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別紙 提出された意見と県の考え方 

 

項目等 意見 県の考え方 

全般 千葉県職員に有利な表現ばかりが目立ってい

ます。たとえば、医療事故ではなく、医療過誤

事件という表現を採用すべきです。事故ではな

く事件ですし、医療に関するものにとどまらず

過誤だからです。  

医師不足が懸念されるとの記載が随所にあり

ますが、千葉県立大学に医学部を創設して医師

不足を解消すべきです。 

施設の狭隘化が進んでいるという趣旨の記載

が随所にありますが、施設は老朽化することが

あっても、自然に狭くなっていくことはありま

せんから、狭隘化という言葉は削除すべきです。 

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 

全般 

県立病院の改革プランであるにもかかわら

ず、インフォームド・コンセントについて全く

記載されていないことは、患者の権利の観点か

ら由々しき事態です。インフォームド・コンセ

ントについて、独立した章を設けて詳細に規定

すべきです。  

御意見を踏まえ、

P56「住民の理解のた

めの取組み」の文案

を修正しました。 

全般 

バブルサイズについて、たとえば、41 の Q な

いし T など、記載されていないものが散見され

ますから、記載できるような表記法を採用すべ

きです。 

御意見を踏まえ、

表記の方法を修正し

ました。 

全般 

紹介患者数との記載が随所にありますが、県

立病院が紹介した患者さんの人数なのか、県立

病院が紹介を受けた患者さんの人数なのかがわ

かりませんから、説明を記載すべきです。 

御意見を踏まえ、

巻末の用語集に説明

を加えました。 

第１はじめに

（P1） 

 

「その後も、千葉県がんセンターにおいて、

乳がん患者の病理検体取り違え等の医療事故が

続いた」とありますが、病理検体という言葉だ

けからは市民にとってわかりづらいため、具体

的に内容を記載するとともに、ガーゼを取り忘

れて患者さんを腸閉塞にさせてしまった医療過

誤事件をも明記すべきです。ゆえに、「その後も、

千葉県がんセンターにおいて、病理検体の取り

違えによって、乳房を切除する必要がない乳が

ん患者から乳房を切除してしまった事件や、3カ

月ほどの長きにわたって外科手術時のガーゼが

体内に取り残され腸閉塞となった事件等の医療

事故が続いた」と修正すべきです。 

また、上記がんセンターの事例や佐原病院の

医師不足による診療科縮小だけではなく、極め

て重要な事例として、平成 23 年に惹起した千葉

県精神科医療センターの患者情報紛失事件も明

記すべきです。ゆえに、「千葉県精神科医療セン

ターにおいて、その精神保健指定医が、患者の

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
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氏名・住所・症状・診断名・生活歴などの記録、

診断書、精神鑑定書に関する情報を保存した USB

メモリーを首からぶら下げて持ち歩き紛失した

うえ、その USB メモリーについて再三にわたっ

てパスワードを設定するよう求められていたの

にパスワードを設定していなかったという事件

が起こった」という記載も追加すべきです。 

（P1） 

下から３行目 新改革プランでは、県全体の医

療水準の向上に向けて、「千葉県立地域医療構

想」の次に、「並びに県民の医療ニーズ」を加え

る。 

該当箇所は、国の

ガイドラインを踏ま

えた記載であること

から、原案どおりと

させていただきま

す。 

第３現状と課

題（P5） 
「入院した急性期患者は退院まで治療し、退

院後の在宅ケアもフォローアップすることを原

則としている。」とありますが、強制入院させら

れた人を危険視する差別・偏見に基づいた治安

維持を目的としたものであり、到底、許されま

せん。強制入院させられた人にも当然に、イン

フォームド・コンセントの権利をはじめとする

憲法の保障する基本的人権や障害者の権利条約

の保障する権利があります。ゆえに、強制入院

させられた人でも、いわゆる急性期であっても、

治療を受けるかどうかを選択する権利がありま

す。そして、退院後における「フォローアップ」

と称した監視を拒否する権利があります。その

監視を拒否する権利を行使すると、「再発した」

と判断されて再び強制入院させられるのです。

そのような事態はあってはなりません。何人も、

公権力による監視を拒否する権利があります。

したがって、「入院した急性期患者は、退院まで

一切の治療を拒否する権利を行使することがで

き、退院後の在宅ケアもフォローアップするこ

とを一切、禁止することとしている。」と修正す

べきです。 

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 

（P9） 

上から１３行目から１７行目「一方、これま

で・・・十分に配慮し、」までを削除し、次の文

言に改める。「また、県立病院は全ての県民の命

と健康を守る砦としての役割を持っています。

従って、現に地域医療を担っている県立佐原病

院、循環器病センターを引き続き存続させると

ともに充実を図ります。さらに地域医療を担っ

ている市町村立病院等のとりくみを積極的に支

援していきます。」 

該当箇所は、「千葉

県保健医療計画」（平

成２５年５月改訂）

における「県立病院

が担うべき役割」か

ら抜粋していますの

で、原案どおりとさ

せていただきます。 

（P21） 唐突に、ベンチマークという表現が登場しま 御意見を踏まえ、
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 すが、耳慣れず、聞き慣れない言葉ですから、

きちんと意味を説明すべきです。 

巻末の用語集に説明

を加えました。 
 
 

（P22） 

 

 

ここでも唐突に、バブルサイズなどという言

葉が登場しますが、耳慣れず、聞き慣れない言

葉ですから、きちんと意味を説明すべきです。

そのうえで、バブルサイズの表の見方を説明す

べきです。 

御意見を踏まえ、

表記の方法を修正し

ました。 

（P24） 

またしても、DPC や DPC 機能評価や DPC-Ⅱ群

という言葉が登場しますが、耳慣れず、聞き慣

れない言葉ですから、きちんと意味を説明すべ

きです。 

御意見を踏まえ、

巻末の用語集に説明

を加えました。 

(P26) 「医業収支比率は 70%を下回っています。主な

要因として、病床利用率が 76%前後の水準である

ことが挙げられます。救急医療センターは個室

割合少なく、病床運用が困難であることから、

現在、検討を進めている精神科医療センターと

の一体的整備にあたっては、施設面での対応の

検討が求められます。」とありますが、お金儲け

のために、強制的に治療を行うことができる精

神科医療センターと同じ建物・同じ施設に整備

するというのは、あまりに非合理であり理不尽

であり、インフォームド・コンセントの権利を

著しく侵害しています。いわゆる身体科の救急

医療を受けると、自動的にあるいは今よりも容

易く強制的精神医療を受けさせられるというこ

とになれば、救急医療センターでのいわゆる身

体科の医療さえも拒否せざるを得ません。その

ようなことはあってはならないものです。した

がって、精神科医療センターを救急医療センタ

ーと同じ建物・機関とすることには、断固とし

て反対します。 

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 

(P30) 
 
 
 

精神科医療センターについては、他の県立病

院と違って、受療者の意思を否定して基本的人

権を著しく制限するという強制入院という性質

が強大ですから、入院収益や新入院患者数を「改

善する」とは、本来、入院収益をゼロにし、新

入院患者数をゼロにすること、そして、ゼロに

近づけていくことを意味すべきです。それにも

かかわらず、入院収益や新入院患者数を増加さ

せるべきとする目標設定は、強制的精神医療の

廃絶を規定した障害者の権利条約に違反してい

ます。収益を上げるために強制収容する必要が

ない人を強制入院させることなどあってはなら

ないのです。したがって、精神科医療センター

における入院収益や新入院患者数については、
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入院収益をゼロにし、新入院患者数をゼロにす

ること、そして、ゼロに近づけていくことを目

標に設定すべきです。強制通院や強制往診につ

いても、同様です。 

また、手術件数が記載されていませんが、記

載すべきです。精神科医療センターは、少なく

とも、電気けいれん療法を大変多く実施してい

ますから、手術を多数、実施しているはずです。

その件数を記載すべきです。そして、電気けい

れん療法は、修正型と非修正型との 2 種類があ

りますから、その種類別にそれぞれ何件あるか

まで記載すべきです。 

(P31) 表 3-26 の経由機関のうち「その他」が何なの

かを明示すべきです。そうでないと、行政や医

療業界等に都合の悪いところ(学校や児童相談

所や会社等)を経由した際に、「その他」として

しまえば、行政や医療業界等に不都合な言動を

した人を次々に強制入院させていくことに歯止

めがかかりにくくなるからです。 

（P43） 

「佐原病院と同規模で、佐原病院より医業収

支比率が高い県立・政令指定都市立の病院をベ

ンチマークとした」とありますが、具体的にど

こと比較したのかをわかりやすくするために、

どの県・政令指定都市の何という病院なのかを

全て明記すべきです。 

御意見を踏まえ、

病院名を記載しまし

た。 

(P46) 「これは、平成 26 年度に明らかなった腹腔鏡

下手術に係る死亡事例に引き続き、乳がん患者

の病理検体取り違え事故、ガーゼ遺残事故など

が発生し、医療安全に係る県民の信頼を損ねる

事態となったことが影響しています。」とありま

すが、前述のとおり、事故ではなく事件と表記

すべきですし、「医療安全に係る県民の信頼を損

ねる事態となったこと」だけではなく、腹腔鏡

下手術の問題が露見する前には平然となされて

いた診療報酬の違法請求・不当請求がなされな

くなったことも看過してはならない事実ですか

ら、要因に加えるべきです。 

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
 

(P47) 精神科医療センターについては、他の県立病

院と違って、受療者の意思を否定して基本的人

権を著しく制限するという強制入院という性質

が強大ですから、「現在の高い病床利用率を維持

するためには新入院患者の確保が課題です」と

の記載があることは、唖然とせざるを得ません。

お金儲けのために、強制入院させる人を確保す

る必要があるなどということは、インフォーム

ド・コンセントの権利を保障した憲法 13 条や強
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制的精神医療の廃絶を規定した障害者の権利条

