症から千葉市

民の生命と健康を守るためには、厚生労働省の「統合リスト」で書かれている病床削減

ではなく、今後私達千葉市民が安心して医療をうけられるように青葉病院の病床数の

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 
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増加や、医師や看護師の増員、新型コロナウィルス対策での受入れ、検査ができる設

備を完全にするように市は予算措置を伴う施策をしてください。 

国とは独自な市としての対策をすることが、今地方自治行政を求められていますの

で、頑張って青葉病院の充実、新型コロナ対策を願います。 

感染症への対応については、青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病

床の一部を新型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続

き、感染症患者数の状況を踏まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。新病院に

ついては、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症の拡大時においても

感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

127 公立・公的病院の病床数削減ではなく、むしろ設備の充実をはかる、市民が安心し

て医療を受けられるのが公立病院の役割です。 

開業医からの入院に応じられる公立病院の病床確保は大事です。削減には絶対反

対です。 

青葉病院の産婦人科、小児科を廃止すると、近隣の子を持つ親にとって不安が大き

いので反対です。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

128 このところのコロナウィルスの影響があり、感染指定病院の医療機関としての公立病

院は必ず設置維持することが必要です。 

感染症医療などの政策的医療について、その機能を維持、発展させつつ、引き続きその機

能を担って参ります。 
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市立病院事業が健全に愛されていることを市民が認識することで病院の信頼が一層

増し、病院職員ひいては千葉市民としての確かな誇りにもつながっていくと思っていま

す。 

129 今回の新型コロナウィルスでの対応では公立病院の役割が大変大きいことが分かり

ました。日頃から公立病院が無条件で患者を受入れており、将来に渡り感染から市民

の生命と健康を守るために病床削減ではなく市民が安心して医療を受けられる様に青

葉病院の病床増と機能強化を要望します。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

130 厚生労働省の「公立・公的病院再編統合リスト」に表れているような病床削減ではな

く、むしろ施設の充実を図ることが必要だと思います。 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

131 千葉市立青葉病院は存続してください。千葉市立青葉病院の産婦人科および小児

科の入院機能も存続してください。 

海浜病院は千葉市の西部に位置しているので、千葉市全体をカバーする為には、青

葉病院での産婦人科、小児科の入院機能は必要です。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 

132 2 月に出した千葉市立病院再整備基本構想では、救急医療は継続となりましたが、

市立青葉病院の産婦人科および小児科の入院機能を新病院に集約し 40 床減らす方

向が示されました。 

しかし、市立青葉病院では、24 時間、緊急も含め出産の受け入れをおこなっており、

さまざまな事情をかかえた妊婦さんが安心して出産できる医療機関としての役割を担

っています。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 
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小児科では、身近で入院できなければ兄弟の世話もしながら入院するお子さんのケ

アをすることも大変です。 

産婦人科、小児科も身近にベッドを確保することが地域の安全安心に欠かせませ

ん。 

今日のコロナウィルスの影響も考慮しますと、青葉病院は必ず設置維持することが

必要と考えます。病床削減ではなく、施設の充実を図ることが重要だと考えます。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

133 今回のコロナウィルス感染拡大があったことで、新聞などの報道から、公立病院の重

要性を改めて感じました。しかし、千葉市では病床削減を市立青葉病院において計画

されようとしています。地域の公立病院は市民にとって、いざという時は安心して診て

いただける病院です。ぜひとも病床削減はやめていただきたいです。病床削減ではな

く、感染症対策も含め、さらに増やしてほしい。小児科・産婦人科をなくすことは遠い海

浜病院まで行けということですか。身近に安心できる公立病院として青葉病院にも残し

てください。地域の総合病院となるよう、千葉市はして下さい。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 

青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィル

ス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏

まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 
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134 新型コロナウィルスの感染症から市民の生命、健康を守る為には、病床削減ではな

く、安心して医療を受けられるようにすることが公立病院の役割だと思います。 

未来ある子供たちが、安心して病気を治せるように、産婦人科、小児科を残してほし

い。小児科の病床 40床を減らさず、存続してほしい。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 
 

 

135 新型コロナウィルスの感染を市として対策を打つ重要の一つとして。青葉病院、産婦

人科、小児科を残してください。 

「公立・公的病院再編統合リスト」に表れているような病床削減ではなく、市民が将来

にわたって安心して医療が受けられる様に。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 

青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィル

ス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏

まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

136 高齢になり、大きな病気はないですが、小さな症状－例えば皮膚の荒れ、かゆみ、

いぼ、目が見えにくい、腰痛など－が多く困っています。しかし、皮膚科の先生も少なく

診察から薬をもらうまで 4 時間以上かかり、困っています。新型コロナウィルス感染に

そなえて、公立の青葉病院や海浜病院の病床数を削減するのをやめ市民を守る公立

病院としての役割をぜひ守ってください。病床の削減は、やめてください。小児科、産婦

人科は公立病院で責任をもってつなげてください。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 

青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィル

ス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏

まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。 
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市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

137 2018 年 12 月から始まった、「千葉市病院事業あり方検討委員会」をきっかけに、「病

院局」という存在を知りました。いつもあり方検討委員会を傍聴に行かせていただいて

いますが、たくさんの資料や文章を持ち歩く姿を見ると、千葉市民のために病院をこん

なにも考えてくださっているのかと思い、頭が下がります。これからも、市民が安心して

かかれる市立病院をよろしくお願いいたします。 

 

〇病院で働く方々の意見を反映してください。 

市立病院で働く方々は、日々患者の命を守るため、必死に働いてくださっています。

あり方検討委員会では、両市立病院の院長先生のご意見が、病院の状況も交えとても

伝わりやすく聞いております。しかし、現場の職員の意見はなかなか聞こえません。病

院は、たくさんの職種の方が働いていますが、病院を支える面ではどんな職種でもなく

てはならないマンパワーだと思います。患者と一番接する現場の意見を取り入れ、働き

やすい職場を設計してください。 

 

〇市立病院の職員のための院内保育所を直営で運営してください 

子育て世代の病院職員が安心して働くためには、病院内保育所が必要不可欠で

す。敷地内にあれば申し分ありませんが、委託か直営かでは大きく違います。委託で

は直接、保育内容に指示が出せないので各病院に合わせた保育内容ができず、不便

さが全国各地の公立病院から出ています。働く保育士も委託更新のたびに労働条件も

変わり、病院の意向とは大きく違う話も聞きます。事業所内保育所や企業主導型保育

所で認可を取り補助金をもらうことはできないのでしょうか？地域枠を設けなくても運営

新病院の整備については、職員にとっても働きやすい病院を目指すこととしており、職員の

意見も取り入れながら設計を進めて参ります。 

 

地域の医療機関との連携は、地域医療支援病院・在宅医療後方支援病院として、引き続き

強化して参ります。また、救急医療についても、市内の主要な救急搬送受入医療機関との連

携を継続、充実し、搬送時間の短縮を目指します。 

 

青葉病院の病床については、新病院の開院時点においても引き続き救急医療などの急性

期医療を担うこととしております。しかし、新病院の開院により市民の受療動向や周辺医療機

関が提供する医療内容に影響を与える可能性があり、現状のように救急医療に対する需要

が大きい場合は急性期機能を維持し、回復期機能や在宅医療に対する連携・支援に対する

需要が増加した場合は機能再編を検討するなど、医療圏の需給状況に応じた長期的な視点

で検討することが必要であると認識しております。 

 

経営形態については、新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態

を当面継続することとしていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心

な医療を提供するために、最も有効な経営形態については、今後も継続的に検討していく必

要があると考えております。 

 

その他のご意見については、今後の検討の参考として参ります。 
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することはできるので、病院にあわせて職員のニーズに答えられ、安心して働くことで、

いい医療を提供できるのではないでしょうか。コロナウィルスなどの感染症が流行し、

災害が起きて病院が大きな役割を果たすときに、地域の学校や保育所、幼稚園が休

園でも直営の院内保育所があれば職員確保の面で大きく役に立ちます。ぜひ、市立病

院の院内保育所は直営運営をお考え下さい。 

 

