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第 8 回国保匝瑳市民病院改革プラン評価及びあり方検討委員会 会議録 
 

開催日時：平成 24 年 6 月 20 日(水)午後５時 15 分～午後 7 時 00 分   
開催場所：国保匝瑳市民病院第１講義室 
出席委員：（有識者）林吉幸 
     （匝瑳医師会）橋場永尚（委員長） 
     （市民代表）大塚榮一、岡田陽子 
     （匝瑳市）角田道治 
     （匝瑳市民病院）海野広道、大嶋博一 渡邉恵 
                              ８人／名簿順） 
欠席委員：竹原潤 小原吉彰 本田崇 

 
病院出席者：菊地病院長、宇田副院長、布村副院長、大木看護部長、 

江波戸医療技術部長、山内事務局長、市原次長、塚本副主幹 
 
１ 開   会 
 
２ あ い さ つ 
 
３ 議    題 
 （１）建物建築と IT 化について 

・新築または修繕対応の検討 
・病床数及び病床配分の検討 
・IT 化の方向性の検討    

 (２) その他 
 

〔議長〕 
 台風４号も大過なく行ったようですが、そのおかげでだいぶむし暑くなりました。会議も大詰め

を迎えましたので、よろしくお願いいたします。議題に入る前に患者さんのアンケート結果があり

ますので、事務局からの説明をお願いします。 
〔執行部〕 
 皆様にお配りしてありますアンケート結果、Ｈ２４・５とあります資料をご覧いただきたいと思

います。順番が逆になってしまいましたが、一番 後のページを見ていただきたいと思います。「外

来患者及びご家族の皆様からのアンケート結果」という形です。これは、接遇委員会が年に 1 回行

っているアンケートで、５月７日から１５日まで実施しています。アンケート用紙を入れる箱を設

置するのと同時に、１日だけですが、職員が手渡しでお渡しするという形で行いました。１５０名

の方にご回答をいただきましたが、患者様９７名、ご家族様２６名、その他６、未記入が２１名と

いう形、そして年齢、性別があります。その結果ですが、一番 初のページに戻っていただきたい

のですが、アンケート結果１から１０までの項目に対して「挨拶はきちんとしていますか」「言葉使

いは丁寧でしたか」「笑顔で優しく接していましたか」「身だしなみは清潔できちんとしていました

か」「話をよく聞いてもらえましたか」「依頼したことは忘れずに対応していましたか」「検査・処置

の説明はわかりやすかったですか」「不安や疑問等を相談しやすかったですか」「プライバシーを守

るよう配慮していましたか」「呼び出しの声は聞き取りやすかったですか」のそれぞれの質問につき

まして、ほぼ１４０名の方に「はい」というご意見をいただいています。「いいえ」というのは、多
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い方で６件と、かなり高い評価をいただいています。特に低かったのは、８番の「不安や疑問等を

相談しやすかったですか」という点が１３１名で、「プライバシーを守るよう配慮していましたか」

が１２８名でした。特に９番につきましては、建物の構造上の問題が大きいのかと思っています。

ただ昨年のアンケート結果と比べて明らかに「挨拶」「言葉使い」などの接遇関係は、良くなってい

るという結果が現れていると思います。また、２年前の夏に実施しました市民の皆様のアンケート

の中でも「接遇があまり良くない」「話をよく聞いてもらえない」「説明をよくしてもらえなかった」

などがでていましたので、その点は、改善しているのではないかと感じています。次のページにそ

れ以外に良かった点、悪かった点をそれぞれフリーで書いていただいたものをまとめています。内

容については見ていただいたらわかると思いますが、「職員の対応でよかった点」が非常に多く書か

れています。中には、医師、看護師の名前を具体的にあげて書いていただいているものもあります。

特に一番下の「レントゲン技師が親切でした。」というところは、昨年のアンケートではレントゲン

の検査をしている時に怒られているような言葉使いがあったとありましたが、それに比べて親切で

あったというような高い評価を得ています。次のページについても高い評価を得ていますので、ご

覧いただきたいと思います。そして次のページに「職員の対応で気になった点」があります。当然

１００点満点をいただくことはないわけですが、看護師の服装であるとか、会計での笑顔がないで

あるとか、「看護師の対応」であるとか少し気になった点としてあげていただいていますが、これら

につきましては、今後、各部局で対応をきちんとするように指導していきたいと思います。全体と

いたしまして、接遇について非常に高い評価をいただいていると報告したく、今回出させていただ

きました。 
〔議長〕 
ありがとうございました。それでは、議題に入ります。議題の１、建物建築と IT 化について事

務局の説明をお願いします。 
議題１ 建物建築と IT 化について 

・新築または修繕対応の検討 
・病床数及び病床配分の検討 
・IT 化の方向性の検討    

〔執行部〕 
 事前にお配りさせていただきましたＡ４横版の資料の中に「損益分岐点収入」という資料がある

かと思いますが、前回の委員会の中で回復期リハをやり、建物を建てるとなった時にどれ位の費用

と収益が出てくるのかというシュミレーションしなければならないとのご意見がありましたので、

シュミレーションをした結果です。表の見方ですが、費用合計Ｂの下の給与費というのは、回復期

リハビリテーション病棟を行うには、 低３名のリハビリテーション科職員を採用する必要があり

ますので、＊印にありますように３名のリハビリテーション科職員を増員したうえで給与費を計算

しています。減価償却費につきましては、平成２９年から３１年にかけて総工費４３億４，３００

万円で建物を建てたとして設定してあります。見ていただくとわかりますように、平成３２年から

１桁多い減価償却費となっています。後、経費とか、資産減耗費、研究研修費、支払利息、看護師

等養成費、雑損失等につきましては、平成２３年度の金額がそのまま推移するという前提で見てい

ます。その中で費用の一番下にあります変動費として、変動費率３１％を出しました。この変動費

率は＊の４番目に書きましたように、平成２３年度の材料費と経費の変動部分を基に算出していま

す。これによりまして、変動費と固定費がほぼ確定しますので、それによりまして、収益がトント

ンなるように逆算しましてこの表の一番上にあります収益分岐点収入を計算しています。平成２４

年度から３３年度の１０年間を見ています。実際この後、回復期リハビリテーション患者数が何名

いるかを説明させていただきますが、あくまでも建物があるという前提であります。この中で次に

見ていただきたいのが、外来収益です。外来収益につきましては、平成２３年度の平均、１日当た
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り３１０人、外来単価は７，３００円がそのまま推移するというのを前提で計算しています。この