約に違反しています。収益を上げるために強制

収容する必要がない人を強制入院させることな

どあってはならないのです。したがって、精神

科医療センターにおける病床利用率及び新入院

患者数については、病床利用率をゼロにし、新

入院患者数をゼロにすること、そして、ゼロに

近づけていくことを明記すべきです。強制通院

や強制往診についても、同様です。 

「急性期精神疾患患者の早期治療」とありま

すが、日本各地で、いじめの被害を訴えた子ど

も、企業の不正を世に明らかにしようとした内

部告発者を急性期精神疾患と診断して強制的精

神医療によっていじめや企業の不正が隠蔽され

ています。学校や教育委員会や教員や相手の児

童や保護者が皆、いじめはなかったと言ってい

るのに本人だけがいじめられたと言っている場

合に、些細な悪戯やじゃれ合いを深刻ないじめ

と思い込んでしまうから発達障害だとか、会社

の上司や同僚や部下が皆、会社に不正はないと

言っているのに、本人だけが会社はとんでもな

い不正をしていると言っている場合に、躁病や

躁うつ病・双極性障害だといった診断が付され

ているのです。精神科の診断には生体検査がな

く、本人以外の周囲の人々の意見のみで診断・

精神変容薬の強制投与、四肢拘束、電気ショッ

ク等がなされています。韓国では、先日、裁判

官全員一致で、医療保護入院の違憲判決が出て

います。その判決理由は、目下、我が国で惹起

されている隠蔽に相当する行為が容易になされ

ているのに救済の手段が何ら整っていないとい

うものです。そのような現状の下で、「急性期精

神疾患患者の早期治療」を声高に提唱すべきで

はありません。したがって、「急性期精神疾患患

者の早期治療」という文言を削除すべきです。 

 「地域での医療支援のモデルを確立するため」

とありますが、障害者の権利条約に照らしても、

地域では、医療モデルではなく社会モデルを確

立することが要請されています。したがって、

「地域での医療支援のモデルを確立するため」

という文言を削除して、「地域において医療モデ

ルから社会モデルに円滑に移行するため」とい

う表現に修正すべきです。  

アウトリーチ活動の充実を図っており」とあ

りますが、アウトリーチとは、精神医療従事者

らが、強制的に被対象者(内部告発者やいじめ被 



 6

害者等)の自宅を訪問して、場合によっては、ド

アや窓ガラスを破壊して侵入し、精神変容薬を

強制投与し、簀巻きにして、民間輸送車両や救

急車両や警察車両その他公用車等によって強制

入院させる手段として用いられています。もう

二度と企業の不正を告発しないように、もう二

度といじめられたと言い出さないように、継続

的に公権力・私権力によって監視されているの

です。そのようなことは基本的人権尊重主義を

採用する現憲法の下では、到底認めることがで

きず、「アウトリーチ活動の充実を図」るべきで

はありません。なお、破壊されたドアや窓はそ

のまま放置されています。したがって、「アウト

リーチ活動の充実を図っており」という文言は、

削除すべきです。 

(P47-48) 「精神科医療センターの医業費用において最

も比重の大きい職員給与費の比率は、経年で増

加傾向にあります。」とありますが、いわゆる精

神科特例を廃止した現在でも、事実上、精神科

特例は存続しているのです。精神科については、

1958年 10月 2日厚生事務次官通達いわゆる精神

科特例(発医第 132 号）が 2001 年の改正医療法

により、●医師数４８：１（改正前と同じ）●

看護師数６：１→４：１に変更となったものの、

到底、人件費の重要度が高いとは言えません。

したがって、このような記述は誤解を招くため、

上記の精神科特例や改正医療法について言及し

た上で、適切な説明を記載すべきです。 

(P48) 「千葉県は平成 27 年度以降、15 歳未満の人口

が減少していく傾向にあり、小児患者も減少が

見込まれており、いかに新規入院患者を確保し

病床利用率向上を図るかが課題となっていま

す。」とありますが、収益確保のために必要のな

い手術をすることはかつての富士見産婦人科病

院事件を彷彿とさせ、決して行うべきではあり

ません。必要のない投薬や必要のない検査は、

薬害や医療被曝を招きます。ましてや当該病院

の患者さんは子どもです。子どもは大人よりも

弱いのですから、大人は子どもを守らなくては

ならないのです。子どもを大人のお金儲けに利

用することなどあってはなりません。したがっ

て、「いかに新規入院患者を確保し病床利用率向

上を図るか」を課題として設定すべきではあり

ません。そして、患者さんの減少が見込まれて

いるのでしたら、その分、対応する予算を減額

すればいいのです。 

（P48） 唐突に、NICU・ICU やベッドコントロールとい 御意見を踏まえ、
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う表現が登場しますが、耳慣れず、聞き慣れな

い言葉ですから、きちんと意味を説明すべきで

す。  

巻末の用語集に説明

を加えました。 

(P49) 「一般病棟の重症度…(中略)…を一定水準に

保つことが課題です。」とありますが、そのため

に、軽症や中症の患者さんを重症であると診断

したり、投薬や手術や検査等により実際に重症

にしたりして水準を保つことがないように明文

化すべきです。 

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
 

第４保健医療

計画及び地域

医療構想を踏

まえた役割の

明確化 

（P52） 

 

「450 床に増床します。」とありますが、がん

センターは、腹腔鏡下手術、乳房取り違え切除、

ガーゼ取り残しによる腸閉塞などの一連の医療

過誤事件を惹き起こし、患者数も減少している

にもかかわらず、医師等のスタッフが上記事件

を惹き起こした時とほぼ代わっていないことか

ら、増床する必要はないばかりか、むしろ、が

んセンター以外の病院で患者さんを安全に治療

してもらえるようにしていくことが課題です。  

（P52-53） 

 

26 についても述べたことですが、救急医療セ

ンターと救急医療センターとを 1 つの病院とし

て一体的に整備することは、救急患者の人権を

擁護することうえで、著しい人権侵害となりま

すから、到底、受け入れることはできません。 

また、平成 33 年度を目途にする根拠が何ら記

載されていませんから、記載すべきです。 

また、精神科に強制入院させられると、一定

期間後に急激に保険収入が激減する時期が来ま

す。その時期になると退院させられることがあ

りますが、一定期間経過するとまた診療報酬が

跳ね上がるため、また強制入院させられます。

それが何度か繰り返されていきます。そうこう

していうちに、電気ショックや精神変容薬の多

剤大量投与や身体拘束等により命を落ちしま

す。そういう意味であれば、断じて看過できな

いものですから、そのようなシステムの中核を

担っていくことは、あってはなりません。 

「また、一般診療科では対応困難な身体・精

神科合併救急患者について、統合により迅速か

つ適切な医療を提供していきます。」とあります

が、リエゾン精神医学があるため、身体科と精

神科との連携は、救急医療センターと精神科医

療センターとを合併する必要などありません。  

「さらに、災害拠点病院として、大規模災害

発生時に、身体・精神両面に亘る包括的な災害

医療のハブ的役割を担っていきます。」とありま

すが、大規模な災害の被災者になったら、我が
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国よりも何年も先行して販売された米国やカナ

ダ等において製薬会社から支払われた民事・刑

事の賠償金・和解金・罰金等の総額が何十億ド

ルにも上っている向精神薬が自動的に強制投与

される危険が強くなってしまいます。そのよう

なことがあってはなりません。被災者にも、イ

ンフォームド・コンセントの権利があります。

向精神薬の在庫処分として被災者を向精神薬の

消費者とさせてはなりません。 

（P53） 

唐突に、循環型地域医療連携システムという

表現が登場しますが、耳慣れず、聞き慣れない

言葉ですから、きちんと意味を説明すべきです。 

御意見を踏まえ、

巻末の用語集に説明

を加えました。 

（P53） 

３～４行目「（仮称）千葉県総合救急災害医療

センターとして」の次に、「これまでの役割、機

能を維持・充実させ」を加える。 

（仮称）千葉県総

合救急災害医療セン

ターの役割や機能に

ついては、今後さら

に検討を重ねること

としていることか

ら、原案どおりとさ

せていただきます。 

（P55） 

 

図 4-1 の「老人クラブ・自治会・ボランティ

ア・NPO 等」に住民訴訟、国家賠償請求訴訟、デ

モ、署名運動等も加えるべきです。 

図 4-1 は厚生労働

省のホームページを

引用していますの

で、原案どおりとさ

せていただきます。 
（P56） 「県立病院が有する医療資源を最大限、地域

住民に提供する」とありますが、医療過誤訴訟、

医療に関する情報公開訴訟、カルテや相談記録

等の個人情報開示訴訟等において、原告たる患

者側に立って無償で意見書・陳述書・鑑定書等

の作成や出廷した上での証言の提供をするなど

して住民の権利利益に資する取り組みも始める

べきです。 

「医療安全に係る積極的な情報公開に努め

る。」とありますが、千葉県は、医療安全に係る

問題について千葉県情報公開条例の規定による

情報公開請求をしたことに対して、精神保健指

定医の指定違法取得の問題(平成 28年度のもの)