〇地域の病院と連携して、千葉市の医療を守ってください。 

市民が安心してかかれる市立病院は、医療提供のすべてを担うわけにはいきませ

ん。また、千葉市の医療を充実するために地域の病院との連携は必要です。青葉病院

が、夜間救急を断らない努力を地域の 5 病院と連携して行っていると聞きました。新病

院にはますます救急搬送も増えることと思います。その中で、青葉病院のように地域の

病院と連携して患者の搬送時間を 1分でも縮まるようにしてください。 

また、新しい病院が大きくできると、市民の期待もおおきくあるので、自然と患者が集

中でき、職員も魅力を感じ働きたいと思い、地域の医療のバランスが崩れないか心配

です。公立公営の病院は民間病院の患者や職員を取り合わないという方針があります

が、どうしても注目が集まると思います。患者や職員が大きく動けば、民間の病院はつ

ぶれてしまいます。早めに連携の方針を地域の病院にだしていただき、不安を取り除

いていただきたいと思います。そして、地域の病院と話し合う内容を市民に示し、千葉

市の医療は安心・安全だと市民が自信を持つことが大切だと思います。 

 

〇青葉病院の機能は公立病院の担う医療を提供してください。 

青葉病院の機能の将来に向けた機能再編についてです。青葉の 40床削減は、一度

減らすと増やすことは困難だと思います。40 床減らすと、ベッド以外に人員も減ることと

なります。感染症が流行し、災害が起きた場合、青葉が担う医療が保てるかが不安で

す。また、地域包括や回復期は診療報酬の面からも、どこの民間病院も実施している
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ところが多く、市民が必要とする医療という点からみると青葉に求める医療が地域包括

や回復期なのか十分に協議してください。民間の医療提供に影響がないように配慮し

てください。 

 

〇経営形態について 

経営形態は、今後も市営であることを望みます。千葉市の病院局が担っている千葉

市立病院の経営形態は、検討してほしくありません。市民が安心してかかれる病院は

市営でなければ役割が果たせないと思います。経営に利益を出さなければ運営はして

いけませんが、利益を出すために市民の負担にならないように考えてくれているのが

病院局だからです。市民が納めた市税は、市民が望む病院経営に使って何がいけな

いのでしょうか。病院局の方には市民が応援していると感じてもらい、自信をもって運

営していただきたいです。一市民として、市立病院の役割をはたすために、最も有効な

経営形態は、現状維持だと思います。 

 

〇さいごに 

千葉市に住んで、40 年になります。健康優良児のため病院に行くことは、今のところ

ありませんが、いつお世話になるかわかりません。私の職場に高齢者が多く、健康に

不安を感じたり、相談されたりすると「市立病院に行くといいよ」とお話しします。すると、

「そうよね、市立病院なら安心ね。行ってくるね。」といいます。現在市立病院は安心し

てかかれる市民のための病院という位置づけに役割を果たしていると思います。新病

院が建ち、青葉病院とも連携し、千葉市は 2病院持っていることを強みに、自慢の千葉

市にしてください。 

138 千葉市民が安心してかかれる市立病院は収支があわなくても存続、維持させてくだ

さい。 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 
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住みやすい街づくりには安全な町であること、住みやすい街であること、困ったときに

相談に乗ってくれる役所があること、病気になったときに、身近に頼りになる病院があ

ることが必須です。 

小児医療、周産期医療だけでなく、一般内科、外科と幅広く、市民の健康の砦である

ことを望みます 

139 〇通院方法について 

建設予定地は地図で見ると JR 幕張、新検見川、海浜幕張、検見川浜駅のちょうど真

ん中に位置しています。高齢者にとって歩いて通院するのは大変な距離だと思いま

す。ぜひ、どの駅からも無料のバスを通してください。また、ぜひ公共の施設やスーパ

ーなどに寄れるような経路にしてください。 

 

〇市立病院としての医療の提供をお願いします。 

人の命を救うために税金を使うことに関して異論を唱える人は少ないと思います。 

民間では難しい医療にとりくんでほしいと思います。 

無料バスなど、経営や受益者負担の観点など課題があるものもありますが、今後の検討の

参考にして参ります。 
 

 

140 これまでも、家族が市立病院にお世話になりました。 

地域の実情やニーズに合わせた医療が提供される病院が地元にあることは、長く安

心して住み続けられることにもつながると思います。 

利用する人にもそこで働く人にも良い場所であってほしいです。 

今後の検討の参考として参ります。 
 

 

141 さつきが丘から新検見川駅まではバスが出ているのですが、新検見川駅から新病院

までのアクセスがどの様に計画されるのか不安です。新検見川駅、幕張駅、幕張本郷

駅、海浜幕張駅、海浜検見川駅からの巡回バス等を検討して頂きたいと思います。総

合市立病院として、地域住民が気軽に安心して受診できる病院を希望します。 

新病院への公共交通手段としては、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定してお

り、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを行う

など、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

142  市立病院の担っている診療科目及び病床は減らさずに頑張ってほしい 

 市民の税金を投入して、診療の充実化を図ってほしい。 

 新型コロナウィルスの影響を省み、今後は感染対策にも力を入れてほしい 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 
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 アクセスの充実化を図るために、巡回バス等の路線整備を図ってほしい  

新病院では、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症の拡大時におい

ても感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 

 

新病院への公共交通手段としては、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定してお

り、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを行う

など、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

143 海浜病院に通院中です。先生方はじめ看護師さん、事務関係の皆様、市立病院の

理念に沿って接していただき感謝です。 

新病院の建設喜ばしいことですが、診療科目は絶対に減らさない！高齢者、特に周

産期母子医療、地域小児センター、障害児のケア、これらに関連した診療科等は増設

してほしい。 

救急医療、感染症対策を充実してほしい。 

公立病院である青葉病院、海浜病院をもつ千葉市の誇りを貫いてほしい。 

新病院の診療科目については、現在の海浜病院の科目を原則維持することとしています

が、将来的な医療ニーズの変化に対しては、他の医療機関との役割分担や医師の確保の状

況などを踏まえ、柔軟に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できるよう、検討し

て参ります。 

 

新病院では、救急医療の強化を図るとともに、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するな

ど、新興感染症の拡大時においても感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検

討して参ります。 

 
 

 

144 私の幕張地区の病院に通院しているものですが、そちらでは手術ができない病院な

ので、そのような地域の中小の病院と海浜病院が連携をとって病院相互で幕張地区の

医療を良くしていただけることを期待しております。 

引き続き、地域連携支援病院として、連携を図って参ります。 

 
 

 

145 銭湯があったらいいな 病院の機能としては、困難と考えておりますが、関係機関と情報共有を図って参ります。 

 
 

 

146 受診のたびにタクシーを利用するとなると、金銭的負担から受診を控える高齢者もでて

きます。タクシー券の配布を。 

経営面や受益者負担の観点から課題がありますが、今後の検討の参考にして参ります。  
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147 海浜病院の移設ですが、市長さんのツイッターにて、場所が変わっても「交通アクセ

スの利便性はかわらないので、不便はない」というような内容がありましたが、現在の

海浜病院の場所から大きく変わるので、地元の方々は通院が困難になる方がいると思

います。具体的にどのように対策してアクセス困難な患者さまの対応をしているのでし

ょう？ 

患者さま達にとって、病院まで楽に通える・行けるという事はとても大事であり、通院

患者さまが増えることで病院経営にも大きな影響があると思います。地域の方々から

親しまれる病院に向けた構想をお願いいたします。 

新病院への公共交通手段としては、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定してお

り、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを行う

など、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

148 地域の病院と連携してください。 引き続き、地域連携支援病院として連携を図って参ります。 

 
 

 

149 年寄りが多くなっていくばかりですので、リハビリテーション設備が欲しいです。皮膚科

と泌尿器科を設けてください。交通の機能を望みます 

新病院については、高齢者医療の強化など、地域の中核的な病院として総合的な医療を

提供できる病院を目指して参ります。 

 

新病院への公共交通手段としては、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定してお

り、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを行う

など、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

 

150 一般のパブリックオピニオンに耳を傾け、弱者（特に老人）に寄り添った診療を切望

いたします。 

病気つまり気(心）の病が半分以上の人達の今の世の中、そういった人々の心の中

まで見抜いてあげられるスタンス、生きる道標を、海浜病院アイデンティティを新しく作

り上げていってほしい 

「働き方改革」と言われますが、医療に携わるスタッフの皆さんが居心地よく自身の

力を発揮できるパイオニアとなれる希望が持てる職場にしてください。 

今後の検討の参考にして参ります。 
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151 たらい回しにされないように公立の病院があれば安心です 

通院しやすい交通機関の整備。無料送迎バスは外せないものです。高齢者は免許

返上が進められているのだから。 

これから増えていくウィルス対策も講じるようお願いします 

何しろ安心する病院があることで千葉市に住んでいてよかったと思いたい 

新病院への公共交通手段としては、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定してお

り、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを行う

など、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。無料バスについては、

経営面や受益者負担の観点などから課題がありますが、今後の検討の参考にして参ります。 

 

新病院では、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症の拡大時におい

ても感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 

 
 