行で数値が若干変わっていますのは、閏年等によりまして外来の日にちが増えたり、減ったりして

いますことにより、若干数字が動いています。また、他会計費負担金、その他医業収益につきまし

ても平成２３年度の数字をベースにしています。その下の他会計補助金につきましては、平成３１

年度から建物に関する補助金を市から半分繰り出していただける前提で見ています。そして、損益

分岐点収益から外来収益からその他医業外収益までの数字を引いたものを、入院収益（必要収益）

としてあげています。収支がトントンになるためには、これだけの入院収益が必要だということを

表した数字です。裏面を見ていただきたいのですが、それを基に、「損益分岐点収益を確保するため

に必要な入院推計収益額及び入院患者数」を出しています。ここにあります入院収益（必要収益）

は、表面の損益分岐点収入の入院収益（必要収益）と同じであります。その下の、一般病棟（１０：

１看護）の収益ですが、一般病棟を１０：１のまま平成３３年度まで推移したらどのような数字な

るかということをここに挙げています。＊にありますように、一般病棟の１日当たりの単価は、３

２，０００円で推計してあります。ですから平成２４年度からずっと３２，０００円でスライドし

ています。１日当たりの入院患者数でございますが、＊の２番目にありますが、平成２０年の４月

から２４年の３月までの月間入院患者数の中間値を１か月当たりの平均日数、３０．４日で割った

数字で推計しています。ただし、カッコにありますように、平成２１年４月から平成２２年２月に

つきましては、看護師不足によりまして病棟を１１０床までダウンサイジングしていますので、こ

の数字は抜いてあります。中間値というのは、平均ではなく一番数字が真ん中に固まっている数字

を出しています。ここに計算式を出していますが、中間値が２、９００になります。それを３０．

４日で割りますと、１日当たり９５．４人になります。これを１４５床の病床数で割ると、１４５

床で６５．８％、１５７床で６０．８％になります。実際には、平成２３年度、２２年度の１日当

たりの患者数は、この数字までいっていませんから若干高めの数字になっています。それで計算し

まして、一般病棟の１０：１看護の収益を出しました。それが一般病棟（１０：１看護）収益の欄

です。そして回復期リハビリテーション病棟の収益をいくらにすべきかを出すための数字ですので、

入院収益の必要収益から一般病棟１０：１収益を引いたものが回復期リハビリテーション病棟収益

で、２４年度ですと１億７千７百７５万６千円という数字です。この回復期リハビリテーション病

棟でこれだけの収益を確保しなければ、収支がトントンにならないという数字です。そのためには

どれだけ入院患者が必要かという計算をその下でしています。その次の１日当たりの単価ですが、

＊の３番目、回復期リハビリテーション病棟入院料２というものがありまして、それは、１日当た

り１７，６１０円で、これを基礎に計算しています。後、入院加算と食事療養料が入院料にプラス

されますので、平成２２年４月か２３年３月の入院加算と食事療養料に１７，６１０円を加えた各

月の平均単価の中間値を出しています。それが、２２，８１４．８円になります。そこで、２２，

８００円を１日当たりの平均単価の所に置いて、そのまま１０年間スライドさせます。そしてその

収益を割ると、１日当たりの入院数が出てきます。２４年度ですと２１．４人ですし、３２年度で

すと４７．９、３３年度ですと５０．７という数字に膨れ上がります。ただ、注意事項となります

が、 後の＊ですが、３名のリハビリテーション科職員で１日当たりの実施限度は、患者数で３０．

５人になります。どういう計算かと言いますと、１日１人当たりの限度はあくまでの机上ですが、

マックスで２１単位です。１単位というのは、２０分以上やらなければならないので、基本的に２

０分を１単位と計算すると２１単位しかできない。この回復期リハビリテーションの入院料を算定

するためには、１人の患者さんに対して２単位以上を実施しなければならないということですから、

２１単位の半分の数字しか実際はリハビリはできないということです。そうすると実施の限度は、

３名の２１単位を２で割った３１．５人。１日当たり３名では、３１．５人以上は基本的にはこな

せないという数字になっています。こうして見ますと、平成３２年度から減価償却が始まりますと

ちょっと無理だと思われます。少なくてもこの形ですと３１．５人以上の数をこなさないと収支ト
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ントンにならないという数字です。少し分かり難かったと思いますので、質問がありましたら、お

願いします。 
〔委員〕 
 減価償却は、定率法でやっているのですか。 
〔執行部〕 
 定額です。 
〔委員〕 
 定額で、減価償却費が変わってくるのは、他のものがあるからですか。 
〔執行部〕 
そうです。事業を３年計画で計画していますので、初年度に伴う減価償却、２年度、３年度に伴

う減価償却となって、４年後以降は、同じになります。 
〔委員〕 
 この損益分岐点の表は、収入と費用をプラスマイナス０にしているわけですね。損益分岐点は、

収入の見込める数字から経費を引いて、どれ位赤字がでるか、また、プラスになるかというのが損

益分岐点の表の見方ではないのですか。 
〔執行部〕 
 ここで正確でないのは、費用合計Ｂという数字ですが、これは上の収入と同じにしてあります。

本当は、この数字は動くもので、もう少し低い数字になるはずです。ただ、便宜上わかりやすくす

るために、プラスマイナス０にしています。収支をトントンにするためにどれだけの収入が必要か

を出すために、費用から遡って出しています。 
〔委員〕 
 この数字からしますと、３１年に新築できるということで、収益の金額も、３２年度は３１年度

と比較すると１１％位収入が増えるという想定ですよね。 
〔執行部〕 
 増やさなければ、トントンにならないということです。 
〔委員〕 
 実態がどうなのかということも必要ではないか。 
〔執行部〕 
 実際につきましては、ご承知のとおり診療報酬の改定が２年に１度ありますし、それがどれだけ

影響するのかわかりませんので、１０年先を見るのはほとんど困難です。もっと言いますと、給与

費につきましても、誰がどのタイミングで辞めていくか、また、採用がどうなるかわかりません。

一番大きいのは給与費ですので、あくまでも今の職員がそのまま辞めないで、新しく入ってもこな

いで、今の人勧のペースで給与が上がっていった場合を想定しています。 
〔委員〕 
 ただ、収益を見ますと、３３年は１０％、３３年は、前年の１０％伸びの１２％増ですから、相

当伸びるという話ですか。現実の数字としては、どうかと思います。 
〔執行部〕 
 損益分岐点ですから、ねばならない数字ですので、赤字を出さずに、黒字も出ない、収支イコー

ル０にするためには、これだけの収入を確保する必要がありますという数字ですから現実のあるか

ないかというよりは、目標数値です。 
〔議長〕 
 そのへんの数字もドクターの来具合によって違って来るのですよね。 
〔執行部〕 
 そうです。 
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〔議長〕 
 実際問題、建て替えても経営的にはこのままでは厳しいだろうと思います。 
〔委員〕 
前回の会議の説明の中で、回復期リハについて内科等の利用が相当増えてきているという説明が