では全部を不開示とする処分をし、精神科医療

センターの患者個人情報の紛失事件では、精神

鑑定書やカルテや傷病歴等の個人情報を記録し

た USB メモリにパスワードをかけることになっ

ていたのにあえてかけず首からぶら下げて紛失

したという医師を懲戒処分にさえせず、その氏

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
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名を不開示とする処分をしたのです。このよう

な現状では、到底、「医療安全に係る積極的な情

報公開」がなされているとは言えませんから、

医療安全情報の積極的な公開を条例により規定

すべきです。 

第５経営の効

率化（P57） 

「全県を対象とし」とありますが、千葉県以

外の県を含むすべての県という意味にもとられ

かねませんから、千葉県全域と修正すべきです。 

御意見を踏まえ、

「千葉県全域」に修

正しました。 

（P59） 

 

がんセンターは、腹腔鏡下手術、乳房取り違

え切除、ガーゼ取り残しによる腸閉塞などの一

連の医療過誤事件を惹き起こし、患者数も減少

しているにもかかわらず、医師等のスタッフが

上記事件を惹き起こした時とほぼ代わっていな

いことから、患者数を増やすことを目標とする

必要はないばかりか、むしろ、がんセンター以

外の病院で患者さんを安全に治療してもらえる

ようにしていくことを目標とすべきです。腹腔

鏡下手術であれだけの問題を起こしていなが

ら、内視鏡手術の件数を増加させることを目標

とすることは、あってはなりません。反省すべ

きなのです。 

中項目名「治験の推進」には小項目として「年

間治験実施件数」だけがありますが、治験には

被験者の理解と同意とが必須ですから、被験者

のインフォームド・コンセントの状況、被験者

の満足度、被験者の意見の治験への反映度を小

項目に追加すべきです。  

中項目名「安全管理の徹底」には小項目とし

て「患者誤認発生率」が記載されていますが、

全体としての患者誤認発生率が低くても、当該

患者誤認発生により甚大な医療過誤等が惹起さ

れた場合(実際、がんセンターは、乳房を切除す

る必要がない患者から乳房を全摘出した)その

医療被害は筆舌に尽くしがたいものですから、

たんに発生率を目標にするだけではなく、患者

誤認により医療禍が発生しても迅速に適切に対

処することができたかどうかも目標設定すべき

です。 

患者サービスの向上の項目で、やや満足以上

の割合を向上することを目標としているとのこ

とですが、やや満足以上ではなく、満足してい

るとの回答をやや満足しているとの回答よりも

ずっと高い割合とすることを目標とすべきで

す。また、満足調査の方法を記載すべきです。

患者さんが直接、病院職員に手渡すのであれば、

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
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委縮してしまい、不満であってもやや満足して

いると回答するものが人の常ですから、患者さ

んが病院職員に気兼ねなく真実を回答すること

ができるように配慮すべきです。  

（P59） 

 

唐 突 に 、 ROI,IMRT,DCO, 地 域 医 療 連 携 パ

ス,IA,3b という表現が登場しますが、耳慣れず、

聞き慣れない言葉ですから、きちんと意味を説

明すべきです。 

御意見を踏まえ、

巻末の用語集に説明

を加えました。 

（P60） 

 

麻酔科医の確保については、腹腔鏡下手術の

問題についての内部告発者である麻酔科医を退

職に追い込まなければ惹き起こらなかった問題

ですから、その旨を明記するとともに、内部告

発者たる麻酔科医への謝罪を明記すべきです。

なお、その件について、その内部告発者たる麻

酔科医が原告となって千葉県を相手取って千葉

地裁に提起した国家賠償請求訴訟では、一審の

千葉地裁平成 25 年 12 月 11 日判決でも、控訴審

の東京高裁平成 26 年 5 月 21 日判決でも、とも

に、内部告発者たる原告の請求が認容されてい

ることも明記すべきです。 

手術件数を増やすことやお金儲けのために、

手術を必要としない患者に対して手術をしては

なりません。 

「派遣元大学との継続的な調整」とあります

が、具体的にどの大学なのかを明らかにするた

めに、大学名を全て明記すべきです。 

「病院長の面談による新患者数や病棟稼働

率、診療単価に定期的な診療科別診療実績評価

の実施」とありますが、がんセンター病院長は、

厚労省からの天下り等による医系技官が殆どで

あり、実際に診療経験のある医師はまずいない

のですから、病院長が面談して新患者数や病棟

稼働率、診療単価に定期的な診療科別診療実績

評価を実施することは患者の権利を擁護するこ

とにならないばかりか、利益追求を優先させて

患者の権利を蔑ろにしかねません。したがって、

「病院長の面談による新患者数や病棟稼働率、

診療単価に定期的な診療科別診療実績評価の実

施」は行ってはなりませんし、同文言は削除す

べきです。 

「納入業者の公正な競争による価格圧縮」と

ありますが、納入業者の競争を公正にするため

には、医療者が製薬産業や医療機器産業から独

立して研究や臨床を行うよう制度を整備するこ

とが必要です。したがって、病院の職員が、製

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
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薬産業や医療機器産業から報償費・報酬・給与

等を一切受け取らないように、地方公務員法 38

条及び 35 条を厳密に適用することを求めます。 

（P60） 

 

 

唐突に、DPC という表現が登場しますが、耳慣

れず、聞き慣れない言葉ですから、きちんと意

味を説明すべきです。 

御意見を踏まえ、

巻末の用語集に説明

を加えました。 
（P61） 

 

「治験の推進」とありますが、治験には被験

者の理解と同意とが必須ですから、被験者のイ

ンフォームド・コンセントの権利の拡充、被験

者の満足の促進、被験者の意見の治験への反映

度を向上することも表裏一体となって推進して

いくべきです。したがって、「被験者のインフォ

ームド・コンセントの権利の拡充、被験者の満

足の促進、被験者の意見の治験への反映度を向

上することも表裏一体となって推進していきま

す。」との文言を追加すべきです。 

「外部資金の獲得がん分野での研究推進によ

る外部資金の獲得拡大」とありますが、患者の

権利の観点から、病院の職員は製薬産業や医療

機器産業から絶対に資金を受け取ることがない

ように明文で記載してください。直接、製薬産

業や医療機器産業から資金を受け取らなくて

も、製薬会社が資金を出している団体や医学会

といった実質的に製薬産業や医療機器産業と言

えるところからも絶対に資金を受け取ることが

ないようにすることを明文で記載すべきです。  

信頼回復に向けた取り組み・地域住民との交

流会の開催や広報誌・新聞での寄稿を通じて安

全性の PR を図り、信頼回復につなげる」とあり

ますが、信頼回復の方法が間違っています。信

頼を得るには、もう二度と同様の医療過誤を惹

き起こさないことです。そして、医療過誤を続

けざまに惹き起こしたということは、千葉県職

員が全く反省していないということです。さら

に、医療過誤訴訟、医療情報に関する情報公開

訴訟、カルテ開示等の個人情報公開訴訟等にお

いて、原告たる患者さん側に立って無償で意見

書・鑑定書・陳述書等の作成や証言の提供をす

ることなどによって、信頼を獲得していくこと

を明文で規定すべきです。 

「地域医療機関との連携強化」として、「講演

会・症例検討会の開催、地域医師会会合への参

加」と記載されていますが、千葉県は、地域医

療機関や地域医師会等に対して、医療過誤訴訟、

医療情報に関する情報公開訴訟、カルテ開示等

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
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の個人情報公開訴訟等において、原告たる患者

さん側に立って無償で意見書・鑑定書・陳述書

等の作成や証言の提供をすることなどを積極的

に求めていくことを明文で規定すべきです。 

PR 等の強化策として広報誌等と記載されてい

ますが、国立国会図書館、千葉県立図書館 3 館

にも複数、納本して、郷土資料として中央図書

館では 1 冊か２冊を禁帯出とし、各館では少な

くとも 1冊ずつを貸出可能とすべきです。 

「連携医アンケートの実施と結果報告(訪

問)」とありますが、結果報告(訪問)の意味が曖

昧ですのでわかりやすく記載すべきです。誰が

どこに誰を訪れて何の結果を報告するのか、全

く不明です。万一、県立病院の医師が患者の許

可なく紹介元の医師にのみ患者の医療情報を報

告するという意味では、患者のインフォーム

ド・コンセントの権利を著しく侵害しています

から、医師のみならず患者さんに直接報告する

こと、そして患者の逐一の事前の許可なく、医

療情報を紹介元に一切提供しないことを明文で

規定すべきです。 

各権利条約の規定により、「医療従事者の確

保・育成」の欄では、こども病院職員には国連

子どもの権利委員会の勧告やガイドライン等に

基づく研修、精神科医療センターに限らず精神

科を有する病院職員には国連障害者の権利委員

会の勧告やガイドライン等に基づく研修を必修

とすることを明文で規定すべきです。 

（P61-62） 
 

唐突に、インシデント・アクシデント、リス

クマネジメント部会、医療安全管理委員会、ス

クリーニング、CV という表現が登場しますが、

耳慣れず、聞き慣れない言葉ですから、きちん

と意味を説明すべきです。 

御意見を踏まえ、

巻末の用語集に説明

を加えました。 

（P62） 
 

患者の接遇満足度の向上・接遇研修と実践に

よるクレームの低減」とありますが、クレーム

を患者サービスに反映すべきです。 

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
 （P63） 

 

