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第１回１００人会議自己紹介シートまとめ 
 

【資料の説明】 

・各メンバーから回収した自己紹介シートの質問「３．」と「４．」を取りまとめました。 
・分類項目は、「年代」と「市民病院の利用頻度」としました。 
・「利用頻度」は、自己紹介シートの質問「２．」のコメントから事務局で４つに分類し

ました。 
＜頻度１＞全く利用したことがない 

＜頻度２＞ほとんど利用しない 

＜頻度３＞ときどき利用する 

＜頻度４＞よく利用する 

・常滑市は南北に細長いため、意見者が市内のどの辺りに住んでいるのかを把握するた

め、市を４つに区分しました。北（名古屋市より）から「青海」「鬼崎」「常滑」「南陵」

の順になります。 
・例えば、「全体的に暗い・・・・・・な感じを思います。（鬼崎５０男）１」という意

見は、鬼崎地区在住、５０代、男性、＜頻度１＞の意見です。 
 
質問３．市民病院にどんな感想・イメージを持っていますか？ 
 
＜頻度１＞ 

５０ｓ 

・全体的に暗いイメージと患者に対して不親切な感じを思います。（鬼崎５０男）１ 
 
６０ｓ 

・医療で困ったら市民病院に行けば何とかしていただけるという安心感。（常滑６０女）１ 
 
 
＜頻度２＞ 

３０ｓ 

・子供の頃からあまり身近でなく、汚い、ボロいイメージだけど、まわりが変わった中で、

昔のままの姿がなつかしく、安心する。（鬼崎３０男）２ 
 
・１０年以上前に入院した時は、職員間のコミュニケーションがよく、家庭的温かさを感

じ、大好きな病院でした。近年は、医師も標榜科も減ったせいか、職員も疲れ気味で、互

いや患者に気持ちが向くよりも、自分の責任を果たすのに必死といったイメージで、具合

が悪い時に行きたくないため、もっぱら半田病院を受診しています。（鬼崎３０女）２ 
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・古い（暗い）。通院されている方も、入院されている方も、高齢が多い。（青海３０女）

２ 
 
・個々のスタッフの方は、一人ひとりは親切で温かい方だと思いますが、忙しいためか、

対応の冷たさを感じたことがあります。昔から建物は古いけど、以前は温かみを感じてい

たので、温かさを感じられる病院になっていただけたらいいと思っています。（青海３０女）

２ 
 
・“古い”というイメージです。エレベータなど。（南陵３０男）２ 
 
・暗い。古い。（あまり利用したことがないので、外見からの判断。）（鬼崎３０男）２ 
 
・古い。衰退していっていて、「小児科はない」とか、そんな噂を聞く。（南陵３０女）２ 
 
４０ｓ 

・混んでいて時間がかかる。午前中しか診察がないので、仕事や学校を休まなければなら

ない。夜間子供が発熱で利用時に専門医がいないことが多いので、頼りにならない。（南陵

４０女）２ 
 
・よい印象はありません。トイレが使いにくい。バリアフリーがない。古くてもよいが、

使いにくい。感染者の個室にトイレや手洗い場がない。（常滑４０女）２ 
 
・医療施設が整っていなく、建物も古く、あまり良い印象はありません。仮に家族が病気

にかかっても、今の病院を利用しようとは思いません。（鬼崎４０女）２ 
 
５０ｓ 

・施設が古い。（南陵５０女）２ 
 
・利用が減っているのは、医師不足だけではなく、公共のアクセスが不便になったのもあ

るのでは？（南陵５０男）２ 
 
・暗い！汚い！不便！（南陵５０男）２ 
 
・市の医療の中心（鬼崎５０男）２ 
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・古い病院（南陵５０男）２ 
 