ありましたが、ちょっと懸念するのは、脳外科等のない当院でその形を取るとすれば、当然、旭中

央病院との連携を強化したうえで患者さんをまわしてもらうような形になるのかと思います。前回

の説明の中では、ニーズとしては内科系が増えているということですし、また、３１．５人の入院

患者さんを確保していかないと経営的には厳しいというデータも出たわけですから、当然、連携を

強化して、回復期リハの患者さんをどれだけまわしてもらえるのかだと思います。連携の取り方と

して、回復期リハ、更には療養型への患者の移行が想定されます。そうしますと、少し懸念される

のが、ぬくもりの郷の説明の時に、公立病院のニーズとして日数３か月、１００日を超えても退所

してくださいと言えないという状況が病院にある。そうすると、回復期リハの患者さんを旭から預

かっても、期間が来た場合、次の療養型へ移行ができるのか、さらには、療養型の患者さんが来た

場合に、回復期ですからと断るという形がとれるのか。そのような調整をきちんとやらないと、こ

こへ行くのは難しいと感じています。そのへんについては、どうでしょうか。 
〔執行部〕 
 現在も全ての入院患者さんについて、入院時点から連携室を中心にして長期化しないような対策

をとっています。ぬくもりの郷は施設ですので、なかなか病院と同じように一定の期間で次に行っ

てくださいと言えない。ただ、病院はある程度の対策は取れますので、長期になる患者さんばかり

にはならないだろうと思っています。今後の旭中央病院の機能として、超急性期のところで動いて

いかざるを得ないということがありますので、亜急性期や慢性期に関しての出先は、この地域にと

って必要になります。旭中央病院が傾いてしまうと話は別ですが、あくまでも現在の状況で推移し

ていくことになると、これから先、団塊の世代が多死を迎えるまでずっと必要性はあると読んでは

います。 
〔委員〕 
 そうであれば、なおさら旭中央を核とした病院間の連携、各病院の特性をきちんと整理して連携

していかないと回復期リハの経営がうまく機能するのかという懸念があります。当然これに取り組

む場合には、病院間の連携きちんと整理する必要があると感じます。 
〔議長〕 
 そのことは、再生計画の中でも旭中央病院を核とした周辺病院の役割分担とかが議論されている

でしょうし、今後、病院どうしの病病連携なども図っていくことが必要だと思います。今も、旭中

央から回復期の方はまわってきているのですか。 
〔執行部〕 
 当地域、特に匝瑳市から救急搬送された患者さんの受け入れは、できるだけ受けるようにしてい

ます。他地域、旭の方も時々来たりしますし、横芝光の患者さんも来ることもあります。ある種、

脳の疾患のみならず、整形的手術が必要で搬送された患者さんもいますので、匝瑳市在住の方につ

いては、ここに回復期リハができれば今以上に要請があると思われます。けっこうな数、旭へ行っ

ていると思いますし、またこちらは、急性期ということで動いていますから、旭から受けるにあた

ってもこちらは療養型でもないし、回復期リハでもないので旭からの要請を制限している面もあり

ます。そういう患者さんをあまり制限なく受けることが、可能になると思います。２０くらいの数

はそこそこ満たされるのではないかと思います。 
〔議長〕 
 そのためには、ドクターが必要ということですね。 
〔執行部〕 
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 そうですね。 
〔議長〕 
 後、他にありますか。 
〔執行部〕 
 回復期リハをご存じない方もいらっしゃると思いますので、説明をさせていただきます。回復期

リハと言うのは、言葉にもありますように、病気を発症して急性期を脱したところですぐにリハビ

ルをすることで、予後を良くしようとする今のリハビリの流れです。それを旭中央病院のような高

度な医療機関での医療を脱したら、すぐにリハビリ専門の入院施設に入れることによって、回復し

てもらう、それ以上悪くならないようにしてもらうということです。そして基本的には、自宅に帰

っていただいたり、施設に入っていただいて生活してもらうのが役目となります。そのため、診療

報酬上、１か月から３か月、それも病気になったり、手術してから１か月から３か月までしか見な

いという形になっています。ですから超急性期からの患者さんをさっと捕まえて、そして十分にリ

ハビリによって機能を回復していただいて、自宅の方に帰っていただくという作業を１か月から３

か月の短期間で回転させていくというのが回復期リハビリテーションの役割です。そうすると、

初の段階から回復期リハビリテーションの病棟は、療養の病棟のように１年も２年も入っている所

ではない、ここは、リハビリをやるところなのでリハビリしかしないというのを前提としてわかっ

ていただいて入院していただくようになると思いますので、先ほど言われました懸念は、ある程度

逃れるのではないかと思われます。それともう１つマーケットの話ですが、回復期リハビリテーシ

ョン病棟は、全国的に足らない。特に千葉は足らない。ここにいる皆さんは、回復期リハビリテー

ション病棟というのを初めて聞かれたと思いますが、それ位この辺りではないものです。そういう

意味では、非常に地域からも期待されますし、患者さんも多く来ていただけるのではないか。少な

くても今の時期であるというのが前提ですが、期待できるのではないかと思います。 
〔議長〕 
 確かに、受入れ先がないというのは、現実ですね。他に何かありますか。１５億数千万円の売り

上げは、状況にもよりますが、かなり厳しい数字ではあります。 
〔執行部〕 
 次に、前回の宿題でありました耐震工事をした場合の説明をいたします。 
〔執行部〕 
 耐震工事をした場合の目安ということで、Ａ４版１枚の資料をご覧いただきたいと思います。前

回、耐震改修工事がどれ位掛かるかということだったので、インターネットで調べてみましたが、

ホームページに公開されている数字がありましたので、今回この数字を参考に当院ではどの位掛か

るかということで、試算しました。これによりますと、１㎡当たり１５，０００円から５０、００

０円掛かるということが出ていましたので、当院の面積が、８，７９５㎡ですので、 低で約１億

３千１００万円、 高で約４億４千万円の改修費用が掛かるというような見積もりになります。こ

の差が３億円程度あるのですが、結局は、耐震診断、それから耐震設計をやらないと正確な数字は

出てこないと考えています。耐震改修工事は、皆さんご承知のように、あくまでも地震対策という

ことですので、病棟のアメニティの改修、配管、空調、給排水の改修は含まれていません。残念な

がらそういった意味での改修費用を見積ることは難しいと思われます。 
〔議長〕 
 新築した場合の費用の中には耐震対応の分は入っているのですね。 
〔執行部〕 
 当然５６年以降の新耐震設計ということになりますので、耐震基準は満たしていることになりま

す。 
〔議長〕 
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 この金額にしても一度耐震の診断をしてもらわないとなかなか出せませんね。いずれにしても、