医業収益は、がんセンターが、腹腔鏡下手術、

乳房取り違え切除、ガーゼ取り残しによる腸閉

塞などの一連の医療過誤事件を惹き起こし、患

者数も減少しているにもかかわらず、医師等の

スタッフが上記事件を惹き起こした時とほぼ代

わっていないことから、医業収益を増やすこと

を目標とする必要はないばかりか、むしろ、が

んセンター以外の病院で患者さんを安全に治療

してもらえるようにしていくことを目標とすべ

きですから、当然に医業収益は減らすことを目
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的とすべきです。 

研究受託収益、研究研修費、受託研究費は、

患者の権利の観点から、病院の職員は製薬産業

や医療機器産業から絶対に資金を受け取ること

がないように明文で記載したうえ、直接、製薬

産業や医療機器産業から資金を受け取らなくて

も、製薬会社が資金を出している団体や医学会

といった実質的に製薬産業や医療機器産業と言

えるところからも絶対に資金を受け取ることが

ないようにすることを明文で記載すべきですか

ら、平成 27 年度のものよりも数字を低く設定す

べきです。 

（P65） 

 

総手術件数を増加させることを目標とする

と、不要な手術を実施することになりかねない

ため、総手術数の目標設定は行うべきではあり

ません。 

患者サービスの向上の項目で、やや満足以上

の割合を向上することを目標としているとのこ

とですが、やや満足以上ではなく、満足してい

るとの回答をやや満足しているとの回答よりも

ずっと高い割合とすることを目標とすべきで

す。また、満足調査の方法を記載すべきです。

患者さんが直接、病院職員に手渡すのであれば、

委縮してしまい、不満であってもやや満足して

いると回答するものが人の常ですから、患者さ

んが病院職員に気兼ねなく真実を回答すること

ができるように配慮すべきです。 

（P66） 

 

「看護基準 4：1の病棟」とありますが、何が

4：1 なのか曖昧ですから、具体的に記載すべき

です。 

御意見を踏まえ、

表記を「患者対看護

師が４対１」に修正

しました。 

（P66） 

 

「医薬品費の削減採用薬の見直し」とありま

すが、経費削減の観点からではなく、薬害等の

医療安全の観点からのみ、採用薬の見直しを行

うべきです。 

「身体救急と精神救急に複合的な症例へ対応

するための、精神科医療センターとの統合計画

の推進」とありますが、ここでは機能強化と称

しながらも 26頁ではお金儲けのためとしていま

す。そして、強制的に治療を行うことができる

精神科医療センターと同じ建物・同じ施設に整

備するというのは、あまりに非合理であり理不

尽であり、インフォームド・コンセントの権利

を著しく侵害しています。いわゆる身体科の救

急医療を受けると、自動的にあるいは今よりも

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
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容易く強制的精神医療を受けさせられるという

ことになれば、救急医療センターでのいわゆる

身体科の医療さえも拒否せざるを得ません。そ

のようなことはあってはならないものです。し

たがって、精神科医療センターを救急医療セン

ターと同じ建物・機関とすることには、断固と

して反対します。 

「確実に紹介元への入院報告、退院報告を行

い」とありますが、万一、県立病院の医師が患

者の許可なく紹介元の医師にのみ患者の医療情

報を報告するという意味では、患者のインフォ

ームド・コンセントの権利を著しく侵害してい

ますから、医師のみならず患者さんに直接報告

すること、そして患者の逐一の事前の許可なく、

医療情報を紹介元に一切提供しないことを明文

で規定すべきです。 

（P67） 

 

「専門看護師、認定看護師の資格取得を支

援」、「研修の充実、学会発表、論文発表等の増

加」とありますが、看護協会や医学会などの資

格を取得するだけではなく、患者会や医療被害

者の会などの集会・講演会に積極的に参加する

ことを支援すべきです。それによって、患者側・

医療被害者側の心に寄り添う医療従事者を確

保・育成すべきです。その旨を明文で規定すべ

きです。  

「患者の接遇満足度の向上・接遇研修と実践

によるクレームの低減」とありますが、クレー

ムを患者サービスに反映すべきですから、「クレ

ームを患者サービスに反映する」という文言を

追加すべきです。 

（P67） 

 

唐突に、キャリアパス、BLS、ICLS、ACLS、JATEC、

NBC、DMAT という表現が登場しますが、耳慣れず、

聞き慣れない言葉ですから、きちんと意味を説

明すべきです。 

御意見を踏まえ、

巻末の用語集に説明

を加えました。 

（P68） 

 

研究受託収益、研究研修費、受託研究費は、

患者の権利の観点から、病院の職員は製薬産業

や医療機器産業から絶対に資金を受け取ること

がないように明文で記載したうえ、直接、製薬

産業や医療機器産業から資金を受け取らなくて

も、製薬会社が資金を出している団体や医学会

といった実質的に製薬産業や医療機器産業と言

えるところからも絶対に資金を受け取ることが

ないようにすることを明文で記載すべきですか

ら、平成 27 年度のものよりも数字を低く設定す

べきです。 

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
 



 15

（P70） 

 

精神科医療センターについては、他の県立病

院と違って、受療者の意思を否定して基本的人

権を著しく制限するという強制入院という性質

が強大ですから、患者数とくに新入院患者数の

増加、病床利用率の増加を目標とすること、及

び、それらが収入確保のために行われることは、

深刻な心の傷を負った人たちに対する甚大な人

権侵害です。お金儲けのために、強制入院させ

る人を確保する必要があるなどということは、

インフォームド・コンセントの権利を保障した

憲法 13条や強制的精神医療の廃絶を規定した障

害者の権利条約に違反しています。収益を上げ

るために強制収容する必要がない人を強制入院

させることなどあってはならないのです。した

がって、精神科医療センターにおける病床利用

率及び患者数とくに新入院患者数については、

病床利用率をゼロにし、新入院患者数をゼロに

すること、そして、ゼロに近づけていくことを

明記すべきです。強制通院や強制往診について

も、同様です。  

電話相談件数は精神科救急機能ではありませ

んから、同項目から別の項目に移すべきです。

また、私は、千葉県内の医療機関で医療被害・

医療者による人権侵害等の相談を受けています

が、複数の方がたから、精神科医療センターに

向精神薬の薬害について電話相談したところ、

向精神薬の薬害についての訴えを無視されて、

向精神薬を飲むように求められたという相談を

何度も聞いています。ただ電話相談の件数を増

やすために 1 つ 1 つの相談を軽んじることにな

っているのではないでしょうか。今後はそのよ

うなことが二度と起きないように明文で注意喚

起をしてください。 

「心理教育の推進」とありますが、職員に対

する心理教育なのかいわゆる患者に対する心理

教育なのか曖昧ですから、明示すべきです。そ

して、強制入院させられた人に対する心理教育

とは、実際には、学校・教育委員会がいじめを

隠蔽するためにスクールカウンセラーや児童相

談所を通じて強制入院させられたいじめの被害

者に対して、「いじめはなかった」と認めさせる

ための拷問が行われているのが実態です。また、

会社が企業不正を隠蔽するために産業医や産業

カウンセラーを通じて、会社の不正を内部告発

しようとした人に対して、「会社は不正をしてい

ない」と認めさせるための拷問が行われている
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のが実態です。認めなければ、退院することが

許されないのです。そのような「心理教育」と

称した拷問を絶対にしてはなりませんから、「心

理教育の推進」をしてはなりません。  

「アウトリーチの推進」とありますが、アウ

トリーチとは、精神医療従事者らが、強制的に

被対象者(内部告発者やいじめ被害者等)の自宅

を訪問して、場合によっては、ドアや窓ガラス

を破壊して侵入し、精神変容薬を強制投与し、

簀巻きにして、民間輸送車両や救急車両や警察

車両その他公用車等によって強制入院させる手

段として用いられています。もう二度と企業の

不正を告発しないように、もう二度といじめら

れたと言い出さないように、継続的に公権力・

私権力によって監視されているのです。そのよ

うなことは基本的人権尊重主義を採用する現憲

法の下では、到底認めることができず、「アウト

リーチの推進」をすべきではありません。なお、

破壊されたドアや窓はそのまま放置されていま

す。したがって、「アウトリーチの推進」という

項目は、削除すべきです。 

「地域関係機関との協議の推進関連会議開催

件数」とありますが、その地域関係機関の名称

と関連会議の名称を具体的に明示すべきです。 

「患者サービスの向上患者満足度の向上患者

満足度(外来)(やや満足以上の割合)」とありま

すが、患者満足度は外来だけではなく、入院さ

せられている方がたに対しても満足度調査を実

施すべきです。とくに精神病院に強制入院させ

られている方々への満足度調査は人権擁護の観

点から必要不可欠です。患者サービスの向上の

項目で、やや満足以上の割合を向上することを

目標としているとのことですが、やや満足以上

ではなく、満足しているとの回答をやや満足し

ているとの回答よりもずっと高い割合とするこ

とを目標とすべきです。また、満足調査の方法

を記載すべきです。患者さんが直接、病院職員

に手渡すのであれば、委縮してしまい、不満で

あってもやや満足していると回答するものが人

の常ですから、患者さんが病院職員に気兼ねな

く真実を回答することができるように配慮すべ

きです。また、私は、千葉県内の医療機関で医

療被害・医療者による人権侵害等の相談を受け

ていますが、患者満足度調査において不満の旨

を回答すると強制入院させるということを精神

科医療センター職員から言われたという相談を
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受けています。そのような事態はあってはなら