・“ぜいたく品”なんてとんでもない。市役所と同じように（あるいはそれ以上に）市に当

然あるべきもの。（南陵５０男）２ 
 
６０ｓ 

・正直あまりいいイメージを持っていません。以前乳がん検診で、要精密検査で来院し、

いやな思いをしました。それ以来きていません。（常滑６０女）２ 
 
・建物は古いけれど、中の医師、看護師さんは親切で良いと思いました。（常滑６０女）２ 
 
・収支赤字、施設の老朽化、医者不足。（南陵６０男）２ 
 
・古くて他院に比べ施設や耐震に大丈夫かなと思う。（南陵６０男）２ 
 
・古い（青海６０男）２ 
 
・５万市民には財政的負担が大きい。現状のまま新病院にするのは無理がありすぎる。必

要最小限の新病院の建設が必要。ソフト面、サービス面の悪評をよく聞く。ソフトは改善

できる。（常滑６０女）２ 
 
７０ｓ 

・経営状態が悪い。（鬼崎７０男）２ 
 
 
＜頻度３＞ 

２０ｓ 

・古いイメージはありますが、幼いころから通っている病院なので、頼りにしています。（常

滑２０女）３ 
 
・医師の数が本当に少ない。ケガが完治しなかったことがある。（南陵２０男）３ 
 
・古くて外観がきれいではない。医者の人数に偏りがあって、外来もとても待たされると

いうイメージです。（南陵２０女）３ 
３０ｓ 
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・建物が古い。通路がわかりづらい。医療施設が古い。（個人病院のほうが良いと聞く。）（常

滑３０女）３ 
 
・仕事を休む（半休やフレックス）事をしなければ来られない。父他界の際に対応がスム

ーズで良かった。（常滑３０男）３ 
 

４０ｓ 

・古いイメージです。特にエレベータ、トイレが古いと感じます。（青海４０男）３ 
 
・ここ２０年でかなり暗くなった。（常滑４０男）３ 
 
・小さいころから通ってきたなあという印象です。建物の中が迷路のようになっていて、

検査の時に迷った。入院した時、夏に４人部屋のエアコンの効きが悪くて、暑かった。安

城から転院できなくて不便だった。（常滑４０男）３ 
 
・病気でない時も遊びに来れるような。日頃から病院職員さんの顔が見えて声が届く。市

民に愛され、支えられるような病院であってほしい。（鬼崎４０女）３ 
 
・建物が古い、汚いイメージ。また、駐車場が狭い。診察がすごく待たされる。（南陵４０

女）３ 
 

５０ｓ 

・これからお世話になるかも？（鬼崎５０男）３ 
 
・建物等がかなり古くなっている。（常滑５０男）３ 
 
・古い。トイレの悪臭が鼻につく。最後の砦（総合病院なので、安心かなあと思う！）（青

海５０女）３ 
 
・各階天井が低い。どちらかというと暗いイメージです。建物が古い。スタッフの皆様…

アットホームな雰囲気いっぱいです。医者不足で過酷な労働なのでは、と心配。（鬼崎５０

女）１ 
 
・外観は確かに古いというイメージがありますが、スタッフは一生懸命頑張っていると思

います。（鬼崎５０男）３ 
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・建物の老朽化が激しい。スタッフは一生懸命。（常滑５０女）３ 
 

６０ｓ 

・世間の話を聞いているだけでした。良い医師がいないとか…。（南陵６０女）３ 
 
・市民にとって必要だけれど、坂井からは遠く、利用しにくい。医療はもうける必要はな

いと思っている。（南陵６０女）３ 
 
・時間がかかる、古い、迷路のよう。いざという時に救急のある安心感。わからない病気

にはやっぱり市民病院。（青海６０女）３ 
 
・古い。設備不備？（専門医療機器）（青海６０男）３ 
 
・老朽化に伴って、入院患者、付き添いの際には不便さを感じました、（常滑４０女）３ 
 
・古い。（予約しても）待ち時間が長い。（鬼崎６０男）３ 
 
 
 