お金はかかると思います。また、耐震だけやっても建物本体の寿命問題もあると思いますが、その

へんについてはいかがですか。 
〔執行部〕 
 前回もお話しさせていただきましたが、この病院については４８年建設部分、それから５８，５

９年建設部分、それから平成３年建設部分ということで、継ぎ足し、継ぎ足しで建設をしてきてお

ります。一番古いので４８年建設ですので、すでに３０年以上経過しているということもあります

ので、耐用年数も過ぎている状態です。昭和５８年、５９年が病棟部分ですが、古い基準で整備さ

れた病棟ですので１人当たりの面積も狭いということになっています。今現在のアメニティとはか

け離れている面積となっていますので、いずれこの病院が老朽化した場合には、どうしても新築と

いう話になるのかと考えています。 
〔議長〕 
 いずれにしても、そう長くは使えないというのは事実だと思いますが。市民のアンケートでは、

改築と修繕だったようですが、建物の老朽化とか、アメニティの問題とか、そのへんのところがど

れ位解ったうえでのアンケートの回答かというのもあると思いますが。たとえ修繕したとしても、

少なくてもこの先１０年、１５年と、この病院がそのままの形でもつのはかなり難しいと思われま

す。ドクターとしては、現状のままでいることは、かなり辛いということですよね。 
〔委員〕 
 改築をしてやっていくというのは、将来的にはこの病院は無くなるのだけれども、その間のショ

ックを和らげるという目的になると思います。持続は困難で、だんだんとジリ貧になっていくのを

何とかしようという考え方になると思います。 
〔議長〕 
 その間つぎ込むお金が、ある意味無駄になる可能性があるわけですね。このへんは、市の財政と

の関わりもあるでしょうが。ただ、この病院が本当に、この地域にとって、市にとって必要かは、

市長の判断にもよると思いますが、いずれにしても、そう長くこの病院をもたせることはできなし、

長くもてばもつほど、やっぱり患者さんは減っていくということは、明らかだという気がします。

他の委員の方はいかがですか。 
〔委員〕 
 直すことでお金をかけてもいずれ壊れるならそのお金は無駄になります。普通の家でもいろいろ

な所を直してもまた壊れて 終的には新しくしてしまうことが多いですから、 初から新築した方

がいいのではないか。私も建物についてはあまり知らなかったが、市民は現在の国保病院の様子を

あまり知らないと思います。だから簡単に改築すればと思っていますが、いざ見てみれば、いろい

ろな所が壊れているので、新築した方が良いと思います。例えば新築するにしても、もうからない

場所に店を出しても立地条件のせいかもしれませんが、そこは代替わりするだけである程度すると

潰れてしまいます。この病院の立地条件を考えてみると、あまり良くないのではないかと思います。

周りは風光明媚で良いが、患者さんが来るのに便が悪いと思います。そのようなことをクリアして、

新しい所におもいきって建てた方が良いという意見も市民の中にはあります。この病院そのものは

リハビリ専門の施設にすれば良いと思いますが、市民病院そのものは、新しい場所ですっかり生ま

れ変わって新規にやった方が患者さんは来るのではないかという意見がありました。 
〔議長〕 
 この前の話でも代替地となると市には適当な代替地がないということで、土地取得から入ると金

額がオーバーしてしまうというジレンマもありますが。ここへの患者さのアクセスの問題について

は、どうしても病院がここでなくてはしょうがないのなら、もう少し患者さんの便が良くなるよう

に、バスの運行を増やすとかで対応をせざるを得ないのかという気がします。 
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〔執行部〕 
 建築の話が出まして、建築費が４３億４千万円と概算で出ていますけれど、この金額も造る建物

の大きさによって大きく変動する訳です。前回副市長からベッド数がどれ位要るのか、という話が

ありましたので試算をした結果は、現在の体制が継続するという考えで、そこで回復期リハを作っ

た場合にどれ位のベッドが要るかと言いますと、多分、内科が５０床位あれば回復期に移行する患

者さんがいますので冬場でも足りるかと思います。それから外科・消化器が３５床、整形外科が１

５床です。ですから、一般病床が１００床。それに、回復期が３名で、３１．５という話が出まし

たけれど、回復期のリハビリをきちんとやることは、月曜から金曜で止めてしまうのではなく、１

週間通してずっとリハビリをやることで、そうなると、３名のリハのスタッフが１日平均で２．１

５人位しかやれない。そうすると、 大持てるベッドは２５床になります。そうすると、１２５床

規模の病院を考えれば良い。そうなると、この建築費が４３億までいかないで済むだろうというこ

とです。その中にプラスして、緩和ケア病棟を併設したらどうかと副院長から話が出ました。緩和

ケアは定額制で、１日４万８千円位の収入がありますし、今、旭中央病院が２０床で動いています

が、満床状態です。先程も話ましたが、これから多死の時代に入る時に、老々介護の問題、それか

ら独居の方も多くなるので、我々は在宅の緩和ケアを進めてきましたが、緩和ケア病棟という立ち

位置も考えていいのかなという話も管理者の中では出ています。それと、大学にずっとオファーし

ていますが、消化器内科医が常勤として入ってきた場合は、 低２名を想定していますが、そうす

ると、今、外科でやっている消化器を離すことができますので、外科医が１名少なくていいのかと

いうところがありますが、消化器内科を内科といっしょにすると、必要な病床数が７０床で、外科

が１０床減って２５床位、整形は１５床で、回復期リハが２５床で、合わせると１３５床になりま

す。ですから、１２５床から１３５床に、緩和ケア病棟をどうするかということです。 大で１３

５床ですので、今、１５７床で４３億を出していますので、多分３５億から４０億の下の方でいけ

るのではないかと考えています。 
〔議長〕 
 緩和ケアは何床位ですか。 
〔執行部〕 
 緩和ケアを作るのであれば、１０床位だと思います。 
〔議長〕 
 在宅で看取りましょうという流れはあるが、どうしても在宅で対応できない方がけっこういらっ

しゃいます。 
〔執行部〕 
 現在は、一般病床に入っていただいて看取りをしている状況ですが、外科病棟でいいますと、手

術をする患者さんなどでバタバタしていますので、その中で、 期まで落ち着いてゆったりと暮ら

すことができるかというと、制約がありますし、看護師スタッフも当然手術した患者さんのところ

を中心に動かなければならないところがあって、十分な看護ができないところがありますので、そ

ういう意味では、専用の緩和ケア病棟というのは、まだまだニーズが高いと思っています。 
〔議長〕 
 １３５床から１４０床くらいですか。 
〔執行部〕 
 １３５床がマックスだと思います。 
〔議長〕 
 １５７床を１３５床にした場合、だいたいどの位か今計算できますか。 
〔執行部〕 
 補足しますと、２，３回前に話しましたが、ここの住民の３分の１位は、ここの病院で亡くなっ