 

152 市民病院は将来に渡ってなくさないでください 

青葉病院の産婦人科の病床をなくす計画だそうですが残してください。若い人が安

心して子どもを産める環境を守ってください。何年か後には、子供より老人の数が多く

なる社会になってはいけないと思います。 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 
 

 

153 予約制にしてほしいのが希望ですが、理由は体調が悪いので病院にいくのです。待

ち時間が長いと、余計具合がわるくなり疲れてしまいます。 

明るく広く美的感覚に闌けた建物だと心身ともに癒されると思います 

今後の検討の参考にして参ります。 
 

 

154 予約時間を 40 分以上待たせないでほしい。介護士さん、看護師さんのやさしさが何

よりなので、失わないで期待したい。 

今後の検討の参考にして参ります。 

 
 

 

155 自分の症状で何科にかかっていいのかを相談するサービスステーションがあるとい

いと思います 

疾患ばかり診るのではなくて、コミュニケーションの出来る窓口を作ってほしい 

今後の検討の参考にして参ります。 
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156 経営形態を変えず公的公営の病院を継続することで地域医療の安全を守り、地域住

民が安心して暮らせるようにお願いします。 

経営形態については、新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態

を当面継続することとしていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心

な医療を提供するために、最も有効な経営形態については、今後も継続的に検討していく必

要があると考えております。 

 
 

 

157 幕張に外科がなくケガの時とても困りました。また病院に行く方法（バス等）を考えて

ほしい。 

新病院については、整形外科の診療体制を整備するなど、地域の中核的な病院として総

合的な医療を提供できる病院を目指して参ります。 

 

新病院への公共交通手段としては、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定してお

り、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを行う

など、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

 

158 青葉病院の診療科目は縮小しないでください 青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 
 

 

159  周産期・小児医療を青葉病院で続けてください 

 JR幕張駅から新病院への交通対策を図ってください 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 
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160 市立青葉病院が公立病院統廃合の対象となっていることに驚きとんでもないと思い

ました。近くに病院はいくつもありますが、青葉病院が市立であるということが私達市民

の安心のよりどころとなっています。いざという時に頼れる病院、それが公立病院。千

葉市では海浜病院と青葉病院です。公立病院であるからこそ、私達市民は絶大な信頼

をよせているのです。 

どうぞ、市立青葉病院の病床削減や縮小はせず、一層充実させていただきたく思い

ます。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

161 コロナ禍における病院の統廃合は反対です。市民への十分な説明を。一番の願いは、

医療の充実です 

市立病院と他の医療機関との役割分担の状況、医師の確保の状況などを明らかにしなが

ら、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できる体制につい

て今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

162 税金は本来であれば市民が住みやすく、暮らしていけるだけの施設を充実させる為

に使うことを求めます。 

地域に求められるのは、私たちが安心してかかれる病院です。診療科も増やすこと

はあっても、減らすことには反対です。 

市民が求めていることに応えない、応えられないのでは、役所の存在意義がとわれ

ることに繋がります。 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 

 
 

 

163 少子高齢化が進む近年、幕張地区におきましても例外ではありません。幕張だけに

限らず、全国的にその傾向は深まるばかりです。 

そうした中、国の方針として、患者の在院日数を減らし極力地域で過ごす（在宅療養

をすすめる）動きに伴い、病院の分業化がすすめられ、民間病院は比較的に軽症な例

を診療し、重症な例は大病院や市立病院が引き受ける代わりに、民間病院は、地域に

密着した地域包括病棟の整備や在宅看護の拡充に力を入れるなど行ってきました。そ

の結果、急性期病床の激減により民間病院では救急の患者さんの受け入れに苦慮し

市立病院と他の医療機関との役割分担の状況、医師の確保の状況などを踏まえながら、

市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できる体制につ

いて今後も継続的に検討して参ります。 
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ています。看てあげたくても入院ベッドがない、医療体制不足・・・等々色々な問題から

全ての患者さんを看ることは困難です。 

そんな状況でも、患者さんは地域の病院にやってきます。大病院よりも親しみがあ

り、かかりやすい、何とかしてもらいたいと思うからです。そんな時、民間の病院が頼る

のは市立病院です。私達の病院で最後まで看られるのであればもちろん看てさしあげ

たい。しかし、状況によっては高度医療に頼らなければ患者さんの安全を守れない、そ

んな時があるのです。 

深夜に訪れた救急患者さんの急変により、患者さんをやむなく転送しなければならな

くなった時、深夜に海浜病院を含め近隣の病院に手当たり次第電話しました。４～５件

断られ、患者さんの容態が急変する中、受けてくださったのは青葉病院でした。民間の

病院では病床数や医師体制が十分でない中、市立病院の強さと頼りがいを心から感じ

た瞬間でした。 

市民だけでなく、我々医療従事者にとってもより所となっていることを忘れないでほし

いのです。 

民間病院が地域包括・回復期リハへ転換している今、そしてこの先も、市立病院は

「いざという時に命を守れる病院」「頼れる病院」であってはほしい。いや、そうでなけれ

ば市民の安全・安心を維持していけないと考えています。 

青葉病院は、年間 5000 台の救急車を受けていると聞きました。その青葉病院が地

域包括・回復期リハをという話もあるようですが、全く現実的ではありません。ただでさ

え、救急車の受け入れ先がなく、たらいまわしになるケースが最多といわれる千葉で

す。5000件受けていた病院が縮小などしたら、それこそ医療崩壊です。 

千葉大は市民にとっては、とても敷居の高い病院です。千葉大に頼らず、市立病院

は市民を守るための病院として機能を保ってほしいと思います。 
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164 美浜区真砂に住み、身近にある海浜病院には、日頃家族ともどもお世話になってい

ます。構想案の、老朽化した海浜病院を美浜区内に新病院を建てるとした方針が実現

することを期待しています。 

 

１．身近に公立の総合病院が存在することの安心、心強さは、体調を崩したとき、家族

が病院になったときにこれまで何度も実感してきました。構想案に至る経過について確

認したいことがあります。「千葉・海浜病院老朽化、2 病院体制見直しも」「市立病院統

合も視野」「どうなる海浜病院！統合か！」などのマスコミの報道があり、老朽化した海

浜病院は青葉病院へ統合し、なくなってしまうのか？と大きな不安、危機感を持ちまし

た。ところが「当該地域における海浜病院が果たしている役割を考えれば、病院機能が

あの場所から無くなるということは医療政策上ありえません・・・（熊谷市長・2019年 1月

25日）」との発信がありました。このマスコミ報道との大きな乖離、「第4期改革プラン」、

「あり方検討委員会」の設置などの経過の中で、マスコミが「統合も視野」とみる、受け

取られる熊谷市長、千葉市の対応があったのではありませんか。あり方検討委員会へ

の諮問書には、「・・・一方、2つの市立病院のうち海浜病院については、開設から 30年

以上を経過し、施設が老朽化する中、本市における医療提供体制を確保していくため

の方策等について、早急に検討を進めていく必要があります。」とありますが、「・・・無く

なるということは医療政策上ありえません」と断言、考えていた、この基本的な前提がな

ぜ諮問内容にないのでしょうか。検討委員会へ丸投げではないはずです。マスコミ報

道から基本構想案が公表されるまでの間、不安と危機感は私だけのことではありませ

ん。繰り返しの話題となりました。市西部地域（美浜区内）に新病院開設に安堵しなが

ら、私たち市民が不安と危機感を持つことになった経過についてどのように考えている

か説明をいただきたいと思います。 

 

構想案に至る経緯については、本市の将来的な医療需要や両市立病院が抱える課題を踏

まえ、今後の病院事業の方向性を慎重に検討する必要があったため、市民の医療の需給状

況等を調査・分析し、公開の場で有識者等の意見を聴きながら、検討を進めたものです。 

 

一般会計からの繰入れを行いながら政策的医療を提供し、市民が必要とする安全・安心な

医療を一人でも多くの市民に提供することは、市立病院の重要な使命であると考えておりま

す。 

一方で、市立病院が将来にわたって安定的に医療を提供し続けるためには、税財政制度

等の枠組みにおいて、健全な経営にも配慮していく必要があり、継続的に両市立病院や他の

医療機関との役割分担を踏まえた診療体制や診療機能を検討するとともに、経営の健全化

に向けた取組みを行っていくことも重要と考えております。 

 

経営形態については、新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態

を当面継続することとしていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心

な医療を提供するために、最も有効な経営形態については、関係機関と協議しながら、今後

も継続的に検討していく必要があると考えております。 
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2．経営状況について、構想案は、「・・・経営の健全化に取り組んでいくことが必要で