ないことです。 

（P71） 

 

精神保健指定医などを確保するとのことです

が、精神保健指定医は、昨今、指定の違法取得

の問題が報道されました。さらには、そもそも、

精神保健指定医という国家資格の存在自体が、

強制的精神医療の廃絶を規定した障害者の権利

条約に違反し、日本国憲法 13 条、36 条、98 条 2

項、99 条に違反しています。したがって、精神

保健指定医は廃止すべきであって、精神保健指

定医を確保すべきではないのです。とくに、「収

入の確保」の欄に精神保健指定医の確保を規定

することは、金銭的利益追求のために人間を強

制的に拘禁した上で、電気ショックを浴びせ、

精神変容薬を強制投与し、四肢を拘束すること

を奨励することになる。そのようなことは絶対

にあってはならないのです。  

アウトリーチについては上述のとおりです

が、「入院患者の急性期比率を高め入院単価を高

水準に保つ」とありますが、著しい人権侵害で

あり言語道断です。精神医療における急性期と

は、内部告発者が内部告発をしようとしている

まさにその時や、いじめの被害者がいじめ被害

を訴えるまさにその時に下される診断です。内

部告発を隠蔽する会社やいじめを隠蔽する学

校・教育委員会は、そういう正義感の人一倍強

い人や正直者、すごくいい子を社会的にまたは

実際に抹殺するために精神病院に繋げます。そ

のような深刻な人権侵害を金儲けのために推進

することなど、著しく正義に反します。到底認

められません。したがって、「入院患者の急性期

比率を高め入院単価を高水準に保つ」という文

言は削除すべきです。 

「デイホスピタル参加者数の増加」、「新規参

加者の増加と継続的利用を図る」とありますが、

大変な人権侵害です。私は、千葉県内の医療機

関で医療被害・医療者による人権侵害等の相談

を受けていますが、医療従事者にいじめられた

ため、精神科のデイサービスに行きたくないと

言って他院に移った人に対して、精神病院職員

が執拗な勧誘電話を繰り返し、精神病院への呼

び出しまで行った事例を知っています。精神科

のデイホスピタルを新たに受けるかどうかや継

続するかどうかを決定するのは利用者本人のみ

です。それこそが、インフォームド・コンセン
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トの権利を行使するということです。デイホス

ピタルの強要は、憲法 13 条、36 条、障害者の権

利条約に違反しています。したがって、「デイホ

スピタル参加者数の増加」、「新規参加者の増加

と継続的利用を図る」という項目自体を削除す

べきです。 

アウトリーチを収入確保のために利用するこ

とは、悪びれもせずに記載されています。国連

の自由権規約委員会、拷問禁止委員会等が繰り

返し廃止を勧告している強制的精神医療を金儲

けの道具にしないでください。人間の尊厳の問

題です。このプランを作成した人は、強制的精

神医療を受けた人の心の叫びや国連勧告を知ら

ないのでしょうか。知らないのであれば、きち

んと知るべきです。  

「経費の削減」の項目で「医薬品費の削減」

が記載されていますが、我が国では、向精神薬

については、我が国よりも何年も先行して販売

された米国やカナダ等において製薬会社から支

払われた民事・刑事の賠償金・和解金・罰金等

の総額が何十億ドルにも上っている向精神薬が

平然と強制投与されています。そのような薬害

の観点からのみ医薬品の採用を見直すべきで

す。  

「救急患者受入体制の強化」、「精神科救急患

者に適切な医療を提供」とありますが、強制的

な移送、電気ショック、精神変容薬の強制投与、

四肢拘束は、到底、適切な医療ではありません。

そのような拷問や残虐な懲罰は、心に深い傷を

負った人に施す心の癒しからほど遠いのです。

その旨を明記すべきです。 

「急性期治療に特化した入院医療と継続的な

通院医療の提供による入院患者の急性期比率の

維持・向上」とありますが、もう精神科医療セ

ンターによる人権侵害は甚大なものです。深刻

な心の傷を負った人、人一倍正義感の強い人を

拷問にかけることをやめていただきたい。通院

の継続を強制することは、インフォームド・コ

ンセントの権利を明らかに侵害しています。急

性期比率を維持・向上させていくとは、もって

のほかです。お金儲けや名声の獲得のために、

重大な被害の隠蔽を行うことがあってはならな

いのです。  

救急医療センターと統合することで、何十万

人の尊い生命が失われるのかは察するに余りあ

ります。精神病院は、廃絶しなければならない
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のです。救急医療センターとの統合は、断固と

して反対します。 

「重症精神疾患に対する地域包括ケア活動の

モデルを構築」とありますが、どこと連携する

にせよ、被害者や告発者をもう二度と被害や告

発を口に出さないよう地域ぐるみで監視するこ

とにも大反対です。 

「行動制限及び在院日数の長期化を防止」す

るとありますが、障害者の権利条約によれば、

行動制限や強制入院そのものを全廃すべきで

す。  

「心理教育を推進し、患者やその家族に病気

や服薬の重要性等を理解してもらい」とありま

すが、心理教育については上述のとおりですが、

「患者やその家族に病気や服薬の重要性等を理

解してもらい」というのは聞き捨てなりません。

向精神薬は、我が国よりも何年も先行して販売

された米国やカナダ等において民事・刑事の賠

償金・和解金・罰金等の総額が何十億ドルもの

金員が製薬会社から支払われています。そのよ

うな危険な薬を服用することを「理解する」た

めに教育するだなんて、あってはならないので

す。したがって、「心理教育を推進し、患者やそ

の家族に病気や服薬の重要性等を理解してもら

い」という表現を削除すべきです。  

医療中断を防止するとありますが、患者には、

憲法 13 条の保障するインフォームド・コンセン

トの権利がありますから、自らの受ける医療を

いつでも中断する権利を持っています。医療中

断を防止することは、患者の基本的人権を侵害

しています。したがって、医療中断を防止する

という文言を削除すべきです。 

（P71） 

 

唐突に、重症患者早期集中支援管理料、アク

ト加算という表現が登場しますが、耳慣れず、

聞き慣れない言葉ですから、きちんと意味を説

明すべきです。 

御意見を踏まえ、

巻末の用語集に説明

を加えました。 

（P72） 

 

精神医療従事者の災害派遣については、大規

模な災害の被災者になったら、我が国よりも何

年も先行して販売された米国やカナダ等におい

て製薬会社から支払われた民事・刑事の賠償

金・和解金・罰金等の総額が何十億ドルにも上

っている向精神薬が自動的に強制投与される危

険が強くなってしまいます。そのようなことが

あってはなりません。被災者にも、インフォー

ムド・コンセントの権利があります。向精神薬

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
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の在庫処分として被災者を向精神薬の消費者と

させてはなりません。 

「地域との連携強化」とありますが、いじめ

の被害者、内部告発者たちは、真実を言ってい

るのですから、もう二度と被害や告発を口に出

さないように地域で継続的に監視することなど

あってはなりません。拷問や懲罰や監視を医療

や支援と言い換えることはもうやめてくださ

い。   

資格や研修の充実であれば、患者の集まりや

医療被害・薬害の集まりに積極的に出席したり、

国連の障害者の権利委員会、自由権規約委員会、

拷問禁止委員会等の勧告やガイドラインを学ん

だりして、医療従事者による人権侵害を深く理

解し、心の癒しを提供できる医療従事者を確

保・育成することを明文で規定すべきです。外

部研修は、医学会や製薬会社等の研修が殆どで

すが、患者側が講師となって医療従事者を指導

する研修会に積極的に参加すべきです。また、

院内研修でも、強制入院させられている人を講

師として、医療従事者は医療を受ける側の気持

ちや基本的人権を学ぶべきです。  

「医療安全管理委員会やリスクマネジメント

部会にて要因の分析を行い、職員間で情報を共

有することで重大事故の予防や対応能力を向

上」とありますが、医療安全管理委員会やリス

クマネジメント部会には当然に、強制入院させ

られた人を含む患者にされた人に参加してもら

い、人権状況の報告をしてもらい、職員にその

訴えを聞かせて、職員による患者に対する暴力

の廃絶を実現していくことが必要です。そして、

職員間だけではなく患者にされた人を中心にイ

ンシデント・アクシデント情報を共有すべきで

す。   

「医療安全管理の徹底」のところで、職員に

よる患者に対する暴力ではなく、「患者による暴

力を防止する」とあることは、千葉県が患者の

権利を蔑ろにしていることの証左です。たとえ、

万一、患者による暴力を防止する必要がある場

合でも、患者にされた人は身体拘束されている

のですから、職員に対する暴力よりも患者に対

する暴力を防止することを優先すべきです。そ

して何よりも、「医療安全管理の徹底」のところ

では、医療や福祉や看護と称した電気ショック

や精神変容薬の強制投与や四肢拘束を含む、職

員による患者に対する暴力を防止することを中
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心に規定すべきです。   