＜頻度４＞ 

３０ｓ 

・先生も看護師さんもとても親切で、かかりやすい病院だと思います。（常滑３０女）４ 
 
・医師の入れ替えが多い。（特に常勤医師の定着が悪い。）駐車場と施設内へのアクセスが

不便。公共交通からのアクセスが不便。（青海３０男）４ 
 
４０ｓ 

・ここの産科で生まれた。愛着はある。（鬼崎４０男）４ 
 
・急性期における第一選択病院です。また、市民の安心安全を担保する医療機関としての

役割を担ってほしいと思います。（青海４０男）４ 
 
・建物が古い。先生方はよく話を聞いてくれるのでかかりやすい。（鬼崎４０男）４ 
 

５０ｓ 

・市内唯一の総合病院として、その役目を十分に果たしていると思います。職員のことを
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悪くいわれる方もいますが、私の知る限り、他の病院より良いと思います。しかしながら、

５０年前の建物はあまりにも古すぎて、入院中に見舞いに来ていただいた人も驚いていま

した。（常滑５０女）４ 
 
・今は、古い、暗い。休日、夜間には頼りになる存在。（南陵５０女）４ 
 
・連携（タテ・ヨコ）の関係をしっかり。（鬼崎５０女）４ 
 
・古い（南陵５０女）４ 
 
・建物は古いかもしれませんが、中の医師、看護師さんたちは一生懸命働いていると思い

ます。（常滑５０女）４ 
 
・少し古いが、よい人材のいる病院だと思います。新聞に出ておられた鯉江先生はじめ頭

が下がります。（鬼崎５０男）４ 
 
・夜間帯の救急医療では地域に貢献していると思っています。夜になると救急車が鳴って

いない日はないくらい。知人が入院しました。そういう時はとても感謝であります。病気

になると、夜間帯等はありがたく思います。（常滑５０男）４ 
 

６０ｓ 

・建物は“軽自動車”、エンジンは“３０００ｃｃ”以上。（常滑６０男）４ 
 
・大変良くしていただきました。建物が古く、産科は男の人がトイレに入ってきてビック

リしました。（娘の出産のときは）私が出産した当時より、とても温かいリラックスできる

ようでした。出産する人も少ないですね。（常滑６０女）４ 
 
・診療科によっては大変良い印象ですが、先生がいない科があることが、総合病院として

はどうかなあと思う。自分の妻には良い先生が当たっていて、大変ありがたく思っていま

す。（南陵６０男）４ 
 
・建物は、見栄えは確かに良くないですが、スタッフ、職員の皆さんはとても親しみやす

く、頼もしい方々ばかりです。（鬼崎６０男）４ 
 
・担当医についてですが、私の場合８年目で現在３人目です。これは普通なんですか？（青

海６０男）４ 
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・他の地域では、医師不足による外来閉鎖、病棟閉鎖、病院統合などなど困難な状況が進

行しています。しかし、常滑市では、そんな状況にあっても、閉鎖させない方法を見出し、

親しまれる病院にしたいと思っています。（鬼崎６０男）４ 
 

７０ｓ 

・身近な医療機関（鬼崎７０男）４ 
 
・新病院が早くできてほしいです。（南陵７０女）４ 

~END 
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質問４．この１００人会議に参加するにあたり、ご自分なりのテーマや問題意
識をお持ちであれば書いてください。 
 