 9

ています。去年の数を調べたが、ここの病院で亡くなった方は、２２９人います。そのうち市民が

どれだけいるのかわかりませんが、おそらく３分の２位だと思います。そのうち癌で亡くなってい

いる人が８２人で３５％です。ということは、今、日本人で３人に１人は癌で亡くなっています。

まさに今、日本人は半分が癌になって、３分の１が癌で亡くなっている。その現実が、この地域、

この病院でも確実にそのような時代になっています。先ほど話ましたように、この病院の、このハ

ード（建物）の中で、匝瑳の皆さんは亡くなっています。その人たちを、緩和ケア病棟という新し

い病棟を造って、アメニティの良い世界にして、なおかつ、緩和ケアだけに看護師も専念するので

すから。今は、手術後の患者さんだとかでバタバタしている中で、皆さん亡くなっていますが、そ

の人たちのための新しい療養の世界で、匝瑳の人たちが 期の時間を過ごせる病棟を造るというの

は、大きな意味があるのではないかと思います。今のところ私も在宅を行っていますが、去年１０

人癌で亡くなっています。海野先生が診てくれていますが、癌以外で亡くなった人が２０人、合計

３０人が在宅で亡くなっていますが、在宅で亡くなることができる人は、介護がしっかりしている

家の人たちです。今、匝瑳地区で平均世帯が３人らしいが、これからは、２人になって老々介護の

中で片方が亡くなっていく。そうなると、在宅をこのままどんどん進めていけるかというと、なか

なか難しいと思います。もちろん、在宅を増やしていくのも手ですが、ターミナル時期の面倒を見

る新しい施設ができると、住民にとっても終末期が安心の材料になると思います。そういうことで、

提案させていただきました。 
〔委員〕 
 そうしますと、前回、院長の説明の中のも、感染症の患者さんとか緩和ケア患者さんの関係、救

急対応で、どうしても病床利用率は、マックスで８０％位だろうとの話でしたが、緩和ケア病床が

１０床できた場合は、一般病床の利用率は、逆に上げられるという考え方でよろしいか。 
〔執行部〕 
 そうです。これからの病院建築は、今までのように多床室中心からもう少し個人のプライバシー

を守った病床ということで、個室化が進んでいます。ただ、公的病院の差額ベッドは３０％しかと

れないので、個室化が進んでも、無料の個室、無料の２人部屋が出てくると思います。ただ、個室

が増えることで制約がなくなるので、十分ベッドを動かすことができます。緊急の時にいろいろな

患者さんに対応して入院していただけるということだろうと思います。 
〔委員〕 
 ある程度、一般病床を効率的に使えるという考えでよろしいですか。 
〔議長〕 
 中央病院は、どれ位のパーセントですか。けっこう個室が多いと思いますが。見学に行きました

が個室が多くなっています。 
〔委員〕 
 そのように、切り替わってきているのですか。 
〔議長〕 
 やはり文化が発達してくると、人間は贅沢になってきて、アメニティを求める傾向が強い。一番

先に個室化を進めたのは、聖路加国際で、もう２０年位前でしょうか。そこが、先陣をきって差額

ベッド代をとれなくても、患者さんが快適に入院生活をおくれるように、全床個室にしました。院

長が先ほど言いましたように、病室の回転率は、同室の人のことを考えなくてまわせるので、病床

利用利率は上げられると思います。 
〔委員〕 
 外科病棟の話になりますが、癌の末期で余命のあまりない患者さんの隣には、一般の患者さんを

同室にするのは難しいです。精神的に１人にする時間を少なくするために、お家の方にできるだけ

一緒にいていただくために、２人部屋を１人で使う状況が多いです。しかし、２人部屋を１人で使
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っても差額料金は１人分しか頂けません。隣のベッドをご家族に使っていただくこともあります。

全部が個室になれば、ご家族も気兼ねなくお部屋も使っていただけると思います。自室にトイレと

か、洗面所があれば、自分でもトイレや洗面に行ける人がかなりいらっしゃいます。大部屋からト

イレに行く場合には、自分で行けない人は、車いすでお連れして、便座に移します。手間は掛かる

し、患者さんも好まないし、自分でできることは自分でしたいという患者さんも多いので、患者さ

んが自分でできるところが増えたらいいと思います。ただ、この先１０年という期間を考えると、

みんな１０歳年を取って、１０年後、同じだけの力を発揮して働ける自信はありません。若い人に

どんどん入ってきて頂かないと、例え５０代の先生方も６０になってしまうので、誰が１０年後見

届けてくれるか不安です。けれど、スタッフは、きれいな所で安心して患者さんと関わっていきた

い気持ちはあります。きれいで整った設備があれば、若いスタッフはもちろん、年をとったスタッ

フも患者さんのお手伝いをしやすいと思います。 
〔委員〕 
 働く人は、増えると思います。それなりに良い職場であれば。それと入院患者さんも、もし自分

が悪い病気になった時にお金が掛かるということを前提に、大体の人が保険に入っていると思いま

す。１日、１万２千６００円位の個室でも、わりと払える人が多いと思います。昔と生活状態がち

ょっと違っています。中には、うんと困っている人もいるかもしれませんので、個室の部屋と格安

の４人部屋を作って、そして４人部屋の中にトイレを作ればいいと思います。つまり、病院のお金

の儲け方といったら変ですが、今まで病院はあまりお金を儲けていない。みんなを良くしようとい

う考え方で来たと思いますが、そうではなくて、いかに患者さんに気持ちよくお金を払って頂くか

を考えて、お金を儲けてほしいと思います。聖人君子みたいにお金はいらないのではなくて、病院

が裕福になれば、新しい設備がどんどんできるし、その様子を見れば、若いお医者さんもいっぱい

来てくれると思います。 
〔執行部〕 
 確かに、新しく回復期リハを２０ベッド持ってやってくださいと言ったり、キャンペーンをやっ

たり、緩和ケアの１０病床の運営を任せるなど、そのような形であれば将来的に来てくれる人があ

るのではないかと思います。リハの医者にしても、緩和医療医にしても、世の中徐々に増えてきて

います。必ずしもここの出身ではなくても来てくれる可能性があります。ただし、この病院がこの

形のままであったら、この地元の医療を支えようとする地元意識でやる人しか、やっていけないと

思います。新たな市立病院をこの地域で造って、若い人に責任を持たせてやれば、例えば、この回

復期リハでも１人でいいし、緩和ケアでも１人でいいし、２人の若い医者が来てくれれば、ここの

市民の将来がカバーできる可能性があります。後は、今までの内科、外科、整形外科が少しずつ繋

がっていけば、また、その人たちが来れば、１０年後、２０年後を見据えていけば、活性化ができ

る可能性があると思います。ただし、何度も言うようだが、この建物のままで、あなたたちがんば

ってくださいと言っても、今のままで、順番に６０代、５０代、４０代の医師が減っていく世界だ

と思います。 
〔議長〕 
 いろいろなことを考えると、もし新築するなら早い方が良いということですね。そのへんは、市

長の判断になると思いますが。 
〔執行部〕 
 病院建築について、１３５床ですと、３７億４千万円です。 
〔委員〕 
 市民の病院だという考え方を市民が意識的に持たなければならないと思います。市民が市債のよ