私が医療機関や精神医学会で見聞きした精神

科医療センターの職員による患者に対する態度

からは、明らかに患者にされた人を蔑視してお

り、到底、患者の立場に立ったものとは言えま

せん。精神科医療センターの職員たちは、患者

の質問を無視し、嘲笑し、被害の訴えを笑い飛

ばすようなことを平気でしているのです。とく

に、満足だと回答しないと強制入院させるとい

う発言は、精神科医療センターの職員の精神性

を如実に物語っています。  

（P73） 

 

障害者の権利条約や日本国憲法 13 条、36 条、

98 条 2 項、99 条により、精神病院への強制入院

は廃絶しなければなりませんから、入院収益は

ゼロにすべきです。外来についても、障害者の

権利条約や日本国憲法 13 条、36 条、98 条 2 項、

99 条により、強制通院は廃止すべきですから、

ゼロにしていくべきです。  

研究受託収益、研究研修費、受託研究費は、

患者の権利の観点から、病院の職員は製薬産業

や医療機器産業から絶対に資金を受け取ること

がないように明文で記載したうえ、直接、製薬

産業や医療機器産業から資金を受け取らなくて

も、製薬会社が資金を出している団体や医学会

といった実質的に製薬産業や医療機器産業と言

えるところからも絶対に資金を受け取ることが

ないようにすることを明文で記載すべきですか

ら、平成 27 年度のものよりも数字を低く設定す

べきです。 

（P75） 

 

子どもに対する治験や受託研究は、特にイン

フォームド・コンセントが重要です。子ども本

人と親などの保護者との両方からの十分なイン

フォームド・コンセントの権利行使を促してく

ださい。その旨を明文で規定すべきです。   

こども病院の患者満足度調査は、患者たる子

ども本人とその保護者のどちらを対象としてい

るか不明ですから説明を記載すべきです。子ど

もの権利条約の規定や勧告を十分に反映してく

ださい。万一、保護者からしか満足度調査をし

ていなかったり、患者たる子どもの意見よりも

その保護者の意見を優先させていたりした場合

には、子どもの権利条約違反、憲法 13 条、98 条

2 項、99 条違反ですから、保護者ではなく、何

よりも子どもの意見を優先してください。 

 
唐突に、オンコール、共同主治医制という表

現が登場しますが、耳慣れず、聞き慣れない言
御意見を踏まえ、
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（P76） 

 

葉ですから、きちんと意味を説明すべきです。 巻末の用語集に説明

を加えました。 
（P77） 

 

 

子宮頸がんワクチン接種をはじめとする予防

接種禍やタミフルなどの薬害があるなかで、そ

うした問題がある予防接種や医薬品の服用を拒

否する親が子どもを虐待していると解釈されて

子どもが児童相談所に送られて親子分離が簡単

になされていることを懸念します。   

「地域との連携強化」とありますが、医療従

事者側との連携強化のみが記載されており、患

者側、医療過誤や薬害の被害者側との連携強化

が何ら記載されていません。千葉県は、地域の

患者会や医療過誤や薬害の被害者の集まりと積

極的に協力して、医療過誤訴訟、医療情報に関

する情報公開訴訟、カルテ開示等の個人情報公

開訴訟等において、原告たる患者さん側に立っ

て無償で意見書・鑑定書・陳述書等の作成や証

言の提供をすることなどを積極的に行っていく

ことを明文で規定すべきです。   

病院や大学や医師会や医学会と協力するので

は、患者が医療者から危害を被った時に千葉県

は隠ぺいに走りかねないことを危惧していま

す。   

こども病院で開催している小児臨床症例検討

会などの公開カンファレンスには、医療従事者

だけではなく、患者側も参加できるようにすべ

きです。医療者がどのような症例検討会を催し

ているのかを患者の目で確認できるようにする

ことが必要です。   

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 

（P78） 

 

唐突に、現場カンファレンス、M＆M カンファ

レンス、ピアレビューという表現が登場します

が、耳慣れず、聞き慣れない言葉ですから、き

ちんと意味を説明すべきです。 

御意見を踏まえ、

巻末の用語集に説明

を加えました。 

（P78） 

 

 

 

 

 

「医療安全管理の徹底」とありますが、職員

だけではなく、医療被害や薬害に関連する被害

者団体や、患者の集まりの参加者等を交えて、

再発防止策を構築していくことは、こども病院

でも必須です。その旨を明記すべきです。また、

「必要に応じて外部委員を交えた」とあります

が、本当に必要なときにも不要と判断されるお

それがありますから、必要かどうかを判断する

のは患者自身のみであることを明確に規定すべ

きです。患者が必要だと判断したら必ず外部委

員を交えるべきですし、患者がその外部委員を

指定できるようにすべきです。   

「外部講師」とありますが、子どもの権利関

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
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係の活動家や、子どもの患者自身や子どもの頃

に患者だった人を中心に外部講師として研修会

を開くべきです。 

「患者満足度の向上」とありますが、子ども

の患者の意見をどれだけ実現できたかを数値化

して目標設定をしていくべきです。 

「虐待予防」とありますが、目下、全国で、

子供に対する、国が副作用を認めていない危険

な医薬品の服用やワクチン接種等を拒否する親

のことを虐待親とみなして子どもを児童相談所

送りにして親子分離が容易になされています。

病院の不祥事の隠ぺいのために「児童虐待」が

悪用されています。その旨を明記すべきです。 

（P79） 

 

収益確保のために必要のない手術をすること

はかつての富士見産婦人科病院事件を彷彿とさ

せ、決して行うべきではありません。   

研究受託収益、研究研修費、受託研究費は、

患者の権利の観点から、病院の職員は製薬産業

や医療機器産業から絶対に資金を受け取ること

がないように明文で記載したうえ、直接、製薬

産業や医療機器産業から資金を受け取らなくて

も、製薬会社が資金を出している団体や医学会

といった実質的に製薬産業や医療機器産業と言

えるところからも絶対に資金を受け取ることが

ないようにすることを明文で記載すべきですか

ら、平成 27 年度のものよりも数字を低く設定す

べきです。   

子どもに対する治験や受託研究は、特にイン

フォームド・コンセントが重要です。子ども本

人と親などの保護者との両方からの十分なイン

フォームド・コンセントの権利行使を促してく

ださい。その旨を明文で規定すべきです。  

（P81） 
 

医業収入を増加させることを目標としてしま

うと、入院が不要な人を入院が必要だと判断し

て入院させたり、不要な検査を必要だと判断し

て実施したり、不要な手術を必要だと判断して

実施したり、不要な投薬を必要な投薬だと判断

して投薬したりして薬害を招くなど、病院の利

益追求による患者の人権侵害が惹き起こされか

ねません。絶対に反対します。 

  検査件数や総手術件数を増加させることを目

標としてしまうと、不要な検査や不要な手術を

実施することになりかねないため、検査件数や

総手術数の目標設定は行うべきではありませ

ん。   
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「急性期リハビリテーションの充実」の項目

に「早期リハビリテーション加算件数」とあり

ますが、明らかに急性期リハビリテーションと

早期リハビリテーションとは別の物ですから。

「急性期リハビリテーションの充実」の項目に

「早期リハビリテーション加算件数」を入れる

ことは非常に不合理です。また、「早期リハビリ

テーション加算件数」を増加させることを目標

としてしまうと、不要な早期リハビリテーショ

ンを実施することになりかねないため、早期リ

ハビリテーション加算件数の目標設定は行うべ

きではありません。   

「要入院緊急患者受入数」を増加させること

を目標としてしまうと、入院の必要がない緊急

患者の受け入れを拒否する事態が惹起しかね

ず、また、入院が不要な患者を入院が必要な患

者であると判断して不要な入院をさせかねない

ため、「要入院緊急患者受入数」の目標設定は行

うべきではありません。   

治験の実施件数を増加させることを目標とし

てしまうと、不要な治験を必要な治験だと判断

して不要な治験を実施しかねないため、「年間治

験実施件数」の目標設定は行うべきではありま

せん。そして、治験には被験者の理解と同意と

が必須ですから、被験者のインフォームド・コ

ンセントの権利の拡充、被験者の満足の促進、

被験者の意見の治験への反映度を向上すること

も表裏一体となって推進していくべきです。し

たがって、「被験者のインフォームド・コンセン

トの権利の拡充」、「被験者の満足の促進」、「被

験者の意見の治験への反映度を向上すること」

との項目を追加すべきです。   

患者サービスの向上の項目で、やや満足以上

の割合を向上することを目標としているとのこ

とですが、やや満足以上ではなく、満足してい

るとの回答をやや満足しているとの回答よりも

ずっと高い割合とすることを目標とすべきで

す。また、満足調査の方法を記載すべきです。

患者さんが直接、病院職員に手渡すのであれば、

委縮してしまい、不満であってもやや満足して

いると回答するものが人の常ですから、患者さ

んが病院職員に気兼ねなく真実を回答すること

ができるように配慮すべきです。 

（P82） 

 

