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住吉市民病院を充実させる市民の会
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募金などご協力お願いします。
メールアドレス
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守ろう！



それでも現知事は、厚生
労働省への申請をすすめよ
うとしていますが？

「まだ決まって
いません」

住之江区医師会長

聞く！

市民病院を廃止統合し、新しい病院を
建てるには、大阪府が地元の合意を得
て厚生労働省に申請しなければなりま
せん。しかし、地元は合意しておらず
申請はまだ出されていない状況です。

地元医師会は、どうして
今回の民間病院の誘致に反
対しているの？

これからどうしたら
いいの？

私たちは、市議会の付帯決議にもとづいて、
住吉市民病院の機能を引き継ぎ、小児・周
産期医療の充実につながる民間病院であれ
ば、反対をいたしません。しかし、2回の
公募が失敗に終わったことからもわかるよ
うに、民間病院が小児・周産期医療を担い、
小児科医・産科医を確保するのは大変なこ
とです。付帯決議にもとづいた誘致ができ
ないのであれば、住吉市民病院は現地に
残す必要があると考えています。

南部医療圏の委員会では、構成委員の西成、住之
江、住吉、東住吉、平野、阿倍野の各区すべての
医師会が今回の計画に絶対反対を表明。また、府
の医療審議会でも反対が決定されています。専門
家や地元の声を無視して、病院統合をすすめた前
例はありません。無理やりすすめるのは独裁政治
そのものです。

「地元の合意を得ず
にすすめることは
できません」

①今回の民間病院は、これまで産科や小児科の経
験が全くない。②提案されている計画では、小児救
急の受け入れを行わない。③小児科や産科のベッド
数が大幅に減少する。④大阪市が土地を売却するた
め、10年以上継続して医療を提供してもらう保証
が全くない、などの理由から反対しているのです。

「小児・周産期医療が
大後退するので
反対しています」
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住吉市民病院がなくなれば、住
之江区と西成区では小児・周産
期を担う病院がゼロとなります。
大阪市は、南部医療圏の小児・
周産期医療、小児救急体制に責
任を持つべきです。

住
吉市民病院の現地での
建て替えをもとめます。

住
住
吉市民病院廃止条例を撤回し、

だれもが安心して
子育てができるように、、

維新の会は、市民病院の
跡地に誘致される病院が南港
病院に決まったと言っている
けどホント？



もともと私たちの暮らす地域は、小児・周産
期医療の不足している地域。そのため平松前市政
時代には、住吉市民病院のベッド数を40床増やす
など、より医療を充実させて現地で建て替えること
が決まっていました。

それが突然、橋下市長が誕生するやいな
や「近くに府立急性期医療センターがある」「5億円
浮く」との理由で廃止されることに。
地域住民は「赤ちゃんが産めなくなる。子育てでき
ない町になる」と短期間に7万筆もの署名を集め、
存続運動が大きく広がりました。運動の広がりに押
された橋下市長は廃止の条件として「民間病院の誘
致」を提案。しかし、医師の確保ができず3度も誘致
に失敗。4度目は医療レベルを大幅に引き下げ、無
理やり誘致しようとしています。

そもそも現地で建て替える計画だったのに

維新政治に審判を下し、
市民病院存続への展望を
きりひらきましょう。

住吉市民病院をめぐる経過
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住民投票でも
大きな争点と
なりました。

大きく広がる
「市民病院守れ」の声

5月の住民投票では、
「住吉市民病院をなく
す都構想に反対」と住
之江区医師会のポス
ターが地域中に貼りめ
ぐらされ、「都構想」は
否決されました。
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