うなものを買って病院を応援するというようなシステムは取れないのですか。市役所が全部やるの

ではなくて、市民そのものがお金の面で、募金するようなシステムはどうでしょうか。その代りそ
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のようにする人には、株式会社の株主と同じようにですが、無料で健康診断をするとかは、市民病

院ではだめなのですか。 
〔委員〕 
 都道府県債というかっこうで、発行している団体もありますし、政令市の中にはそういうシステ

ムもあるかもしれませんが、人口４万ほどの市の中では、まず実例は見られないと思います。 
〔委員〕 
 実例がないからと言っていないで、実例を作っていただきたい。市民も自分たちの病院だと思え

ば、なお、応援して一生懸命やると思います。各家で１人当たり１万円位寄付したら、匝瑳市の人

口でもそれ程掛からないで病院が造れると思います。 
〔委員〕 
 まず、公立の病院の役割として、基本的には税負担に基づいた形になると思います。ただ、企業

会計である以上は、採算を考えなければならないし、また、公立病院、市立病院という位置づけで

あれば、市がそれを守っていく前提があると思います。基本的に寄付による病院の設立なると、逆

に法人化した方が早いのではないかと思います。委員さんのように、みなさんが１万円を寄付しま

すという形はなかなか難しいと思います。 
〔委員〕 
 何となくお金がないということが目の前に見えていて、進まないような感じがします。 
〔議長〕 
 確かに、現実はそうだと思います。 
〔委員〕 
 私たち市民は、病院を早く新築してほしいし、早く先生方にも気持ちよく仕事をしていただきた

いと思っています。 
〔委員〕 
 前回の時も、これ以前の会議からの経過をお話をしたと思いますが、今、あり方検討委員会の中

で、ここの経営の問題をクローズアップして議論いただいていますが、市民病院として、市民ニー

ズにどれだけ応えられるのか、また、県が示しているビジョンの中で、ここの役割をはっきりさせ、

そのビジョンをもって、必要があれば建て替えも含めて議論するということで来ていますので、皆

さんのご意見が財政問題で縛られて拘束された議論になるのはまずいので、とりあえず、お金のこ

とは脇に置いて、皆さんの意見で必要だということであれば、そこで判断を頂く。前回も申しまし

たように、ここの経営の改善と並行してそこへ行くということであれば、この中の意見としてまと

まるのかなと思います。前回の議事録を再度読み直してきましたが、院長が新築の形でとのお話の

中で意見を出させていただいていますように、全委員が新築の方向でいきましょう、それから市民

ニーズをこれからの病院経営の中に取り入れてやっていくという方向がここでまとまれば、それは、

１つの方向性だと思います。 終的には、答申を受ける事業管理者、市長が判断をすることになる

と思いますが。 
〔議長〕 
ドクターの数にしても制約がないということでの話ですけれども、現実の問題があるのでなかな

か無視するのは難しい点はあります。正直に言いまして、今の病院がこの形のまま１０年、１５年

と持ち続けるのは、私としては何のメリットもないような気がします。他の委員の方はいかがでし

ょうか。先ほど委員が言われたように、だんだん衰退していって潰れることがわかっているのなら、

むしろ廃院した方が財政的メリットがあると思います。潰れていく病院の赤字の補てんをしていく

のは、市にとって良いことではないと思います。この病院の将来性があるということであれば、２

年、３年、５年と援助する形もとれると思うのですが。根本は、市民の病院として絶対にこの病院

が必要であるという認識がどうかということです。ただ、前から言っていますが、周辺の医療状況
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とか旭の状況を見ても、この病院がなくなったら、この地域の医療は、８割近くは崩壊してしまう