「派遣元大学との継続的な調整」とあります

が、具体的にどの大学なのかを明らかにするた



 25

めに、大学名を全て明記すべきです。   

上述のとおり、「収入の確保」のために「手術

件数の増加」に取り組むべきではありません。  

「健診、ドック等の更なる充実」とあります

が、健診、ドック等を受けるだけで大変な医療

被曝がありますから、県立病院は責任を持って

不要な健診、ドック等をやめていくべきです。

医療被曝の危険性を患者に周知し、不要な健診、

ドック等を実施することがないようにすべきで

す。 

  「病床管理責任者を中心とした効率的な病床

コントロールの実施」とありますが、病床に限

らず、医療は全て患者を中心にコントロールを

実施すべきです。効率を患者の人権に優先して

はなりません。   

「重篤な緊急患者受入れによる ICU 稼働率の

向上」とありますが、重篤な緊急患者ではない

人を重篤な緊急患者であると判断して、ICU 稼働

率を数字の上でだけ操作して向上したかのよう

に装うことがないようにしてください。 

（P83） 

 

「医師会との連携の強化」とありますが、医

療は患者のためにあるのですから、医師会では

なく、患者会との連携を強化すべきです。 

「地元医師会への救急体制や夜間休日等の当

直情報の提供」とありますが、医療は患者のた

めにあるのですから、地元医師会ではなく、地

元の患者会や医療過誤や薬害の被害者の集いや

患者や患者になりうる人たち全般に対して、救

急体制や夜間休日等の当直情報の提供をすべき

です。 

  「消防救急隊との定期的な症例検討会の実施

による、安心できる搬送システムの推進」とあ

りますが、安心できる搬送システムの推進をし、

患者本意の消防救急を実現するために、「消防救

急隊から被害を受けた人たちを講師として、消

防救急隊から受けた被害について定期的な事例

検討会の実施による、安心できる搬送システム

の推進」と修正すべきです。 

  「診療情報提供書の作成徹底」とありますが、

診療情報提供書は、作成を徹底するだけではな

く、患者に対して全部開示することを徹底すべ

きことを明記すべきです。  

医療従事者の海外研修を促進するとあります

が、医療従事者のみが海外研修に行くことがで

きるというのは公平の観念に著しく反します。
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したがって、患者だけが、海外研修としてリゾ

ート観光を行うことができるようにすべきで

す。 

（P83） 

 

唐突に、断り事例という表現が登場しますが、

耳慣れず、聞き慣れない言葉ですから、きちん

と意味を説明すべきです。 

御意見を踏まえ、

巻末の用語集に説明

を加えました。 
（P84） 

 

他施設ではなく、患者会、医療過誤被害者や

薬害被害者の集いに積極的に参加し、医療過誤

訴訟、医療情報に関する情報公開訴訟、カルテ

開示等の個人情報公開訴訟等において、原告た

る患者さん側に立って無償で意見書・鑑定書・

陳述書等の作成や証言の提供をすることなどを

していくことを明文で規定すべきです。  

医療は患者のためにあるのですから、インシ

デント・アクシデント事例は、患者とも共有す

べきです。   

クレームを出す患者を悪い患者だと見做す雰

囲気をなくしてください。クレームを出すこと

は患者の正当な権利です。患者からのクレーム

を如何に病院運営に反映させるかに取り組んで

ください。 

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
 

（P85） 

 

医業収入を増加させることを目標としてしま

うと、入院が不要な人を入院が必要だと判断し

て入院させたり、不要な検査を必要だと判断し

て実施したり、不要な手術を必要だと判断して

実施したり、不要な投薬を必要な投薬だと判断

して投薬したりして薬害を招くなど、病院の利

益追求による患者の人権侵害が惹き起こされか

ねません。絶対に反対します。  

研究受託収益、研究研修費、受託研究費は、

患者の権利の観点から、病院の職員は製薬産業

や医療機器産業から絶対に資金を受け取ること

がないように明文で記載したうえ、直接、製薬

産業や医療機器産業から資金を受け取らなくて

も、製薬会社が資金を出している団体や医学会

といった実質的に製薬産業や医療機器産業と言

えるところからも絶対に資金を受け取ることが

ないようにすることを明文で記載すべきですか

ら、平成 27 年度のものよりも数字を低く設定す

べきです。 

（P87） 

 

「(一般病棟のみ)」とありますが、他にどう

いう病棟があるのか説明を記載してください。

また、なぜ、一般病棟のみに限ったのかを明記

すべきです。 

御意見を踏まえ、

表の欄外に補足説明

を加えました。 

（P87） 人間ドックは、医療被曝の危険が強いので、 検討した結果、原
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 推進してはなりません。予防医学の推進の観点

からは、不要な医療被曝を如何に回避するか、

薬害を如何になくすかを中心に推進してくださ

い。   

講演回数が目標化されていますが、講演者に

なるだけではなく、患者会、医療過誤や薬害の

被害者会などの講演を聞きに行く回数の方こ

そ、講演者になる回数よりもずっと多く目標化

すべきです。 

案どおりとさせてい

ただきます。 

（P88） 

 

病院によって、納入業者の競争という表現と

納入業者の公正な競争という表現とが混在して

います。不公正な競争はあってはなりませんか

ら、納入業者の公正な競争という表現に統一す

べきです。 

御意見を踏まえ、

「納入業者の公正な

競争」に統一しまし

た。 

（P88） 

 

消防隊ではなく、地域の住民の集まりに積極

的に参加すべきです。 

なぜ地域住民に対しては教える立場に限られ

るのか、甚だ憤慨しています。患者や患者にな

りうる住民の講演や集まりにこそ積極的に参加

することが重要です。 

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
 

（P89） 

 

看護師を輪番制で配置するだけではなく、医

師や歯科医師や薬剤師も輪番制で配置すべきで

す。 

（P92） 病院は患者の物ですから、施設の整備・改修

計画は、患者や患者になりうる住民の意見を最

優先に反映させてください。職員の意見と患者

側の意見が対立した場合には患者の意見を採用

すべきです。   

医療従事者の負担だけではなく、患者の負担

をこそ軽減すべきです。  

優秀な取り組みの表彰とありますが、優秀か

どうかを判断するのは患者のみとすることを徹

底するとともに、その旨を明文で規定すべきで

す。 

「保育所等の充実」とありますが、その保育

所等は、医療従事者だけではなく、患者や患者

の見舞い人や地域住民等も利用できるようにす

べきです。   

精神科医療センターで、患者にされた人に対

して作業療法等と称して精神病院内の掃除(ト

イレ掃除や自室の掃除)や洗濯・皿洗い等をさせ

ないように監視してください。 

（P93） 
 

管理者研修は、患者会、患者の権利擁護関連

の市民団体や人権団体、医療過誤や薬害の被害

者団体に講師を依頼することを中心にして行な



 28

うべきです。各条約及び憲法 98 条 2 項、99 条に

基づいて、国連の障害者の権利委員会、自由権

規約委員会、拷問禁止委員会、子どもの権利委

員会、女性差別撤廃委員会等の国連勧告やガイ

ドラインを中心に研修してください。また、経

営管理課職員に対しても同様の研修を実施すべ

きです。   

患者の権利を守り、説明責任を果たすため、

医療安全管理に関する議事録等は発言者の氏名

とともに発言を逐語で文字お越しして音声デー

タとともにホームページ上で公表すべきです。  

アクシデントについては対象とはならないと

の誤解を回避するため、インシデントレポート、

インシデントレベルではなく、インシデント・ 

アクシデントレポート、インシデント・アクシ

デントレベルと記載すべきです。   

県立病院は県民をはじめとした患者のための

ものですから、医療過誤訴訟、医療情報に関す

る情報公開訴訟、カルテ開示等の個人情報公開

訴訟等において、原告たる患者さん側に立って

無償で意見書・鑑定書・陳述書等の作成や証言

の提供をすることなどをしていくこと、並びに

各県立病院や出資法人や指定管理者等にも同様

のことを指導することを明文で規定すべきで

す。    

行政訟務・行政法務は市民のためのものです

から、病院局について、行政不服審査請求、監

査請求、行政訴訟や国家賠償請求訴訟やその他

民事訴訟等が起こされた時には、請求人や原告

の請求を主権の範囲の逸脱又はその濫用がない

限り全部を認めるという運用を徹底すべきで

す。また、同じ敗戦国のドイツ、隣国の台湾、

韓国の実情に鑑みて、訴訟費用、交通費、印刷

代、郵便料金、弁護士・司法書士・行政書士等

の報酬などは、勝敗に関わらず、原則として病

院局の負担とするようにするという運用を徹底

すべきです。そのような市民のための経営管理

を徹底して明文で規定してください。   

（P94） 

 

経営管理課は、医療機関でないにもかかわら

ず、平成 26 年度に 2000 円もの医業収益を上げ

た理由を明記すべきです。 

御指摘の収益は、

旧東金病院に係る医

業収益です。表の欄

外に補足説明があり

ますが、平成２６年

度以降の経営管理課

の決算額には、旧東
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金病院分の決算額を

含んでいます。 

第６再編・ネッ

トワーク化計

画（P98） 

 