す」とあり、現状は「不健全」との認識、評価だと思いますが、その理由はなんですか。 

 

１）構想案では、「平成 25 年（2013）年度以降 6 年連続赤字となっており、平成 30

（2018）年度決算までの累積欠損金は約 85 億円となっています」が、赤字、累積欠損

は診療報酬の大枠の中で必然的に発生しているのではないでしょうか。公立病院につ

いては「赤字」「累積欠損」の表現自体に違和感があります。公立病院の「赤字」「累積

欠損」を産まない診療報酬が必要と思いますが、実現の是非はともかく、どのように考

えているのでしょうか、お聞きします。 

 

２）構想案では、「一般会計繰入金は平成 28（2016）年度までは 40億円程度でしたが、

平成 29（2017）年度、平成 30（2018）年度では、60 億円を超えています」とありますが、

診療報酬の大枠の中での「赤字」を解消するための繰り入れであり、不採算でも必要

な医療を提供する公立病院ならではの結果と思います。私たち市民の納税が真に活

かされている繰り入れだと思います。赤字に繰り入れは問題との考え方もありますが、

診療報酬の仕組みの中で、一概に問題でないことを、広報、理解を求めることが必要

だと思います。考えをお聞かせください。 

 

3．経営形態について、構想案は、「現行の経営形態を当面継続する」「最も有効な経

営形態については、・・・今後も継続的に検討していくこととします」とありますが、経営

形態を変えることが経営の健全化につながるとは必ずしも言えないのではないでしょう

か。現行、地方独立行政法人、指定管理者制度の 3選択肢があげられていますが、公

設公営の現行の形態（地方公営企業法全部適用）を変えないよう求めます。私たち市

民にガラス張りかつ市民の意見を反映できる形態だからです。5 年後の新病院開設の

時が節目になると思いますが、「現行の経営形態のメリットを十分享受できる体制の整
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備を目指します」の結果を、また東京都の独立行政法人化をすすめる動きもあります

が、そうした状況などを見極めてください。また、もし変更する場合は、病院で働く職員

の皆さんの声も尊重してしっかりと聞いてください。 

以上、私は身近にあり、十分な診療科を持つ頼れる公立の総合病院、新病院に大き

な期待を持っています。合わせて、青葉病院の病床削減の方針が構想案にあります

が、市東部地域の市民のみなさんは理解されているのか、身近な公立の総合病院は

継続できるのか、海浜病院がなくなってしまうのかと不安と危機感を持った市西部地域

の市民として心配をしています。基本計画と設計の中で十分な検討と具体化をお願い

します。 

165 産科医の確保と同時に看護師の確保も重要です。24 時間を通しての看護の重要性

を考え、労働条件の改善を含め増員が必要と考えます。 

患者さんの窓口負担は止めてください。いつでも・どこでも・誰もが等しく安心してよい

医療が受けられるようにすることを願っています。 

適切に医療を提供できるよう人材を確保して参ります。患者の窓口負担の減免を病院独自

に行うことは、持続的に医療を提供する観点から困難であると考えております。 
 

 

166 診療報酬が伸びず、病院が倒産あるいはベッド閉鎖に追い込まれています。この間

の災害やコロナ関連では医療が果たすべき責任の重大性は国民が広く理解している

ことを示しています。 

公として、経済的な面もチェックしながらも、やはり救急や産科、小児科領域をしっか

りお願いします。青葉病院の救急も縮小しないでください。 

救急医療や小児・周産期医療などの政策的医療を提供し、市民が必要とする安全・安心な

医療を一人でも多くの市民に提供することは、市立病院の重要な使命であると考えておりま

す。 

 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 
 

 

167 患者の意見を取り入れられるよう、意見箱の設置や対応策の公表をしてほしい 両市立病院とも、意見箱を設置しており、内容に応じて公表しております。引き続き周知に

努めます。 
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168 政府がすすめる病院の統廃合リストに青葉病院が名指しされていてびっくりしまし

た。千葉市には一見病院がたくさんあるように見えますが公立病院でしかできない役

割があると思います。採算があうかどうかだけで判断しないでください。 

新病院への交通アクセスが心配です。巡回バスなど検討してください。 

青葉病院には感染症対策のベッドがあるとききましたが、数が少ないとききました。

今後に備えるためにも拡充してほしいです。 

海浜病院も青葉病院も診療科目の充実をお願いします。特に青葉の産婦人科、小

児科の削減はしないで下さい。 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィル

ス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏

まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。新病院では、陰圧設備を備えた専用の

病室を設置するなど、新興感染症の拡大時においても感染症患者に適切に対応できるような

施設の整備を検討して参ります。 

 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 
 

 

169 一時、海浜病院がなくなるのではないか、という情報に驚いたのですが、美浜区若葉

に移転新設されることになり、ホッとしています。1日も早い開院を求めるものです。 

同時に、もう一つの市立病院「青葉病院」は、新病院との役割分担をするという事で、

産婦人科、小児科の入院機能を新病院に移すという計画は実状に合わないのではな

いでしょうか。土気の人が、出産や子供の入院などで市の西端まで行くのは大変では

ないでしょうか。98 万市民の千葉市で市立病院が 2 か所しかない（各区に 1 か所あっ

てもいいくらいです）、しかも役割分担ということで市民に不自由やリスクを負わせるべ

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として、高度で専門的な医療を安定的に提

供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参ります。 

 

感染症への対応については、青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病

床の一部を新型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続

き、感染症患者数の状況を踏まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。新病院に
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きではないと思います。民間病院もあるからと言われますが、民間がリスクを負ってま

で対応するとは思われません。 

また、感染症対策です。コロナ感染で保健所や医療機関の皆さんが大変なご苦労を

されていますが、対応がニーズに追いつかないため、私たちは日々不安で、うつにもな

りかねない状況です。感染症は今後増えるのではないでしょうか。しかもいつ起こるの

かもわかりません。それに対応できるのはやはり公立病院だと思うし、そうでなければ

ならないと思います。いつでも対応できる機能を備えていただきたいと思います。 

いま、国の政策で公的病院の見直しが進められていますが、独法化や民営化はして

はならないと思います。財政がたいへんだということもあると思いますが、赤字になった

ら補填する。そのために市の予算を使うのは当然ではないでしょうか。 

私たちが安心して日々過ごせる病院事業にしていただくよう心から希望します。 

ついては、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症の拡大時においても

感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 

 

市立病院と他の医療機関との役割分担の状況、医師の確保の状況などを踏まえながら、

市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できる体制につ

いて今後も継続的に検討して参ります。 
 

170 青葉病院においては年間 5000台近くの救急車を受け入れております。 

千葉県全体の感染病棟等の医療体制が脆弱な中で、青葉病院の存在価値は特筆

すべきものがあります。今後も新型コロナ第２波・３波のなかで重要な役割を担うことと

なります。病棟の縮小や回復期リハビリへの転棟には絶対に反対です。 

また海浜病院の移転先については、非常に病院の少ない地域であると認識しており

ます。各科の救急医療体制については絶対に縮小しないよう、むしろ充実を図ることを

お願いします。 

青葉病院の病床については、新病院の開院時点においても引き続き救急医療などの急性

期医療を担うこととしております。しかし、新病院の開院により市民の受療動向や周辺医療機

関が提供する医療内容に影響を与える可能性があり、現状のように救急医療に対する需要

が大きい場合は急性期機能を維持し、回復期機能や在宅医療に対する連携・支援に対する

需要が増加した場合は機能再編を検討するなど、医療圏の需給状況に応じた長期的な視点

で検討することが必要であると認識しております。 

 

救急医療については、両市立病院とも、千葉医療圏内外の医療機関と連携して、体制の強

化に取り組むこととしています。特に、市内の主要な救急搬送受入医療機関との連携を継

続、充実し、搬送時間の短縮を目指します。 

 

市立病院と他の医療機関との役割分担の状況、医師の確保の状況などを踏まえながら、

医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できる体制について今

後も継続的に検討して参ります。 
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No. ご意見 千葉市の考え 修正 

171 私は３丁目の線路の北側に住んでいます。直通バスをぜひ通してください。乗り換え

は時間がかかるし、年寄には大変不自由です。無料バスがあると大変ありがたいで

す。 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。無料バスについて

は、経営面や受益者負担の観点などから課題がありますが、今後の検討の参考にして参りま

す。 

 
 

 

172  送迎バスを走らせてほしい。 

 足湯温楽があったらいいなと思います。 

 郵便局があったらいいなと思います。 

 会計の精算はクレジットが使えればいいなと思います。 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

その他のご意見については、今後の検討の参考にして参ります。 

なお、クレジットカードによる支払いは、現在の両市立病院においても対応しております。 

 
 