＜２０ｓ＞ 

（新病院のあり方） 
・現状の病院にはあまり進んでかかろうとは思わないですが、新病院は進んで利用し、頼

りになる病院になってほしいと思って参加しました。（南陵２０男）３ 
 
（半田病院との比較、医師不足） 
・常滑に生まれ、常滑で育ちました。まだ社会に出て４年半月ぐらいしか経たない未熟者

ですが、お世話になっている常滑市の市民病院の力に少しでもなればと思い、参加をし、

半田市民（病）と常滑市民（病）との違い、本当に医師不足が原因で患者が減っている？

かを自分で確かめたく、聞きたいと思います。（南陵２０男）３ 
 
（入院） 
・体調を崩し、岡崎市民病院に入院したことがあります。常滑市民病院の入院体制につい

て知りたいです。（常滑２０女）３ 
 
 
＜３０ｓ＞ 

（市財政） 
・常滑の財政についてのからみ。（鬼崎３０男）２ 
 
（新病院のあり方） 
・市内市外を問わず、かかりたくなる魅力ある病院にしてほしい。費用対効果は大切です

が、「貧乏の安物買い」で中途半端な病院にはしてほしくない。（青海３０男）３ 
 
（新病院のあり方） 
・一度県外に出たので、別の視点で考えられたらよい。子供のいる母親として、提案した

い。仕方なく来る病院にしないように。悪いうわさをよく聞く。とにかく自分が困らない

病院にしたい。（南陵３０女）２ 
（新病院のあり方） 
 
・正直、常滑に住みながら、常滑市民病院を避けてきました。今回、このような会議に参

加できるようになり、新病院への期待を持って。高齢者以外の年代が、戻ってくるには？

通院不可能の方だけでなく。（青海３０女）２ 
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（新病院のあり方：子育ての視点） 
・子育て支援協議会会員です。子育て中のお母さん達にも意見を聞いて、新しい市民病院

の会議で紹介したいと思っています。（常滑３０女）３ 
 
（新病院のあり方：子育ての視点） 
・家を常滑に購入し、娘も生まれました。子供たちが安心できる医療を作り上げることに

参加できればと思います。（南陵３０男）２ 
 
（職場環境、医療情報システム、施設） 
・不必要にぜいたくせず、持ち前の温かさやチームワークによって、まずは職員にとって

魅力的な楽しい病院になってほしいです。→患者の信頼感。女性医師の働きやすい環境。

→医師確保。地域の医療機関との「カルテの共有」を望みます。建物が新しくなって、シ

ックハウスの人が来づらくなるのは残念。（鬼崎３０女）２ 
 
（医師不足） 
・最近、医師不足とかいわれていますが、市民病院でもそのように感じることがありまし

た。新病院では、そのようなことが解決されるのか、心配です。（常滑３０女）３ 
 
（診療時間） 
・定時（８：００～１７：００）である必要はない。（常滑３０男）３ 
 
（連携、医療情報システム） 
・病診連携。主に他院との連携。知多半島の地域医療圏での位置づけ。パーソナルヘルス

コードなど、複数の医療機関を利用するときに、患者中心で医療情報を受け渡しできるよ

うなシステム分野にも関心を持っています。（青海３０女）２ 
 
 
＜４０ｓ＞ 

（必要性） 
・「新市民病院」を創るに当たり、甚大なコストがかかります。現在、知多半島内の市町の

中で、子供医療費が小学３年生までしか出ないのは常滑市のみです。財政が貧しい状況下、

若い世代の人口誘致等を考えると、市の予算の用途の優先順位等の見直しは必至だと思わ

れます。人口が増えれば、市民病院の利用者も増えます。市民病院の繁栄のためには、子

供医療費の見直しをお願いします。（鬼崎４０女）２ 
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（新病院のあり方） 
・どんな素晴らしい病院ができるのか？（医師や設備）（南陵４０男）２ 
 
