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上越地域医療センター病院の改築に向けた在り方検討委員会の検討状況について 

 

 

１ 在り方検討の目的 

上越地域医療センター病院（以下「センター病院」という。）は、上越地域において回復

期・慢性期医療の中核を担うとともに、病病連携・病診連携の中心となる、地域医療の拠

点として欠かせない病院である。 

人口減少や高齢化が進展する状況において、センター病院が地域に必要な医療を提供し、

持続的に安定経営を維持していくためには、施設の老朽化への対応とともに、担うべき役

割や必要な医療機能、規模等について検討していく必要がある。 

こうしたことから、地域医療や病院経営等に精通する医療コンサルタントの知見を取り

入れながら、今後の改築に向けた在り方について病院関係者により議論し、基本構想につ

ないでいくため、「上越地域医療センター病院の改築に向けた在り方検討委員会」を設置し、

検討を行った。 

 

２ 在り方検討委員会の委員構成 

上越医師会 2人、センター病院 3人、センター病院促進協議会 1 人、市 4 人 計 10人 

 

３ 在り方検討委員会の検討経過 

開催月日 検討内容 

第 1回( 8月 24 日㊌) 上越地域の医療やセンター病院に係る現状の確認 

第 2回( 9月 29 日㊍) 診療機能① 

第 3回(10月 26 日㊌) 介護・福祉との連携①、まちづくり① 

第 4回(11月 30 日㊌) 介護・福祉との連携②、まちづくり② 

第 5回(12月 21 日㊌) 診療機能②、職員確保、健全経営 

第 6回( 1月 25 日㊌) 新病院建設（建物機能、整備手法、建設場所） 

第 7回( 2月 22 日㊌) まとめ 

 

４ 今後の進め方 

平成 29年度は新たに委員会を設置し基本構想を策定する。基本構想では、今年度の在り

方検討委員会の検討結果を基に、具体的な診療機能や建設予定地、整備手法、概算事業費

等を検討し、取りまとめる。 

なお、基本構想策定後は、設備や医療機器の導入等に関する詳細な計画と具体的な整備

計画を基本計画として定め、さらに、基本設計、実施設計へと進めていく予定としている。 

所管委員会 厚生常任委員会 

提 出 課 
健康づくり推進課 

地域医療推進室 
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５ センター病院の概要 

開設年月日 平成 12年 3月 1 日 

開設者 上越市 

経営形態 

平成 12年 3月 1 日から 業務委託 

平成 18年 4月 1 日から 指定管理者制度 

※いずれも一般社団法人 上越医師会 

診療科目 
内科（総合診療科を含む）、外科、整形外科、リハビリテーション

科、肛門外科 

病床数 197床（一般病床 142床、療養病床 55床） 

医療機能別の病床

数 

急性期 50床（緩和ケア 18床を含む）、回復期 55床、慢性期 92 床 

※平成 27年度病床機能報告 

附帯事業 
訪問看護事業、訪問リハビリテーション事業、居宅介護支援事業、

短期入所事業 

主な施設基準等 
10対 1入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料 1、 

救急告示病院 

敷地面積 36,879㎡ 

延床面積 13,810.92㎡ 

主な建物の建築年

と構造 

外来管理治療棟:昭和 54 年完成・ＲＣ造・地上 2 階 

第 1病棟:昭和 48年完成・ＲＣ造・地上 1階 

第 2病棟:昭和 48年完成・ＲＣ造・地上 1階 

第 3病棟:昭和 55年完成・ＲＣ造（一部は鉄骨造）・地上 1階 

南病棟:平成 14 年完成・ＲＣ造・地上 3 階 

北病棟:平成 14 年完成・ＲＣ造・地上 2 階 

 

６ 在り方検討委員会で検討したセンター病院の目指すべき方向性 

⑴ 診療機能 

① 診療圏の範囲 

診療圏については、今後も上越市を基本としながら、妙高市も含める必要がある。

なお、上越二次保健医療圏域（上越市、妙高市、糸魚川市）の視点では、肛門外科や

リハビリテーション科等の一部の診療科については糸魚川市も含める必要がある。 

 

② 診療科 

診療科についてはこれまでと同様に、内科（総合診療科を含む）、外科、整形外科、

リハビリテーション科、肛門外科を中心としていく必要がある。 

また、高齢化の進展への対応や地域で不足している診療科の新設については、需要

の把握と医師の確保の可能性を探りながら、検討していく必要がある。 

診療科機能の維持・拡張の取組の一つとして、テナントクリニックの設置も考えら

れるが、関係者との調整等、課題が多いことから、実現の可能性について更に検討し

ていく必要がある。 

その他、地域の医療提供体制を強化するための取組として、日常的疾患の急性期医

療を補っていくこととし、特に大腿骨近位部骨折の患者を積極的に受け入れることが

必要である。 
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③ 病床機能 

今後も市民が安心して生活できるよう地域の医療提供体制を確保していくためには、

回復期や慢性期医療だけではなく、日常的疾患の急性期医療にも対応できる病床機能

とする必要がある。 

 