 

173  多くの診療科目があると良いと思う。 

 送迎バスを利用できるとうれしい。 

 郵便局が病院内にあると便利。 

新病院の診療科目については、現在の海浜病院の科目を原則維持することとしています

が、将来的な医療ニーズの変化に対しては、他の医療機関との役割分担や医師の確保の状

況などを踏まえ、柔軟に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できるよう、検討し

て参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

郵便局については、今後の検討の参考にして参ります。 

 
 

 



 「千葉市立病院再整備基本構想（案）」に対する意見の概要と市の考え方  

79 

 

No. ご意見 千葉市の考え 修正 

174  新検見川からバスを出してほしい。 

 診療科目をふやしてほしい。 

 歯科をもうけてほしい。 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

新病院の診療科目については、現在の海浜病院の科目を原則維持することとしています

が、将来的な医療ニーズの変化に対しては、他の医療機関との役割分担や医師の確保の状

況などを踏まえ、柔軟に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できるよう、検討し

て参ります。 

 
 

 

175 今後は高齢者が増えると思われる。車の運転等の自力で通院が難しくなると思われ

るので、ＪＲの駅からもしくは各団地等からのシャトルバスが必要なのではないだろう

か。 

高齢者は各診療科目を回るのが大変になるので、高齢者向けの総合科ができると

良いと思う。 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

高齢者向けの総合科については、今後の検討の参考にして参ります。 
 

 

176 最寄りのＪＲの駅はどこですか？ 

バスの送迎とかありますか？ 

もしくはバスの駅 

最寄りの JR 駅は、海浜幕張駅、検見川浜駅、幕張駅、新検見川駅などが考えられます。

新病院への公共交通手段については、これらの駅からバスになるものと想定しており、バス

事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを行うなど、

市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

 

177 黒字、赤字という「もうけ主義」ではなく、市民の健康を守ることを第１として両病院を充

実させて欲しい。 

政策的医療を提供し、市民が必要とする安全・安心な医療を一人でも多くの市民に提供す

るために医療の充実を図っていくとともに、将来にわたって、安定的に良質な医療を提供し、

公立病院としての役割を果たし続けるためには、経営の健全化も図っていく必要があるものと

認識しております。 
 

 

178 コロナ禍で、医療体制が充実されなければ生命を守れません。抜本的に体制をとる

べきであります。医療、福祉にお金を投じなければ安心できないのです。 

政策的医療を提供し、市民が必要とする安全・安心な医療を一人でも多くの市民に提供す

るために医療の充実を図っていくとともに、将来にわたって、安定的に良質な医療を提供し、
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千葉市民の医療権、受診権を確保されるようお願いします。 公立病院としての役割を果たし続けるためには、経営の健全化も図っていく必要があるものと

認識しております。 

 
 

179  地図上では近くになるのですが交通がとても不便です。ぜひ巡回バスを走らせてくだ

さい。 

 産婦人科医になる人が少ないと聞きます。妊娠がわかった時点の息の長い心と体の

診療生まれてからの子供さんへの対応あたたかい医療を望みます。 

 夫を海浜病院でみとりました。親切で心やさしい看護婦さん。新病院になっても同じ

様に接して下さい。 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

その他のご意見については、今後の検討の参考にして参ります。 
 

 

180  市立病院の赤字が問題提起されているようですが、市民が納めた税金は、市民の為

の市立病院に使ってほしいです。 

 巡回バス等を充実させてほしいです。新病院の交通手段はアクセス方法が不便にな

らないようにお願い致します。 

 千葉大学病院は紹介状なしでも青葉病院のように外来診療は必要です。 
 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

その他のご意見については、今後の検討の参考にして参ります。 

 
 

 

181  建設予定地は幕張総合高校の隣接地のようですが、最寄り駅から距離があるので、

是非とも無料の送迎バスを設置してください。 

 公立病院とはいえ経営効率を度外視してとは言いませんが、民間にない診療科目は

継続してください。 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。なお、無料バスに

ついては、経営面や受益者負担の観点などから課題がありますが、今後の検討の参考にし

て参ります。 

 

新病院の診療科目については、現在の海浜病院の科目を原則維持することとしています

が、将来的な医療ニーズの変化に対しては、他の医療機関との役割分担や医師の確保の状

況などを踏まえ、柔軟に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できるよう、検討し

て参ります。 
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182 赤字・黒字の数字だけで市立病院を考えないで下さい。市立病院は、民間で抱えきれ

ない病気に対応してくれ、とても助かっています。大事に考えてほしいと思います。 

 今、心配されているコロナ感染予防。感染症に対するベッド数の確保をお願いいたし

ます。青葉病院がコロナ感染に対応し頑張っていると聞きました。又、救急車の受け

入れ、青葉病院が頑張ってくれ助かっています。 

 市政だよりには説明がありましたが、出前講座に来てください。私達の声を直接聞い

てください。 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 

青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィル

ス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏

まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。 

 

出前講座については、今後、時期や方法なども含めて検討して参ります。 

 
 

 

183  原点の理念に立ち返り、市民のために又市民が安心して受診できる病院づくりを望

みます。 

 そして、地域の医療機関との連携機能分担を図ることを強く望みます。 

地域の医療機関と連携・機能分担しながら、将来にわたって市民が安全・安心な医療を受

けられる病院づくりを目指して参ります。 
 

 

184  大学 HP ではないが、小さい病気～大きい病気までだれでも幅広くみてくれる病院に

なってほしい。 

 内科～外科、その他専門的なものも幅広くみてほしい。小児科も産科も。 

 政令指定都市だから人口も多いので、青葉も海浜も必要です。千葉市は広いです。

救急でも大きな役割をはたしています。縮小も統合もせず、どちらも、もっと発展して

いってほしい。 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 

市立病院と他の医療機関との役割分担の状況、医師の確保の状況などを踏まえながら、

市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できる体制につ

いて今後も継続的に検討して参ります。 
 

 

185  公的医療機関として、コロナ等の感染症の入院を積極的に行ってほしい。 

 ホームレスの方や保険証の無い方の医療も断らずに行ってほしい。 

 千葉市内で仕事しています。 

市立病院は、引き続き政策的医療など公立病院として求められる役割を担って参ります。 
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186 青葉病院の規模を縮小してしまっては地域の拠点となるような病院が減り、地元の

人が移動を強いられることになります。地元の人のためにも、青葉病院の規模は縮小

すべきではないです。千葉市で勤務しています。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

187 常勤医師体制を整え地域に密着した医療機関を望み、かつ感染者の受け入れも積

極的に行っていただきたいと思う。 

市立病院と他の医療機関との役割分担の状況、医師の確保の状況などを踏まえながら、

医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できる体制について今

後も継続的に検討して参ります。また、公立病院に求められる役割として感染症医療にも適

切に対応して参ります。 

 
 

 

188  紹介状もなく気軽にかかれる事が第一。 

 差額ベッド料も取らないでほしい。 

 年寄や貧乏人など気軽に行けるといいですね。 

 弱者に寄り添った医療をしてほしい。 

 幕張からのバス運行も実施してほしい。 

経営や受益者負担の観点などから課題があるものもありますが、今後の検討の参考にし

て参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

 

189 体調不良だが何が？と原因がわからずどこの科に行っていいのかわからない時が

ある。総合科というのか体調不良が何なのか気長に（ゆっくり）話を聞いてくれ原因を見

つけてくれる科があるとうれしい！！コロナで自宅にいることで私自身左半身マヒ状態

になりつらかった。整形外科・内科・接骨院と行ったが２ヶ月「いたい」「いたい」でした。 

今後の検討の参考にして参ります。  
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190  市立病院は民間の病院ではなかなか手の届かない医療も率先して行ってほしい。 

 夜間・救急・無料低額・特殊医療、子供づれの親、身体不自由な方の送迎、在宅診

療など、手がかかるが収入があまり見込めない医療等に積極的に取り組み、医療難

民に手をさしのべ、地域の医療のリーダーとしての役割をはたして欲しいです。 

 千葉市は、この様な医療難民者を市立病院ではなく民間病院を斡旋する事態を恥と

思い、市民が安心して医療を受けられる様、最善を尽くす様要望します。 

 結論として、市立病院の縮小には反対します。 

現在提供されている救急医療、周産期医療、小児医療、精神医療、感染症医療、災害医

療などの政策的医療について、その機能を維持、発展させつつ、引き続き公立病院としての

機能を担って参ります。 

 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

191 車椅子マークの駐車場スペースを充実してほしいです。できれば、屋根をつけてほしい

です。 

今後の検討の参考にして参ります 

 
 