（新病院のあり方） 
・現在、半田や大府などに通っている人もいると思う。常滑市民なのに、市民病院を利用

できない人もいる。（常滑４０女）２ 
 
（新病院のあり方） 
・自らが高齢になった時、利用しやすい病院であってほしい。（常滑４０男）３ 
 
（新病院のあり方、経営） 
・市民にとってよい病院になるよう、また経営も良い状態になるよう。（青海６０男）４ 
 
（連携） 
・知多医療圏をどのように整備していくのかという枠組みの中で、病院の在り方を考える

べきだと思います。知多半島の他の医療機関の特性などの情報を提供してもらえるとよい

と思います。（青海４０男）４ 
 
（連携） 
・常滑単体で考えるべきではない問題と考える。南知多全域で検討すべき。精神医療拠点

に出きればとも考える。（常滑４０男）３ 
 
（高度医療） 
・常滑市に住んでいることを考えると、この市内に市民病院は必要だと感じます。特に、

家族が病気、ケガで通院などが必要になった場合、近くに病院があると心強い。先進医療

の対応ができる病院を望みたい。（青海４０男）２ 
 
（産科） 
・子育て支援の第一歩として、お産がきちんとできる病院づくりに向けて、みんなで知恵

を出していけたら…。（鬼崎４０女）３ 
 
（救急） 
・救急の際の対応（鬼崎４０女）４ 
 
（経営、口腔外科） 
・経営面について。口腔外科等について。（鬼崎４０男）３ 
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（施設、市財政） 
・施設の充実。財政難の中での新市民病院の建設なので、市民が納得できるものを建てて

ほしいと思います。（常滑４０女）３ 
 
（診療時間） 
・子供のために、週何回か夕方の診察がある病院。他の病院と違ったことをしなければ、

患者は来ないかも…。（南陵４０女）３ 
 
（高齢化、アクセス、マーケット） 
・さらに高齢化すれば、交通手段の確保も必要。マーケットはどこなのか。年代層または

エリア。新病院の立地はさらに不便なのでは？（南陵４０男）２ 
 
 
＜５０ｓ＞ 

（現状把握） 
・常滑の状況を知りたい。（南陵５０男）２ 
 
（必要性、医師不足、経営） 
・常滑市民の一人として、救急、入院できる病院は存在してほしいと思います。安心して

若い人が一生涯暮らせる街を作ってほしいと思います。医師不足→開業医利用。経営→外

来小。（常滑５０女）４ 
 
（市財政） 
・数年前から建設の話はありましたが、市の財政が悪すぎる中、本当に立つのだろうかと

の思いはありました。メンバーに選んでいただき、直接現状を聞かせていただけることに

なり、ありがたく思います。私の意見もしっかり持ちながら、友人の声等も伝えられたら！

と思っています。他病院のことも勉強して参加したいと思います。（常滑５０女）４ 
 
（新病院のあり方） 
・新病院を創りたい！♡（青海５０女）３ 
 
（新病院のあり方） 
・より利用しやすい病院を目指す。（常滑５０男）３ 
 
（新病院のあり方） 



12 
 

・高齢者が増えるばかりです。私自身も病院に通院している中、安心して、いつでもかか

れる病院にしていかねばと考えます。（常滑５０女）４ 
 
（新病院のあり方） 
・医療行為のみのために行くだけでない、遊びに行きたくなる病院ができればいいなと思

います。（南陵５０女）２ 
 
（新病院のあり方：高齢者の視点） 
・自分が高齢者になった時に利用しやすい病院になるか。（南陵５０女）４ 
 
（新病院のあり方：高齢者の視点） 
・高齢化率の高い常滑市、しかも財政赤字、５万人の町に、大きな病院はぜいたく品だと

思います。老人が強制退去させられてゆき場所がないという患者さんの話をよく聞きます。

在宅ではまだ無理という患者の居場所も配慮してほしい。開業医の先生との連携で、小児

科は充実していると思います。（若い世代の人にも利用しやすい病院に）（常滑５０女）３ 
 
（新病院のあり方：高齢者の視点、連携） 
・心のケア（主として６０歳以上の老人介護に対して）。緩和ケア。サポート窓口＝憩いの

場。心理カウンセラー等（安価又は無償）採用と活用。半田病院との連携が必須ゆえ、具

体的に進めてほしい。（鬼崎５０女）１ 
 
（救急・アクセス） 
・救急対応について。交通の利便性（南陵５０男）２ 
 
（新病院のあり方、口腔外科、口腔ケア） 
・地元の病院ということもあって、市民がかかりやすい病院であってほしい。歯科医師と

いう立場では、口腔外科に常勤の先生を配置していただきたい。入院患者さんの口腔ケア

をどのようにすればよいか。（鬼崎５０男）３ 
 
（口腔外科） 
・口腔外科の常設及び施設の充実。（鬼崎５０男）２ 
 
（アクセス、ボランティア、施設） 
・他地域に住んでおりましたので、その地域との違い等。車社会にビックリ。交通が不便。 
現在の通院者さん達の意見を拾い上げてほしい。具合の悪い人が来る。ボランティアを多