引き続き、関係団体との連携を図るとありま

すが、残念ながら現状の「関係団体」とは、医

師会や医学会や製薬会社など病院側の関係団体

に限られてしまっています。その現状を打破す

べく、病院側の関係団体との癒着を断ち切り、

患者会、医療過誤や薬害の被害者団体、患者の

権利擁護団体との連携を推進していくべきで

す。   

救急医療センターと精神科医療センターと精

神保健福祉センターを同一施設化することは、

心や体に傷を負った人の基本的人権を擁護する

ために断固として反対します。憲法 98 条 2 項に

より、国連の障害者の権利条約委員会、自由権

規約委員会、拷問禁止委員会等の条約自体や国

連勧告やガイドラインを誠実に遵守すれば、救

急医療センターと精神科医療センターと精神保

健福祉センターを統一するなどとは言い出さな

いはずです。   

このページで初めて、救急医療センターと精

神科医療センターだけではなく、精神保健福祉

センターまでもを一体化するという計画が明ら

かにされました。しかし、精神保健福祉センタ

ーは、強制入院や入院患者の処遇改善等を行政

不服審査する精神医療審査会が置かれており、

その精神医療審査会委員及び精神医療審査会事

務局職員は、いずれも、精神保健福祉センター

職員ということになります。そして、千葉県精

神科医療センターは、当然に強制入院を行う精

神病院ですから、強制入院をさせた機関自体が

強制入院やその強制入院に係る処遇改善等の訴

えを審査することになってしまいます。その審

査や審査の事務を行なう職員は強制入院させた

職員の同じ職場の同僚ということになってしま

います。したがって、精神医療審査会の審査の

公正性・中立性を著しく損なうものであり、障

害者の権利条約に明確に違反しておりますか

ら、精神科医療センターと精神保健福祉センタ

ーとの統一(同一施設化、及び同じ建物にするこ

と)には、断固として反対します。障害者の権利

条約やその委員会によるガイドライン、自由権

規約委員会、拷問禁止委員会等の条約自体や国

連勧告やガイドラインを少しでも学んだことが

あれば、第一義的に条約に違反することは明白

です。計画の早期撤回を求めます。「全県や複数

圏域を対象とした医療機関等との連携」とあり

ますが、患者団体、医療過誤や薬害の被害者団

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
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体、患者の権利擁護関連の市民団体・人権団体

等との連携を中心に行うべきです。たとえば、

当事者会としては、全国「精神病」者集団や前

進友の会など、人権団体としては市民の人権擁

護の会などです。 

精神科医療センターの患者の極めてセンシテ

ィブな個人情報を紛失した事件やがんセンター

の腹腔鏡下手術からの一連の問題の再発防止計

画が全くなされていませんから、少なくともま

るまる 1章をあてて規定すべきです。 

（P99） 
均てん化という言葉の意味を具体的に説明し

た方が親切だと思います。 

御意見を踏まえ、

巻末の用語集に説明

を加えました。 

第７経営形態

の見直し

（P102） 

 

表 7-1 は、地方公営企業法(全部適用)と記載

されているのに※1では、一部適用を含んだ数字

であることが記載されています。それならば、

表の括弧内の文言を(一部適用及び全部適用)と

するか、全部適用のみの数字を記載すべきです。

わかりやすいように、一部適用の数字と全部適

用の数字と両方を合わせた数字を全て記載すべ

きです。 

御意見を踏まえ、

表 7-1 について、地

方公営企業法の(全

部適用)と（一部適

用）を分けるなど表

の修正を行いまし

た。また、本文の病

院数に誤りがありま

したので、併せて修

正しました。 

（P104） 

１２行目以降を全文削除し、以下の文言とす

る。 

「こうした状況と併せ、地域に不足する医療、

不採算医療、政策的医療など自治体病院の本来

的な役割を引き続き果たしていくために、「医療

は公共」を理念に置き、県立・県営による現行

の地方公営企業法（全部適用）による運営を維

持します。 

該当箇所は、国の

ガイドラインや外部

有識者の検討会での

議論を踏まえた記載

内容であることか

ら、原案どおりとさ

せていただきます。 
（P104） 地方独法化すると千葉県からの指導力が低下

するため、反対します。 

第８新公立病

院改革プラン

の点検・評価・

公表等（P105） 

パブリック・コメントの実施については、本

件も含めて、意見提出期間が短すぎますから、

提出期間を大幅に拡大してください。もっと広

報もしてください。県立病院で診療終了後にパ

ブリック・コメントの用紙を手渡しするのもよ

いかと思います。  

今後の参考とさせ

ていただきます。 

（P105） 「外部有識者による委員会等」とありますが、

医療を受ける側の改革プランであることの実効

性を担保するために、外部有識者とは、弁護士、

医師、大学教授等ではなく、患者団体、医療過

誤や薬害の被害者団体、患者の権利擁護関連の

市民団体・人権団体に所属する個人、医療過誤

訴訟や医療に関する情報公開訴訟やカルテ等の

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
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個人情報開示訴訟等をしてきた個人のみで構成

することにすべきです。そのことを明文で規定

すべきです。 

（P105） 

「積極的な情報開示に努める」とありますが、

努めるだけでなく実行すべきですから、「積極的

な情報開示を実施する」と修正すべきです。 

御意見の趣旨を踏

まえ、文案を修正し

ました。 

第９参考資料 

（P106） 

 

 

表 9-1 は、医療機関に有利で患者に不利な表

現・患者の誤解を招く表現が使用されています。

たとえば、第４次医療法改正の欄に「情報提供

の推進(広告規制の緩和)」と記載されています

が、実際には、患者側の知りたい情報は提供さ

れないまま、病院側にとって有利な情報を病院

側が一方的に選択してコマーシャルすることを

可能にしたものですから、「商業広告の解禁」と

記載すべきです。 

該当箇所は、厚生労

働省の公表資料を引

用していますので、原

案どおりとさせてい

ただきます。 

（P106） 第 7次医療法改正も掲載すべきです。   

御意見を踏まえ、

第 7 次医療法改正の

内容を追加しまし

た。 

（P109） 

 

千葉県がんセンターは、腹腔鏡下手術の問題

の後も、乳房を切除する必要がない女性から乳

房を全部摘出したり、外科手術時にガーゼを取

り残して腸閉塞を惹き起こしたりする医療過誤

を続出させていますから、当時の加害職員、隠

蔽職員を行政処分にするとともに、刑事告発、

求償権の行使等を実施すべきです。   

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 
 

（P112） 

 

障害者の権利条約の規定により、「質の高い」

というよりも「医療を受けさせられる人間の尊

厳を尊重した」と修正すべきです。またしても、

連携先が医療者側のみ記載されていますが、精

神医療被害者の人権団体や当事者団体、国連の

障害者の権利委員会と連携して、その団体の意

見を実行に移すべきです。国連の障害者の権利

委員会の国連勧告やガイドラインは憲法 13 条、

36 条、98 条 2 項、99 条により全て遵守すべきで

す。   

障害者の権利条約は、強制的精神医療の全廃

を規定していますから、強制的精神医療を全廃

することに向けた計画を具体化しなければなり

ませんが、全く書かれていないばかりか、強制

的精神医療を行うとの趣旨が記載されていま

す。障害者の権利条約や憲法を遵守して、強制

的精神医療の廃絶を規定してください。   

向精神薬は、我が国よりも何年も先行して販

売された米国やカナダ等において民事・刑事の
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賠償金・和解金・罰金等の総額が何十億ドルも

の金員が製薬会社から支払われています。その

ような危険な薬を服用することを拒否すること

は、基本的な人権ですから、服薬中断を防止な

んてしてはなりません。 

（P113） 

 

図 9-7 は障害者の権利条約を全く反映してい

ませんから、削除すべきです。たとえば、スク

ールカウンセラーは、いじめの被害者のことを

被害妄想・認知の偏り・認知の歪みなどとレッ

テル貼りして学校・教育委員会がいじめ被害を

隠蔽するために設置している者ですから、廃止

すべきです。   

図 9-7 は、「千葉県

保健医療計画」（平成

２５年５月改訂）か

ら引用していますの

で、原案どおりとさ

せていただきます。 

（P120） 

 

カルテ・レセプト・相談記録等の医療関連情

報は、医療機関や医療者のものではなく、患者

のものですから、医療関連情報は、個人情報の

開示請求があれば全部を無料で全部開示するこ

とを徹底すべきです。千葉県立病院や出資法人

や指定管理者だけではなく、千葉県内の全ての

医療機関に対して徹底的に指導すべきです。   

病院側が一方的に患者の情報を利用すること

が可能になるのは、公平の観念にも著しく反し

ますから、医療機関や医療従事者についての情

報をホームページや公的機関の窓口や図書館等

で公表したり、情報公開請求に対して開示した

りすべきです。 

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 

（P122,126, 
   128,130） 

「詳細不明の精神障害」という表現がありま

すが、実際には「特定不能の精神障害」という

訳語(not otherwise specified)が術語となって

いますから、「詳細不明の精神障害」ではなく、

「特定不能の精神障害」と記載すべきです。 

該当箇所は、厚生

労働省の統計分類を

用いていますので、

原案どおりとさせて

いただきます。 
（P139） 千葉医療圏から「精神疾患患者」が「流出」

するだなんて差別表現を記載しないでくださ

い。まるで、心の傷を負った人を危険視する表

現です。撤回を求めます。 

検討した結果、原

案どおりとさせてい

ただきます。 

 