 

192  駅が遠いので、近くを通るバスや巡回してもらえるような交通手段があると良いと思

います。宜しくお願いします。 

 多種の科を増やして下さい。 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

新病院の診療科目については、現在の海浜病院の科目を原則維持することとしています

が、将来的な医療ニーズの変化に対しては、他の医療機関との役割分担や医師の確保の状

況などを踏まえ、柔軟に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できるよう、検討し

て参ります。 

 
 

 

193  駐車場を大きくしてほしい。 

 バスの本数も増やして利用しやすい病院にしてほしい。 

駐車場のご意見については、今後の検討の参考にして参ります。 
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新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

194 その都度行くたびに看護婦の優しさが目にとまります。そのままで宜しいかと思いま

す。 

今後の検討の参考にして参ります。 
 

 

195 海浜病院にお願い事 

巡回バスを出して下さい。ＪＲ各駅から。 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

 

196 幕張の山側に住んでいます。 

今まではとても不便だったのでバス１本で行けるようなことになれば幸いです。 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

 

197  災害や新型コロナウィルス等の感染症から、生命と健康を守るため、充分に受入れ

のできる市立病院の体制を確保してほしい。儲かる、儲からないで診療科目を決め

ずに公立病院として市民のために考えてください。 

 高齢者が通いやすいように巡回バスなどがほしい。 

 いつでも安心して受診できる産科の環境、子供医療費を全部無料にしてほしい。 
 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 

患者の窓口負担の減免を病院独自に行うことは、持続的に医療を提供する観点から困難

であると認識しております。 
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198 あかるくきれいでやすくてしんせつで駅からバスが有ると便利だと思います。 今後の検討の参考にして参ります。 

 

なお、新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想

定しており、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働き

かけを行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

 

199 受付開始時間～診察終了及び会計計算迄、１時間以内を、望みます。 

具体的な改善には、各種検討項目が有ります。 

 １つの診療科で、新患者と旧患者と分離する場合が有りますが、何故ですか？予約

制度改善。 

 血液検査等の外部委託の場合に、結果を患者が知る時期が３ヵ月後になる様です

が、早く知らせる方法を見つけて欲しい。私の場合（糖尿病）次の診療日迄待つ必要

が有ります。郵送、fax等連絡手段は多い。 

 待合室の伝染予防に、各種の工夫をして頂きたい。 

 長時間の待ち時間を省略した、病院経営に努めて欲しいです。 

 駐車料金は、安く、又は無料にして欲しいです。 

今後の検討の参考にして参ります。 
 

 

200 千葉市勤務です。 

 マイナーでも必要としている人がいる診療科目や病棟を守って下さい。 

 また、利益も大切だとは思いますが、地域の病院との連携についても考慮し、在り方

についてご検討頂けるようお願い申し上げます。 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 

市立病院と他の医療機関との役割分担の状況、医師の確保の状況などを踏まえながら、

市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できる体制につ

いて今後も継続的に検討して参ります。 
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201 千葉市における公的医療機関の役割について 

現在千葉市内には市営病院が２カ所ありますが、100 万都市における病院数として

は、十分とはいえないと思います。海浜幕張病院の建て替えと併せ、将来もう１ヶ所の

病院増設を検討してゆくべき時だと考えています。当面青葉病院の運営に当たっては

救急病床の縮小は論外であり、一層の拡充を希望します。 

今回の新型コロナ感染で明らかになりましたが、今後、細菌、ウィルスとの戦いは今

日的避けて通れません。感染症対策がされた病院病床の確保が重要です。新病院の

建設にあたり公的医療機関の一層の充実・拡充を希望します。 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

202  人道として「医療」と「教育」は採算ぬきで公平・平等に保障されるべきものであり、公

立はそれが使命ではないでしょうか。コロナの受け入れでも大きな役割を果たしてい

ます。 

 産婦人科や小児科は緊急性のある疾患もあり住民にとって近くにあってほしい機能

です。 

 高齢化が進む中、救急医療は今後も増加する一方だと思います。病院は近いに限り

ます。更なる充実を図って頂きたいと思います。 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 
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203 病院の経営は今後、困難が増すと思います。しかし、住民としては、地域に公立病院

は、切実な願いです。私の子供も赤ん坊のとき、海浜病院に夜中にお世話になりまし

た。少子化で診察数は減るが、それだけ重要となり、産科、小児科の充実が求められ

ます。健全経営も大事ですが他の事業と同様には考えるべきではありません。限度は

あるにしても、柔軟に考えるべきと思います。 

現在の海浜病院が担っている周産期医療、小児医療については、その機能を維持、発展さ

せつつ、新病院でその機能を担って参ります。 
 

 

204 新型コロナ対策で感染症病床のある青葉病院の役割は大きく市民の命と健康を守

る上で公立病院の重要性が再認識されたと思います。新たな感染症に備えて病床を

拡充することと青葉病院の充実を図ってほしいと思います。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィル

ス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏

まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

205 私は都賀、若松に住んでいますが身近な公立病院といえば青葉病院（市）医療セン

ター（国）ですが、ちょっとした病気ではすぐ受診できません（紹介状が入用ですから）。 

私達はまずかかりつけ医から次の医療機関に受診します。緊急の場合が一番困りま

すが青葉病院の救急はそのまま継続することになり少しほっとしている所です。継続し

て救急に対応することは当たり前のことで Bed 削減などもっての他、市立病院は市民

のものであり命と健康を守るとりでです。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として診療体制の充実を図る方向で検討し

ております。新病院に産婦人科の入院機能を集約することで、高度で専門的な医療を安定的

に提供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参りま

す。 
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産科、婦人科、小児科の Bed 削減についても私は”異議”を申し立てなければなりま

せん。なぜならこの地域での有床医療機関３か所あり、調べて見ましたら以下の通りな

のです。 

①みつわ台病院産科・小児科なし婦人科あり 

②徳洲会病院（四街道）産科・婦人科なし小児科あり 

③中央メディカルセンター（貝塚）産科・婦人科・小児科なし 

以上この地域の”産科”は、開業医以外 Bedはなく、この地域で病院での出産は不可と

なります。 

小児科といえば１病院しかなく今まで青葉病院を頼りにしてきた小児 Bedが削減され

ると安心して子供も育てられない地域となってしまいます。 

次の世代をになう子供たちの健康・命を守ってゆくのが千葉市の責任。役割であると

考えます。 

すぐ流されてしまう白砂などより市民の健康と命を守ることに予算を使うべきです。 

お願いですから青葉病院から[産婦人科」を[小児科の Bed を]削減することを断念し

ていただきたいと思います。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 
 

206 色々と資料等準備されありがとうございます。意見を少し述べさせて頂きます。 

基本厚労省の急性期病床の削減が謳われ、再編統合リストに青葉病院が。病院局

作成の統計資料で本医療圏の病床機能の予想をみても急性期は過剰、回復期・慢性

期、高度急性期不足となっている。現在人口動態では急速な少子高齢化が進んでお

り、２０３０～２０40 を回ると老齢人口の減少とあります。 

開院当初病床数３３０床、最終４３０床だとしても、災害医療（コロナも含む未曾有の

感染症）はいわゆる政策医療と考え公的医療機関が担う責務です。その為には病床数

の上積み（フレキシブルな対応）と、医師を始めとする医療スタッフは十分な確保をお

願いしたい。 

新病院機能や病床数、青葉病院の機能については、市立病院と他の医療機関との役割分

担の状況、医師の確保の状況などを踏まえ、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安

全・安心な医療を提供できるよう、検討して参ります。 

 

経営形態については、新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態

を当面継続することとしていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心

な医療を提供するために、最も有効な経営形態については、今後も継続的に検討していく必

要があると考えております。 
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新病院に必要とされる診療科は精神・脳神経・整形外科・呼吸器内科・呼吸器外科・