のではないかと思います。そのためにも、何としてもこの病院は頑張っていただきたいと個人的に

思いますし、医師会としても思っています。あり方委員会としては、新築して市民にとっても使い

やすい快適な病院にしていただくことが望ましいということでよろしいでしょうか。 
―全委員異議なし― 

建物建築については、「新築する」を委員会の結論とさせていただきます。次にＩＴ化の方向性とい

うことで、事務局から説明願います。 
〔執行部〕 
 差し替えの資料をご覧いただきたいのですが、ＩＴ化といっても解りにくいと思いますので簡単

な資料を作りました。オーダリングと電子カルテが一般的なシステムそして今ありますが、先ず、

オーダリングについて説明いたします。どういうものかと言いますと、図にもあるとおり、医師が

看護師や薬剤師などの医療技術職に対し処方箋やレントゲンなどの指示箋を出します。その指示内

容について紙に書いていたものを、コンピュータに入力することにより、より迅速に、薬局やレン

トゲンのなどのそれぞれの部門へ伝達するシステムです。要するに、紙で書いていた伝票をコンピ

ュータに入力することにより、持っていかずに済み、それぞれの部門にコンピュータで伝わってい

くというシステムです。従来の手書きの伝票は、医師の指示が出された後に人が持って行っている

ため時間がかかってしまい、それによって外来の患者さんをお待たせする要因になっているという

ことが、現実としてあります。オーダリングシステムを導入することによって、先ほど説明しまし

たように、指示された内容が、瞬時に、正確に、それぞれの部門に伝達されますので、患者さんの

待ち時間が確実に短縮されます。それと共に、職員の伝票を持っていく手間がなくなったりとか、

届け忘れが防止されます。また、医師の書く字は汚くて見にくいために薬を間違える事故がありま

すが、医師が直接コンピュータに入力することによって、事故がなくなります。それと、指示を実

施する時に、入院患者さんがリストバンドを付けていますので、そのバーコードの情報と注射など

の実施する内容を突合することによって、薬の違いなどをコンピュータが判断してくれますので、

事故の防止になります。それと、内科と外科にかかった時に、同じ薬を出してしまったりとか、同

じ検査をしてしまったりなどの重複のチェックをコンピュータがします。また、薬の配合禁忌もコ

ンピュータでチェックできます。また、病態による投与禁忌のチェックもできることによって、安

全管理にも寄与されますというのが、オーダリングシステムの主なところです。ここにありますよ

うに、診察のところでコンピュータに入力して、その情報が、検査や画像診断、薬剤、給食、医事

会計部門にとんでいきますし、また、検査の結果とか画像の結果もコンピュータを通じて先生のと

ころへとんでいくという形になります。今説明しましたことを簡単にまとめたものが【メリット】【デ

メリット】です。先ずメリットと言いますと、外来患者様の待ち時間が短縮されるということ。そ

れと伝票の届け忘れや、遅れがなくなります。転記ミスの防止や、各種チェックによる防止などの

事故が防止されます。重複検査や重複投薬などが防止されます。コンピュータに直接はいっていき

ますので、診療報酬の請求漏れが防止されます。蓄積されたデータを基に経営の分析や、医師、看

護師の研究へも利用することができます。ただ、デメリットといたしましては、医師の指示の情報、

各種記録類をカルテにシールで貼りつけるとか、カルテにはさみ込むというような作業が出ますの

で、作業が増加します。紙の使用量がコンピュータを使うことによって激増します。今までは人間

の頭で判断できたものが、コンピュータは融通がききませんので、コンピュータ中心になると業務

が複雑化になって、業務が定型化されます。コンピュータの端末が明らかに増えるので、今のかな

り狭い作業空間が狭隘化してしまうというデメリットがあります。これがオーダリングです。次に

電子カルテですが、電子カルテとは、紙カルテに替わって患者様の様々な診療記録を電子的なデー

タとして保管するシステムです。要するに、カルテにはさみこんでいたり、書いてある全てのデー

タをコンピュータに入れていくということです。ですから、オーダリングの機能はすべて包括され
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ます。先ほど言いましたメリット、デメリットもすべて包括されます。そして全てのコンピュータ

端末で全ての患者様の情報が瞬時に見ることが可能になります。閲覧登録をされている人ならいつ

でも、同時に複数の人がカルテを閲覧することができます。今の入院患者さんの紙カルテであれば、

医師が見ていたら、病棟の看護師が見られない、薬剤師が見られないということがありますが、コ

ンピュータ端末があれば同時に見ることができます。紙カルテの時にあまりカルテを見る機会のな

かった医療技術職、例えば、検査技師や放射線技師なども見ることができますので、業務の質の向

上につながります。それだけではなしに、外来診察中に入院患者さんの具合が悪くなったと連絡が

あった場合に、病棟に走るのではなく、病棟に行かなくてもその場で指示を出すことができるよう

になります。また、基本的にはすべてコンピュータ入力になるために、先ほどのオーダリングのデ

メリットにありました、貼り付ける、差し込むというような作業はなくなります。そして蓄積され

たデータの利用ですが、これらのデータを基に画像結果や検査結果を端末に表示できますから、ビ

ジュアル的に患者さんに説明をすることができます。レントゲンの画像や、検査の結果をグラフで

も見せることもできますので、患者さんへの説明が楽になりますから、インフォームドコンセント

を支援することができます。蓄積されたデータを基に経営状況の分析や、研究への活用が可能にな

ります。また、物理的には、カルテやフィルムの保管が不要になりますので、省スペース化が図れ

ます。そしてカルテの搬送時間がなくなりますので、省力化も図ることができます。今の説明をま

とめたのが下の【メリット】【デメリット】です。メリットとしては、診療情報が一元化できるとい

うこと、カルテ参照や書込みの場所が限定されないということ、カルテの搬送が不要であるという

こと、医師の指示の情報や各種の記録類のカルテへの貼付、差し込み作業がいらなくなるというこ

と、カルテやフィルムの保管場所が削減されるということ、オーダリングよりも蓄積データが豊富

になりますので、多様な蓄積データを基に経営分析、研究への利用ができるということです。デメ

リットといたしましては、入力作業が非常に増えますので、それによって医師、看護師の業務負担

が増加します。次に、オーダリングよりも業務が複雑化し、融通がきかせにくい。それに、オーダ

リング以上にコンピュータの端末が増えますので、オーダリングよりも作業空間が狭隘化します。

以上がオーダリングと電子カルテの概要です。 

〔議長〕 
 一般の方はなかなか難しいと思いますので、何か質問がありましたらお願いします。 
〔委員〕 
 時代の背景ですから、コンピュータ化はよろしいと思いますし、その方が能率も上がりと思いま

す。ただ、診察の時に指１つ触らないで、患者さんの言うことをただパソコンに入力して終わって

しまうと患者さんの表現の仕方によって、違う状態が入力される可能性があるのではないかと思い

ます。 
〔議長〕 
 今まで書いていたのを打ち込むだけですので、変わりはありません。他の病院では、画面ばかり

見ていて患者さんの顔色ひとつ見ないという話も聞きますが、それは運用上の問題になってくるの

ではないかと思いますが。今もある程度コンピュータを使っていると思いますが、医事計算だけで

すか。 
〔執行部〕 
 今は、オーダリングシステムが入っていますが、実際に使っていますのは、薬を出す処方の機能

と注射の機能と、後は、各検査と外来の予約を取る機能と医事計算だけを使っています。ここで今

例示させていただきましたのは、全てをオーダリングした場合のメリット、デメリットということ

です。 
〔議長〕 
 オーダリングだけで終わらせるのか、電子カルテまで導入するのか、その点については、病院と
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していかがですか。 
〔執行部〕 
 オーダリング検討委員会というものがあります。先ほどありましたように、現在のオーダリング

システムは、非常に不備があります。ハード自体、ソフト自体は、それなりにそろっているのです

が、それを使いこなせていません。フルオーダリングにすることは、今でも可能ですが、それを使

いこなせていない。そもそも今使っているオーダリングが期限切れになるなるので、次期もオーダ

リングにするか、電子カルテにするかも含めて検討する委員会を先月から行っています。後１年ち

ょっとですが、来年の１０月をめどに新しいシステムにしようということで、準備をしています。

その中で、今の不完全なオーダリングではなく、フルオーダリングの機能を使いこなすようなオー

ダリングシステムにするのか、電子カルテにするのかを検討しているのですが、今は、患者さんの

カルテが１カルテではなく、１人の患者さんに４つも５つもある状態ですので、それを１つにまと

めなければならない作業とか、先程説明がありましたように、入力作業が大変で、それが電子カル

テになった場合に全て入力する負担が大変なので、今いる医局の医師の中では、いきなり電子カル

テになるのは抵抗が強いと思います。電子カルテを体験済みのドクターもいるので、その人たちの

意見を参考にすると、電子カルテはちょっと敷居が高いだろうということで、とりあえず、次期シ

ステムは、フルオーダリングで考えて、更にその先５年位経った段階で、次のシステムをどうする

かを考える段階で電子カルテにしようと、話は進められています。 
〔議長〕 
 電子カルテも段々使いやすくはなってきているようですが、後から電子カルテを導入した時に、

先に入っているコンピュータとの相性の問題とかが出てくるのではないかが気になるのですが。 
〔執行部〕 
 どこの業者になるかわかりませんが、来年の１０月には新しいシステムなりますし、その次も、