④ 病床規模 

新潟県地域医療構想によれば、上越地域では将来的な人口減少に伴い、医療需要も

減少し、急性期の病床機能は過剰となる。一方、将来的な高齢者の医療需要の増加に

伴い、回復期及び慢性期の病床機能は不足が見込まれることから、現在の病床規模 197

床の維持を前提としていく必要があると考える。 

なお、地域医療構想で示される必要病床数を踏まえ、将来的に 1 割程度の病床数の

削減も想定しながら検討していく必要がある。 

多様な患者ニーズに対応するため、個室の病室を増やすことも考えられる。ただし、

個室数については、患者のニーズや建築コスト、採算性、運用の効率性等を考慮する

必要がある。 

 

⑤ 救急医療 

将来に向けて地域の救急医療提供体制を維持していくためには、入院が必要な救急

患者の受入れ体制を整える必要がある。 

また、入院の必要がない比較的軽症な患者については上越休日・夜間診療所で対応

しているが、診療所の老朽化への対応等の課題を解決するため、上越休日・夜間診療

所の機能を担うことも考えられる。 

さらに、上越歯科医師会が運営する休日歯科診療センターについても、建物の老朽

化が進んでいることから、センター病院に組み入れることについて上越歯科医師会か

ら要望が寄せられている。実現すれば利便性が高まることが期待できるが、休日のみ

の診療であることによる施設の非効率性等の懸念もあることから、その実現可能性に

ついて検討する必要がある。 

なお、これらの検討に当たっては、施設規模や運営方法などについて、上越医師会

や上越歯科医師会等との十分な協議が必要である。 

 

⑥ リハビリテーション 

センター病院の特徴の一つであるリハビリテーションセンターの機能を更に充実す

るため、回復期リハビリテーション機能以外に、将来の超高齢社会に向けた予防的リ

ハビリテーション機能や維持的リハビリテーション機能のほか、リハビリ対象疾患の

多様化への対応が必要である。 

さらに、リハビリテーションに必要な療養環境として、屋外や年間を通じて利用で

きるリハビリコースの整備についての検討が必要である。 

 

⑦ 緩和ケア 

施設基準上の緩和ケア病棟は、対象となる疾患が限定されることや、緩和ケア医師

等の専門職の配置や施設整備が必須条件であることなど、運用上の非効率性が想定さ

れる。 

上越地域における緩和ケアの必要性や効率的な病床の運用を考慮し、施設基準は現
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行の一般病棟としながら、緩和ケア機能を持たせた病棟の運用の継続が望ましいと考

える。 

 

⑧ 予防医療 

予防医療機能は将来的な機能として不可欠であり、健診機能の充実を図る必要があ

る。 

市内では既に上越地域総合健康管理センターや各医療機関において健康診査や人間

ドック事業が実施されているものの、かかりつけ病院での受診を希望する方や、病院

の周辺地域にある事業所を中心とした院内併設型による健診等を実施することが考

えられる。 

 

⑨ 透析医療 

上越地域における将来的な需要や現在の透析医療提供体制を踏まえると、現状では

センター病院が担う必要性は低いものの、地域の医療提供体制の動向を注視していく

必要がある。なお、病院の改築に当たっては将来的に拡張が可能なスペースを設け、

需要変動に対応できるように計画していくことも考えられる。 

 

⑩ へき地医療 

歯科を含め市内に 8か所ある市立診療所では、医師の確保が喫緊の課題となってい

ることから、へき地での医療を確保・維持するため、センター病院が市立病院として

支援をしていく必要がある。 

 

⑪ 再編・ネットワーク化 

中山間地域の医療提供体制の現状を踏まえ、センター病院と市立診療所との間で医

師・看護師等の人的なネットワーク化を目指すものとする。また、市直営や委託等、

経営形態が統一されていないことや、不採算になりがちなへき地医療を担うことにな

るなど課題が多いことから、中長期的な取組として位置付ける必要がある。 

 

⑫ 結核医療 

新潟県保健医療計画では、県全域における結核病床の基準病床数 41床に対して、既

存病床数は 100 床となっている。近年の結核患者の減少や医師等の職員の確保が困難

であることなどを踏まえると、現在の結核モデル病室における病床数（12床）を維持

していく必要はないものと考える。 

このため、結核モデル病室の設置の経緯や市民の意向等を踏まえ、県と協議してい

く必要がある。 

 