感染症（陰圧室）等々、ＡＩ、IｏＴを取り入れて欲しいし、待合時間を極力短くしてほしい。 

あり方検討委員の中山委員の指摘に共感できるところがあります。 

新公立病院改革ガイドラインにそって、経営の効率化・再編・ネットワーク化として、

時期を見ながらもあると思いますが、新病院一つに機能を集約し、メディカルスタッフも

集約することにより、機能もアップし、今後法律が施行させる医師の働き方改革に対応

でき、２病院あるが為の維持コストを削減していく事が必要ではないでしょうか。事務

員、局の事務方も一緒に新病院に集約することによりメリットがかなり出ると思います。 

青葉病院は機能再編し、人口動態ニーズを見ながら、地域医療構想を踏まえた役割

の明確化として、回復期・慢性期・地域包括ケア病院とし、急性期の後方支援病院とす

るのが妥当ではないでしょうか？そうすれば、新病院に急性期病床を持っていく事が出

来ます。ダウンサイジングもありではないでしょうか？また、経営形態の見直しについ

ては、新病院が軌道に乗ったときに考慮していく。 

市民にとって、なくてはならない安全安心の医療の提供と持続可能な形でお願いい

たします。 

207 青葉病院の機能縮小は一切しないでください。青葉病院と美浜区若葉に作る病院は

距離が離れており、青葉病院の機能を新病院に移せば、中央区をはじめ、多くの地域

住民が不便になります。したがって、青葉病院の機能はすべてとどめておくべきです。 

現在の病床不足は深刻です。病床不足で手術ができず悪化していた、という事例が

ありました。 

したがって、病院・病床は増やすことはあっても減らすことはあってはなりません。今

年のコロナ禍によって、国が作成した公立病院再編計画が根本から間違っていたこと

は明白です。公立病院の機能をむしろ拡充する方向で、政策を見直すべきです。以

上、よろしくお願いいたします。 

青葉病院は、新病院の開院時点において、産婦人科及び小児科の入院診療については、

医師の確保の見込みや患者数の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として診療

体制の充実を図る方向で検討しておりますが、救急医療をはじめとした急性期病院としての

基本的な機能や精神医療などの政策的医療は、青葉病院でも維持することとしております。 

 

市立病院と他の医療機関との役割分担の状況、医師の確保の状況などを踏まえ、医療ニ

ーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できるよう、検討して参りま

す。 
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208 ①周産期・小児医療を青葉病院で継続して下さい 

知り合いでこの病院でお子さんを産んだ方がいます。そしてこの千葉市でそのまま子

育てをしています。いざという時にこういった機能を持った病院が近くにあるということ

は生活に安心感を与えてくれます。機能が縮小されるとなると、市民は不安になると思

います。 

 

②感染症対策を充実させて下さい 

新型コロナウィルスの感染が蔓延する中、市立病院の感染症対策は益々重要になっ

てくると思います。率先してこの感染症対策は充実させてほしいです。 

 

病院は人が生きていく中で 1 番大切な機関だと思います。なにをするにも命あって、健

康であればこそ。そして、青葉病院は利用する方たち地域の方たちにとって機能をむし

ろ充実させて、いざというとき市民が安心してかかれる病院であってほしいと思います。 

 

あと、緑区民としては緑区に救急病院がないというのは大変不便です。近所の子育て

世代の親からも同じ意見を多く聞きます。同じ千葉市民であるので住んでいる区によっ

て特に医療の分野で偏りがないようにしてほしいです。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として診療体制の充実を図る方向で検討し

ております。新病院に産婦人科の入院機能を集約することで、高度で専門的な医療を安定的

に提供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参りま

す。 

 

感染症への対応については、青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病

床の一部を新型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続

き、感染症患者数の状況を踏まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。新病院に

ついては、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症の拡大時においても

感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 

 

緑区の医療需要は、青葉病院も含め多くの医療機関が所在する中央区及びその周辺の医

療機関で対応していると認識しております。これらの医療機関と役割分担・連携を図ることで、

対応して参ります。 
 

 

209 私は緑区に住んでいました。 

緑区では病院が少なく、青葉病院はなくてはならない病院です。持病がある方や、初

めてのお産などで不安な方が遠くの病院まで通院する大変さを千葉市にはもっとわか

って頂きたいです。 

 

コロナの拡大で公立病院のあり方が…と問われている時に青葉病院のベッド数を削

減するのは反対です。むしろコロナ禍で医療体制を見直して欲しいと多くの市民は思っ

ています。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

市民の皆様の受療動向や救急搬送の状況、市立病院と他の医療機関との役割分担の状

況、医師の確保の状況などを踏まえながら、市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわた

って安全・安心な医療を提供できる体制について今後も継続的に検討して参ります。 
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どこに住んでいる人でも病院に行きやすい、かかりやすい安心な千葉市にするため

には公立病院は欠かせません。 

 

今、千葉市民は熊谷市長が市民のために何をしてくれるのか？と注目しています。1

番大切な命を守るために青葉病院は縮小ではなく拡充をするべきです。 

市民の立場になってもう一度検討をお願いします。 

210 これまで、海浜病院は自宅に近く、私も子供もお世話になりました。この度のような新

型コロナウィルス感染では、頼れるのは、公立の病院だけです。 

設立当初に比べ、最近では、診療科目の削減や、医者の不祥事などありました。こ

の際、再整備にあたり、採算等よりも、中核病院としての診療科目、設備、病床、医者、

看護師等の充実を強く求めます。 

 

また、不便な場所になりますので、新検見川駅、幕張駅及び、検見川浜駅、海浜幕

張駅よりのバスの便についても充実をお願いします。 

新病院の診療科目については、現在の海浜病院の科目を原則維持することとしています

が、将来的な医療ニーズの変化に対しては、他の医療機関との役割分担や医師の確保の状

況などを踏まえ、柔軟に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できるよう、設備や

人員の対応も含めて、検討して参ります。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

 

211 海浜病院を移転し新病院とした際の病床が増えることは市民にとって安心する材料

になると思います。 

一方、青葉病院の病床が 40 床削減されることは疑問と不安を感じます。理由として

は救急車の受け入れ台数が多いと認識していますので、そこからの入院経路も当然あ

ると思いますので、病床が削減されて入院受け入れに支障が出ないでしょうか？ 

また、新型コロナ感染の第 2波、第 3波に備える医療提供体制の充実が叫ばれてい

る中で、医療は公共のライフラインだという認識が市民の中にも浸透していると思いま

す。 

青葉病院から新病院へ移行する病床の一部は、新病院の救急医療体制の強化に伴うもの

であり、両市立病院とも千葉医療圏内外の医療機関と連携して、体制の強化に取り組むこと

としています。特に、市内の主要な救急搬送受入医療機関との連携を継続、充実し、搬送時

間の短縮を目指します。 

 

青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィル

ス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏

まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。 
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今後も新型ウィルスの出現や地震や台風などの災害時に果たす役割が青葉病院に

は期待されていると思いますので、病床の削減には反対です。再考をお願いいたしま

す。 

市立病院と他の医療機関との役割分担の状況、医師の確保の状況などを踏まえながら、

市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できる体制につ

いて今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

212 高齢者の仲間入りをした我が身としては高齢者医療が最大の関心事と思っていまし

たが、もっと大事なことはこれからの未来を背負う子どもたちのことだと思い至って、次

のようにお願いします。 

子どもを産み育てる未来の母親や生まれてくる子どもたちのために身近に健康を守

る医療環境が最も大切だと思います。リスクの高い緊急性の高い出産や無防備な新

生児には高度な医療で守っていただきたい。 

また、採算性を度外視しても医療を施せるところに、公立病院の存在意義があるの

ではないかと思います。 

お若いご夫婦は子育てしやすい土地を探して住まわれるとか聞きます。 

そんな方たちに千葉市を選んで住んでいただき、この土地で子育てをしたいと思って

いただくことが、この市の将来のためにも必要でとても大事なことではないでしょうか。 

どうぞ身近にあってこその医療体制を縮小しないでください。 

今後さらに少子高齢化の進展が見込まれる中、限られた医療資源を有効に活用するため

にも、市立病院同士あるいは他の医療機関との役割分担、機能分化を図り、市民に安心で質

の高い医療を持続的に提供して参ります。 

 
 

 

213 新病院の目指す病院像 

高齢社会がはじまっており、医療や会議の中に占める病院の役割も変化している。 

退院すれば、すぐに普通の生活にもどれるとは限らない。家庭での療養、介護、受け

入れる家族や、家の環境などが整わない限り、退院はままならない。 

そうした、地域での医療・介護とのつながり部分に、力を入れる病院になることを目

指す病院像にいれてほしい。 

 

地域での医療・介護とのつながりに関するご意見をふまえ、本基本構想「第２章病院事業

の基本方針、２病院事業の基本方針、（２）市民が必要とする医療の提供」へ記述を追加いた

しました 

 

本基本構想を策定するにあたっては、有識者で構成された病院事業のあり方検討委員会

の意見も踏まえて、検討して参りました。 

その結果、統合も一つの選択肢として考えられたものの、「海浜病院の老朽化への対応と

して新病院を直ちに整備すべき」「青葉病院は新病院や周辺医療機関との連携・分担を進め

るうえで、2030 年以降も含めた長期的な視点で適切な機能・規模を選択すべき」という病院事

〇 
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２つの市立病院がそれぞれ 300 床台では、一番経営効率が悪いと聞いたことがあ