また新しいシステムになります。 
〔議長〕 
 電子カルテを入れる時には、その次のシステムになるのですね。 
〔執行部〕 
 来年の１０月からの業者がそのまま継続するのか、また別の業者になるのか、その時点でまた仕

切り直しになると思います。 
〔議長〕 
 委員会ができたということは、院内的に合意の上でやっていることですね。 
〔執行部〕 
 そうです。 
〔議長〕 
 そうであれば、ここでとやかく言う問題ではないと思いますので、将来的な事を見据えてきちん

とやっていただきたいと思います。せっかく入っても今のように使い勝手が悪いのでは、宝の持ち

腐れになっては困るので、院内でしっかり検討していただきたいと思います。委員の皆さん、この

件に関してご意見はありますか。 
〔委員〕 
 先生方の使いやすい方向で、やっていただいたらいいと思います。 
〔議長〕 
 若いドクターは逆に電子カルテに慣れてしまって、紙カルテは嫌だというドクターもこの先出て

くるのではないですか。 
〔執行部〕 
 そうだと思いますし、また、看護師もその傾向があると思います。ただ、医局も高齢者が多いの



 15

で、そのへんでちょっと抵抗がありますし、若い先生も、全面的に電子カルテが大丈夫ということ

ではないようです。 
〔議長〕 
 青葉病院はどうでしたか。 
〔執行部〕 
 青葉病院で電子カルテが始まったのが平成１５年ですので、もう８、９年電子カルテを使ってい

たのが、また紙カルテに戻ったので、 初は違和感がありましたが、紙の世界に戻ると、また良い

ものだと感じています。電子カルテは、先程ありましたように入力に時間が掛かるのが一番のデメ

リットです。ここの患者さんは、朝の９時から１時位までで２０人から３０人ですので、１人の患

者さんを５分位で診なくてはなりません。それとお年寄りの方が多いので、先ず入ってきて、お腹

を診て、話を聞いて、薬を処方するまでに５分で全部やれるかといいますと難しい。話を聞いて、

１行２行書いて、前回と同じ処方内容で全部やっていけるのならそれ程時間は掛かりませんが、話

を聞いて、なおかつ採血のデータとか、レントゲンの結果だとかを患者さんにちゃんと話をして帰

っていただくには、 低１０分は掛かります。そうしますと、今みたいな外来の人数を、限られた

時間の中では絶対にできない。そういう面では、電子カルテで患者さんの受ける時間は、オーダリ

ングがスムースだったら早くなるが、いちいち全部書いて、画像やデータを説明してとなると、患

者さんのためには良いシステムですが、これだけの患者さんを外来で診るとなると、かなり辛いの

は確かです。 
〔議長〕 
 打ち込み専用のクラークみたいな人を付けないといないとだめですね。 
〔執行部〕 
 ただし、先程言ったように、病院を新築した時が替え時だと思います。それまで全部紙だったも

のが、旧市立病院から青葉病院になって電子カルテに切り替えたように、新しい病院になって新し

くやっていこうとする時が、絶対替え時だと思います。ほんとうに電子カルテにしようとしたら、

もし建物を新築することになれば、その時が一番良い時期だと思います。 
〔議長〕 
 オーダリングシステム、電子カルテについて、どなたかご質問はありますか。 

―なし― 
〔議長〕 
 それでは本日の議題については、これで終わりになりますが、その他に何かありますか。 
〔委員〕 
 委員代表の委員、経営形態が変わりましたが、その成果や状況を耳にしていませんが、いかがで

すか。導入する時にはいろいろありましたが、いざ導入されてどうですか。 
〔委員〕 
 具体的に何も変わらないと言っていただいて、３か月になりますが、給料も変わらないし、休み

も変わりません。ただ、夏休みがそろそろ入ってくるので、今まで確保できていた７日間が、きち

んと取れるかが不安ではあります。医師もそうですが、看護職、技術職は、土日も普通に働いてい

ます。夜勤を確保し、代休が入り、日勤の人数も確保するのは、けっこう厳しい状況です。日勤の

人数を確保するために、代休がずれて次の勤務表にくいこんでしまうのは、３月までの市民病院と

今の市民病院では変わりありません。労働組合については、今までは市役所の中の病院支部であっ

たものが、公営企業法全部適用になって、直接管理職とやりとりをしていかなくてはならないとい

うことで、組合の役員たちはこれから勉強していかなくてはならないと思っています。６月の初め

に結成大会を開催しましたが、今までの組合員はそのまま残ってくれて、また新たに２０人くらい

職員の中から組合に入ってくれたので、８０人位の組合メンバーを確保することができました。人
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数の面から言えば、交渉できる人数確保ができたのではないかというところです。 
〔委員〕 
 我々とすれば、いろいろと懸念がありましたが、楽しく、活力ある、やりがいのある場所になれ

ば、こんなにいいことはないと思います。やりっぱなしではなく、実態はどうなのかを市民として

注目しています。改善できるものがあれば、大いに院長や副院長にぶつけてよりやりがいのある職

場にしていただければと思います。 
〔委員〕 
 市民の皆さんが安心してかかれるように、職場環境をみんなで話し合う場や機会を増やしていき

たいと考えています。 
〔委員〕 
 一新されるわけではないでしょうから、徐々に浮き沈みの所を直して平らにすれば良い話ですか

ら。 
〔議長〕 
 今まで市の職労に入ってその一部の形で交渉するより、直接病院管理者と組合ということで話し

合いができるので、ダイレクトに意見も述べられるからかえって良いと思います。他にありますか。 
〔委員〕 
 今日の議論の中で、ある一定のこの病院のビジョンが打ち出されたかと思います。この地域全体

での役割、病床数とかもそろそろ固まってきたと感じますが、ただ、先程試算の中での損益分岐に

も出ていますように、平成２９年から３１年度ということで、すぐに来年からという話ではないの

かと思います。そうしますと、近い将来のビジョンが固まってその間に経営の部分で何をすべきか。

今改善できる所は何かという部分の取り組みをしながら、そのビジョンに向かって取り組んでいっ

て、新築や診療科について市民に説明して、了解を得る必要があると思います。３年から５年の間

に、今何ができるかを打ち出しておく必要があるのではないかと考えます。次回に、現場の先生や

事務方の今までの反省点などを思慮してうえで、検討できればと思います。できれば、過渡的な段

階のものを打ち出していく必要があるのではないかと考えていますので、ご協議願います。 
〔議長〕 
 そのへんの理解を市民から得るためには、かなりの努力が必要だと思います。ただ、全然目標が

なくて、ただひたすら老朽化するなかで働くよりは、目標ができればモチベーションも違うだろう

と思いますが、そのへんについては、次回、皆さんにご意見をうかがいたいと思います。 
次回は７月１８日の水曜日、１７時１５分からの開催とさせていただきます。 
 