く（案内等）。プライバシー（扉）。（南陵５０女）４ 
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（１００人会議） 
・１００人会議という手法自体の成り行きを見守りながら参加したい。（南陵５０男）２ 
 
＜６０ｓ＞ 

（市財政） 
・資金がない所をどのような病院を造られるのか興味がある。（南陵６０男）３ 
 
（市財政、新病院のあり方） 
・財政難の時に大丈夫かな？ あすか台、かじま台と宅地造成が進み、若い人が増え、市

民病院の重要性はあるとは思います。だから要るとは思いますが、みんなが行こう…行き

たいという病院をつくってほしいと思います。（常滑６０女）２ 
 
（必要性） 
・市の考え方の確認。（青海６０男）４ 
 
（必要性） 
・一日も早く新病院ができることを願い、友人たちに話をして行こうと思います。（南陵６

０女）３ 
 
（１００人会議、必要性、市財政、アクセス） 
・１００人会議はどんな位置づけなのか。現在の病院の危険性の認識。移転に伴う借金。 
アクセス。（南陵６０女）３ 
 
（新病院のあり方、経営） 
・地域に合った、市民ニーズに応えた病院建設。トップの経営力に期待できる病院。特区

的な診療科。（青海６０女）３ 
 
（新病院のあり方、市財政、施設・設備、経営） 
・予防医療。空港。お金がない。高度機器不足。ケアマネ不足。人、モノ、システム。（鬼

崎６０男）３ 
 
（新病院のあり方） 
・皆が納得できる病院づくりの議論を望む。医師が望む病院でなく、市民本位の病院とは

何かを深めてほしい。（常滑６０女）２ 
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（新病院のあり方：高齢者の視点、アクセス） 
・高齢者が確実に増えていく現代ですので、高齢者医療及び終末医療にきめ細かな対応を

してもらえる病院を期待しています。巡回バスを充実してほしい。（常滑６０女）２ 
 
（新病院のあり方：高齢者の視点、アクセス、ボランティア、経営） 
・退院後の生活をも相談できる施設を。巡回バスの充実。市民が協力できるボランティア

活動。もうかる病院の実現。魅力ある病院の実現。（鬼崎６０男）４ 
 
（災害） 
・今回の大震災においても、医療施設における住民への医療サービスの提供は重要事項で

す。少しでも早く、新病院の建設を希望します。（鬼崎６０男）４ 
 
（経営） 
・病院の経営状況の改善（常滑６０男）１ 
（経営） 
・経営体質改善による黒字化（南陵６０男）２ 
 
（連携、経営、市民との関係） 
・近隣市町と組めないか。市独自では身の丈の規模で限界。職員他関係者のやる気。市民

の後押し。市民の関心を向けさせる仕組み。（社会貢献）（青海６０男）３ 
 
（連携、経営） 
・地区の医療機関との住み分けについて。（患者数は増えない。）事業を継続するための事

業理念又は経営理念は明確かどうか。（常滑６０男）１ 
 
（アクセス） 
・鬼崎地区では特に蒲池は高齢化が進み、病院までの距離が問題です病院までのアクセス

をどのようにするか。（鬼崎６０男）３ 
 
＜７０ｓ＞ 

（市財政） 
・財政的裏付けが一番心配。（鬼崎７０男）４ 
 
（医師不足、経営） 
・医師の確保が最重要だが、従事者の意識も。「患者は神様・お客様」の精神も。（鬼崎７

０男）２                                 ~END 