る。それぞれが小さい規模よりは、800 床程度の病院の方が医師も交代勤務がしやす

く、働きやすいと思われる。 

今までと同程度の病院規模を継続するより、統合しようという話はなかったのか？ 

もちろん、千葉市の広さからいえば、2 箇所にあった方が、良いとは思うが、将来、ど

ちらも経営難でつぶれてしまうことが想定されるなら、思い切って統合するという発想の

方が、結果的に有効ではないか 

業のあり方検討委員会からの意見や、現在の青葉病院が救急医療で果たしている役割や、

美浜区や花見川区などの市西部で、海浜病院以外に救急搬送を多く受け入れている病院が

無いことなどから、2病院体制とすることとしたものです。 
 

214 千葉市海浜病院移転建て替えにあたり、次の意見を出させていただきます。 

私共は重い肢体不自由と重い知的障害を併せ持つ重症心身障害のある子どもの親

の会です。 

これまで千葉市海浜病院では通院でも入院でも重症心身障害児者は大変にお世話

になってきています。NICUでの新生児の時から退院後は小児科にかかり大人になって

もずっと小児科で診ていただいています。その成長は大変に遅く、通院でもまた入院に

なっても小児科の医師、看護師の皆様には温かく見守っていただき、親たちは絶大な

信頼を置いています。生まれた時からずっと診てくれているということは、親にとっては

とても大事なことで、なにも訴えることができない子どもの状態で年齢が大人になった

からといって内科や神経内科にかかることはとっても高い壁を感じています。 

医療技術が進み、呼吸器管理でもそのほかの濃厚な医療的ケアがあっても家で生

活していくことになります。しかしながらその子の世話をするのは主に母親ひとりのこと

が多く、物言わぬ子の状態を観察しながら睡眠時間も満足に取れずにいる現実があり

ます。 

これまで以上に、新しくなる海浜病院では重症児が大人になっても小児科で継続して

診ていただけること、またそのことが困難な場合は大人のかかる科に小児科と緊密な

連携をとっていただいて、海浜病院にずっと通院、入院できることを願っています。また

親の介護負担の軽減のために、重症児者がレスパイト入院できることをお願いします。 

医療的ケア児に対する技術的支援や急変時の入院の対応は、公立病院としての役割とし

て重要と認識しており、新病院でも引き続き対応して参ります。 

 

通所事業など、新たな機能を組み込むことは、医療資源の確保や運営の面から慎重に検

討する必要があります。医療の必要が生じた場合の受け入れなど関係機関と医療連携体制

を確保し、これからも必要な医療を提供して参ります。 

 

なお、医療と福祉の連携に関するご意見をふまえ、本基本構想「第２章病院事業の基本方

針、２病院事業の基本方針、（２）市民が必要とする医療の提供」へ記述を追加いたしました 

 
 

〇 
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私共の子どもは千葉市桜木園という入所施設にお世話になっています。しかし近年

子どもたちの医療度があまりにも重いために、桜木園では満床ということもあります

が、今求められている医療的ケアは困難な現状もあります。医療の安心できる海浜病

院で通所事業（ディサービス）や入所サービスを実施してほしいという願いがあります。 

私たちの子どもは強力な医療的支援があって、安心な生活を送ることができます。医

療と福祉の連携が必須です。しかしながらその壁は大変に高いことも実感しています。 

海浜病院という大きな組織からみますと、私共の子どもは本当に少数派なのですが

親たちはやっと助かった命を必死な思いで、この子が少しでもいい生活になりますよう

にと育てています。その親たちが、海浜病院があるから安心して千葉市に住んでいら

れると思えるような体制を構築していただきたい。 

215 第 1章 1-（4） 

・人材の確保 

働いてみたいという環境づくりを進めてほしい。子育てしながら仕事を継続できるような

職場をつくってほしい。 

2-（3） 

・高齢者が増える中、医療と福祉の連携が一層求められる。地域連携室の充実など、

地域医療支援病院としての機能の拡充をしてほしい。 

3-（3） 

・公立病院は不採算部門も抱えている中で、赤字になることも考えられるが健全化へ

の取り組みは必要。満足度を高めることで、患者数を確保する。 

 

第 2章２．コロナウィルス感染症に対応できる病床と、医療体制をつくる 

 

第 3 章１．巨大地震が近い将来起こるといわれている中、新病院の整備になるので、

災害に強い建物をつくってほしい。 
 

医療と福祉の連携に関するご意見をふまえ、本基本構想「第２章病院事業の基本方針、２

病院事業の基本方針、（２）市民が必要とする医療の提供」へ記述を追加いたしました 

 

感染症への対応については、青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病

床の一部を新型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続

き、感染症患者数の状況を踏まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。新病院に

ついては、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症の拡大時においても

感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 

また、災害対応については、新病院は引き続き災害拠点病院として必要な機能を整備して

参ります。 

 

その他のご意見については、今後の検討の参考にして参ります。 

 
 

〇 
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No. ご意見 千葉市の考え 修正 

216  感染症病床を増やして下さい。 

 医師を確保して青葉病院の産婦人科の入院機能をなくさないでください。 

 新病院の交通アクセスを確保して下さい。 

感染症への対応については、青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病

床の一部を新型コロナウィルス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続

き、感染症患者数の状況を踏まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。新病院に

ついては、陰圧設備を備えた専用の病室を設置するなど、新興感染症の拡大時においても

感染症患者に適切に対応できるような施設の整備を検討して参ります。 

 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として診療体制の充実を図る方向で検討し

ております。新病院に産婦人科の入院機能を集約することで、高度で専門的な医療を安定的

に提供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参りま

す。 

 

新病院への公共交通手段については、現在の海浜病院と同様、バスになるものと想定して

おり、バス事業者など関係機関に情報提供を行うとともに、路線の開設に向けた働きかけを

行うなど、市民の皆様が利用しやすい交通手段の確保に努めて参ります。 

 
 

 

217 赤字という理由で、青葉病院院の産婦人科や小児科のベッド数を減らさないでくださ

い。小児科や産婦人科は以前に比べれば、少なくなっています。市立病院があれば、

安心して出産・子育てができますし、少子化に歯止めになります。 

また、新型コロナウィルス感染拡大で、感染症に対応するベッドがある青葉病院の役

割は、ますます重要です。そのための設備や機能を充実させてください。市立病院は

私たちの命の砦です。 

青葉病院の産婦人科及び小児科の入院診療については、医師の確保の見込みや患者数

の推移などを踏まえ、新病院に集約し、市内全体として診療体制の充実を図る方向で検討し

ております。新病院に産婦人科の入院機能を集約することで、高度で専門的な医療を安定的

に提供する体制を整備し、支援が必要な方にとっても安心して出産できるよう対応して参りま

す。 

 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 
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青葉病院では、これまで、既存の感染症病床に加え、一般病床の一部を新型コロナウィル

ス感染症の専用病床に充てることにより対応しており、引き続き、感染症患者数の状況を踏

まえながら、必要な病床数の確保に努めて参ります。 

 

市立病院と他の医療機関との役割分担の状況、医師の確保の状況などを踏まえながら、

市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できる体制につ

いて今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

218 新型コロナウィルス感染症がまだ拡大しているときに、青葉病院の縮小、両病院の

経営形態をかえるということはあってはならないことと思います。 

環境汚染や自然破壊から、これからも新しいウィルスが私達の生命を脅かすことが

示唆される中、それに備えるためにはむしろ充実するべきです。それを教えてくれてい

ます。あとで責任をとれないことをしないでください。 

私達は、税金は市民の生命と健康を守ることを第一に使っていただきたい。判断を

誤らないで下さい。どうかよろしくお願いします。 

青葉病院の病床については、新病院の救急医療の強化による影響や市民の需要なども考

慮し、40床程度を新病院に移行することとしておりますが、新病院の開院時点においても引き

続き救急医療などの急性期医療を担うこととしております。 

 

経営形態については、新病院の早期開院が最優先であることを考慮し、現行の経営形態

を当面継続することとしていますが、医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心

な医療を提供するために、最も有効な経営形態については、今後も継続的に検討していく必

要があると考えております。 

 

市立病院と他の医療機関との役割分担の状況、医師の確保の状況などを踏まえながら、

市民の医療ニーズに的確に対応し、将来にわたって安全・安心な医療を提供できる体制につ

いて今後も継続的に検討して参ります。 

 
 

 

 

なお、本案に関係がないご意見については、記載を省略させていただきました。 

 