⑬ 災害時における医療 

現在、災害拠点病院ではないが、被災時においても市の防災計画で示されている 3

日間、72時間の医療機能を維持するように、施設面（電気、水、燃料等）や運営面（食

糧備蓄等）に配慮する必要がある。 

なお、改築場所については、地震や浸水被害等の自然災害が少ない場所を選定する

ことが必要である。 
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⑵ 介護・福祉との連携 

① 地域包括ケアシステム 

高齢者が住み慣れた地域で介護や医療、生活支援等のサービスが受けられるよう、

今後も訪問診療や訪問看護、訪問リハビリテーションなどの在宅医療を支える役割を

担っていくほか、入院治療が必要となった在宅患者や施設入所者の受け皿として、病

院機能を最大限にいかした在宅介護支援に向けて取り組むことが必要である。 

また、患者以外の高齢者にも、介護予防の面から健康教育や指導等を含めた包括的

なサービスを提供することも考えられるが、専門職の人員確保等に留意する必要があ

る。 

なお、今後増加が予測される認知症患者に対しては、高田西城病院が認知症疾患セ

ンターを設置して既に取組を行っている。認知症の診療を行うには認知症専門医の確

保が必要になるが、現状では専門医の確保が困難であるため、今後もこれまでと同様

に、認知症を合併している入院患者への積極的なケアを担っていくことが適当と考え

る。 

 

② 在宅医療 

上越地域における在宅医療や看取り、緩和ケアの実態を踏まえると、今後も病院内

に設置した在宅医療支援センター機能（訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーショ

ン、居宅介護支援）を中心に積極的な取組を展開していく必要がある。 

在宅療養支援病院の施設基準の取得に向けて取り組むことも必要であるが、在宅医

療の担い手である医師の確保は極めて困難な状況であることから、医師確保の方策を

検討しながら取り組む必要がある。 

 

③ 福祉分野 

(ア) 障害者福祉施設等との連携 

現在、在宅療養中の難病患者の入院の受入れはもとより、医療的ケアを必要とす

る障害者福祉施設入所者の受入れにも対応するなど、医療的な支援を行っている。

今後も、障害者福祉施設等との連携を維持していく必要がある。 

一方で、障害者福祉分野における医療的支援では、市関係部署との連携や情報共

有を図りながら具体的に検討していくことが必要である。 

 

(イ) 重症心身障害児（者）への対応 

現在、重症心身障害児（者）に対する短期入所の受入れや訪問看護を実施してい

る。このような障害児（者）への医療的アプローチとして、リハビリテーションや

訪問看護は重要であることから、今後も現在の取組を継続しつつ、受入れ規模の拡

大や機能の強化・充実が必要である。 

しかしながら、機能の充実等には、医師を始めとする職員の増員が必要であり人

件費の増加が見込まれることなどから、持続的な運営に当たっては市の財政負担が

不可欠である。 

また、福祉分野の機能の拡充には病院職員の理解と協力が必須であることから、

病院職員と協議していく必要がある。 
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(ウ) 発達障害児への対応 

ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）や自閉症等の発達障害児は増加傾向にあるとさ

れている。また、小児の場合、治療効果を上げるためには、服薬等の治療のほか、

本人の生活環境や日常の生活リズムを整えていくことが重要である。地域の実情を

踏まえると、現在の身体障害分野の小児リハビリのほかに、発達障害児に対する取

組についても検討していく必要がある。 

しかしながら、現在、発達障害児を支援する体制は整っておらず、全国的にも小

児神経科医や児童精神科医等の専門医が少ないことから、今後も発達障害児を支援

するための体制を確保することは極めて困難である。そのため、センター病院が担

う医療的支援の範囲を考えるとともに、職員の確保や市の財政負担について具体的

に検討していく必要がある。 

また、改築を機に、市関係部署の窓口を病院内に設置することも考えられる。 

 

⑶ ＩＣＴを活用したネットワークシステムの構築 

他の地域では、医療機関が保有する患者情報をネットワーク化する大規模なＩＣＴを

活用したシステムが構築・運用されているが、比較的高コストとなる可能性があること

から、県や医師会等のレベルで進められるべきものと考える。 

システムの範囲やコストを考慮しながら、市立診療所や介護保険施設等と連携するた

めのコンパクトなシステムの構築を前提とすることが望ましい。 

 

⑷ まちづくり 

将来に向けてセンター病院が担う診療機能の方向性を踏まえ、更に効果的にその機能

を発揮していくためには、病院を核にした医療と介護、福祉が連携したまちづくりを進

めることが必要である。 

また、職員が働きたくなる病院、かつ地域に開かれた病院とするため、利用する患者

や家族、働く職員、周辺住民等にとって快適な施設となるよう、カフェやコンビニ、レ

ストラン、本屋の設置など、利用者の意見を反映した検討が必要である。 

なお、検討に当たっては、民間活力との相乗効果や、病院敷地内のみではなく周辺の

開発も併せて検討を行うことが望ましい。 

 

⑸ 職員確保 

全国的に医師の確保が課題となっている中、医師が働きたいと思える環境づくりや病

院の魅力（ブランド力）を外部に積極的に発信していくことが必要である。 

そのためには、総合診療専門医の認定施設化に向けた取組が必要である。また、複数の

指導医を確保することにより、総合診療医を目指す若い医師の招へいも期待できる。 

あわせて、看護師の確保については、県立看護大学や市内の看護専門学校との関係を維

持しつつ、研修制度や離職率の防止につながる働きやすい環境の整備と充実を推進する

ことで、必要な看護師数を維持していくことが必要である。 

 

⑹ 健全経営 

① 経営効率化 

病院改築のための借入に伴う毎年の元利償還のほか、今後、不採算部門を担うこと

によって、現在の収益規模では経営状況が悪化する可能性が高いことから、収益性の
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向上や経費削減により赤字部分を少なくする努力が必要である。 

収益性の向上に向けては、今後も新たな施設基準の取得による増収等を積極的に進

める必要があるが、診療報酬による収入増のみでは限界があるため、診療報酬以外の

附帯事業による収益確保の仕組づくりを進める必要がある。 

 

② 不採算部門に対する財政負担 

市立診療所とのネットワーク化のほか、福祉分野との連携等、地域に必要な医療を

提供し、地域医療の基幹病院として役割を担っていくには、市の財政負担が不可欠で

ある。 

財政負担は単に赤字補填ではなく、一定のルールを設定する必要がある。 

 

③ 経営形態 

平成 12年 3月に市が国から譲渡を受けて以降、上越医師会とセンター病院、市が三

位一体となって運営している。現在の指定管理者制度は、比較的自主的な運営が可能

であり、民間事業者の経営ノウハウを幅広く活用した病院経営が期待できる形態とさ

れているが、将来に向けた経営形態について具体的に検討していく必要がある。 

 

⑺ 新病院整備 

① 建物機能 

病院建物及び設備の経過年数から、建物の老朽化は看過できない状況にあり、早急

に改築の検討を進める必要がある。今後、増加が見込まれる回復期医療機能の需要へ

の対応や求められる新たな診療機能を考慮すると、大規模修繕では対応できない状況

である。 

改築後の病院については、診療報酬や医療情勢等の変化への柔軟な対応のほか、安

全で快適な療養環境、医療技術の進歩、ＩＣＴ化等を踏まえ、患者や医療従事者にと

って必要であり、かつ使いやすい機能や設備を整備する必要がある。 

なお、検討に当たっては改築後の経営を考慮し、可能な限り改築事業費を抑制する

必要がある。 

今後の基本構想や基本計画、設計、建設には相当の時間を要すると想定される。他

施設の事例では、基本構想の策定から開院までに少なくとも 5年を要していることか

らも、検討期間は可能な限り短縮する必要がある。 

 

② 整備手法 

整備手法については、基本構想及び基本計画の段階で具体的な検討を行う必要があ

る。また、市の財政状況等を踏まえ、従来方式以外にデザインビルド方式や民間資本

の活用等、経済性を考慮した整備手法も視野に入れることが必要である。 

また、センター病院が将来に向けて果たすべき診療機能や介護・福祉との連携を実

現するためには、設計段階において病院職員の意向を十分に反映する必要がある。 

 

③ 建築場所 

現在の立地場所は、アクセス道路である県道中田原高田公園線から病院につながる

道路が非常に狭く、降雪期には道路状況が悪化し、更に狭隘になることから不便であ

るほか、主要道路に面していないことから利用者に分かりにくいなどの課題があり、
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現在地で改築をする場合には、主要道路からのアクセス道路を改善する必要がある。 

簡易調査によれば、病院の運営を維持しながら現在地に改築することは不可能では

ないとの報告を受けているが、広大な敷地に低層建物が分散配置されていることから

空き地が狭く、建物の配置が制限され、整備期間中の駐車スペースの確保が必要とな

るなど、様々な課題が想定される。 

また、まちづくりでは、カフェやコンビニ、レストラン、本屋の設置などの検討を

必要としたが、現在地では民間活力による整備は困難であると考える。 

一方、移転する場合は、市民の理解が得られる場所とすることが必要である。とり

わけ 100年を超える歴史の中での周辺地域の住民とのつながりを考えると、現在地か

らそれほど遠くならない場所であることが重要であり、現在の利用者の人口重心に考

慮する必要がある。また、改築後の病院の経営を考慮すると、用地取得が安価な土地

が望ましいと考える。 

なお、公共交通機関のアクセス性も重要であるが、バス路線や新駅等の新設や増設

は市の負担増につながることを念頭に改築場所を選定する必要がある。 

以上のような意見が出されたが、当委員会では建築場所について方向性は定めない

こととする。 




