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第５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 3 月 28 日(水)午後５時 15 分～午後 7 時 25 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）竹原潤（副委員長）、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 
     （千葉県）小原吉彰 
     （匝瑳市）鈴木一郎 
     （匝瑳市民病院）セレスタ･Ｒ･Ｄ、海野広道、渡邉恵 
                              （１０人／名簿順） 
欠席委員：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、藤崎副主幹 
 
１ 開   会 
 
２ あ い さ つ 
 
３ 議    題 
   (１) 医療資源の確保について 

(２) 匝瑳市民病院の現状と強みの広報について 
(３) その他 
 

〔議長〕 
 今回は今年度 後の会議ですが、今後も継続するとのことですので、引き続きよろしくお願いし

ます。 
 議題に入る前に、副市長からご報告があります。 
〔鈴木副市長〕 
 私から１点、ご報告いたします。前回の１月の検討委員会でこの委員会から中間報告という形で、

報告をいただいた地方公営企業法の全部適用の件ですが、早急に全部適用すべきとのご提言をいた

だきました。それに基づきまして、市として準備をしてきまして職員への説明、議会の全員協議会

を開いて理解をいただいてきました。その後、３月議会において全部適用に係る関係条例が可決を

いただきましたので、本年４月１日から本病院が法の全部適用ということになります。事業管理者

につきましては、市長から菊地院長を選任する予定との表明がされました。以上、ご報告します。 
〔議長〕 
 それでは、議題に入ります。事務局の説明をお願いします。 
 
議題１ 医療資源の確保について 
〔執行部〕 
 お手元の資料に、あり方検討委員会の検討課題として、１から７まで項目を挙げさせていただい

ています。それについて、まずご説明します。 
 委員の方からステップについては検討したけれども、具体的にどういうものを検討していくのか

不明確だとのご指摘がありましたので、７つの項目立てをさせていただきました。 
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 １として医療資源、人材確保の部分が弱いというご指摘がありましたので、取りあえずは平成２

４年度の当初のところでの各医療機関の状況の確認と、医療従事者の確保対策の検討をまず行って

いただきたいと考えています。次に、２番目の市民病院の現状と強みの広報、どう周知していくの

かということ。まず、病院自身が行う広報活動と病院以外の方々が支援、協力できる広報活動はど

ういったものがあるのかというところのご検討をお願いしたい。次に３番目として、病院自身が今

後目指すべき役割について論議していただきたい。今後必要とされる病院機能と現実的に対応可能

な機能の整合性についてご検討願いたい。その中で検討していただいた内容に従って、入院機能の

方向性について、超急性期から療養期まで病院機能にはありますが、市民病院がどのような位置づ

けをしていくべきなのか。５番目は外来と救急診療の方向性について、外来の診療科の増科、減科

も含めたところの検討。それと救急診療体制について、どういうことをしていくべきなのか、何が

できるのかという検討。６番目として、市民病院が始めている先進的な在宅医療の方向性について、

特に平成２４年度の診療報酬の改定でかなり在宅医療について大幅に点数がつくようになります。

新しい項目を含めて変わりましたので、先を見据えた中で必要機能にはどういった項目があるのか、

今できていること、またやっていくべきことがあるのではないかの検討。そして、 後は７番目と

して建物の改築と IT 化についてです。特に入院機能の方向性が決まってきますと、建物はどうする

のか。以前の会議の中で、この建物のままではという意見が多く占めていますが、 初に戻りまし

て新築するのか、修繕の中の対応でいくのかの検討です。病床数と病院の配分、特に一般だけでな

く療養や他も含めてするのかという病床配分の検討と、電子カルテや IT 化の方向性の検討になろう

かと考えます。 
 本日は、１の医療資源の確保と２の病院の現状と強みの広報について、ご検討をいただこうと考

えています。 
 レジュメに戻りまして、カッコ１の医療資源の確保について。平成２４年度当初の医療機関の状

況ですが、知り得ている状況は以前にもお話がありましたとおりです。 
 当院については、外科医が今月いっぱいで定年退職されますが、千葉大から若い先生を派遣して

いただけるとのことで、外科は５名で変更がありません。内科は旭中央病院から２名の派遣でした

が１名に減り、６か月単位から３か月単位に変わります。そして、７月からどうなるか今のところ

不透明です。整形外科については、４月から千葉大から非常勤の先生を週２回派遣していただくこ

とになりました。整形外科の月曜日、木曜日については、外来の診療が２人の先生に診ていただけ

ます。また、午後からもいますので、手術の手伝いや救急の対応もお願いできるという形です。な

るべく手術も対応できるような形で考えていきたいと思います。以上です。 
〔議長〕 
 状況はそういうところで、医療従事者確保対策の検討ということです。名案はないと思いますが

いかがですか。 
前に話題のありました内科の先生が見えるという話はどうですか。 

〔執行部〕 
 ４月から内科医師が正規採用になります。その医師は、１月が非常勤で２、３月はフルタイムで

勤務しています。４月からは常勤医が３名と旭中央からの派遣が１名となり、２、３月は５名でや

っていて楽になったところがまた４名になります。旭中央からの医師はかなり助けになるので、１

名減はかなり痛手です。 
〔議長〕 
 千葉大からの派遣は全く無理なのですか。 
〔執行部〕 
 少なくとも私の出身の医局からは、なかなか難しそうです。非常勤で外来をお願いしていますが、

どうしても必要だと頼んでも厳しい状況で、１年間の常勤は無理なところです。 
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〔議長〕 
 入局者は１、２、３内科のうちで第３内科は多いようですが、いかがですか。 
〔執行部〕 
 状況は分かりませんが、そこそこはいるようです。しかし、出る人も多くて条件があまりよくな

いようです。循環器科はチームで医療を行うので３～４人のまとまった医師が必要で、そういうと

ころへ優先的に送っているようです。 
〔議長〕 
 循環器の急性期、超急性期の患者は行き所がなくて困るようになるのではないかと思います。チ

ームでなんとか派遣してくれるといいのですが。 
〔執行部〕 
 夜の当直の記録を見て救急隊からの受け入れで、 近目立っていることは多古や山武の救急から

結構問い合わせがあります。成田日赤に問い合わせをしたが、受け入れてもらえないので要請を受

けるケースなどが目立ちます。横芝・匝瑳の管轄の救急だけでなく山武辺りからも回ってくること

があるので、もう少し広いところでかなり厳しい状況になっているのではないかと思われます。 
〔議長〕 
 九十九里医療センターが稼動し始めるのは、いつごろからですか。 
〔委員〕 
 平成２６年の４月からです。 
〔議長〕 
 あと２年、そこが立ち上がると多少違うのではないかと思います。結局、山武からの問い合わせ

は他で受け入れるところがないからです。その前から旭中央で受け入れられないから、よそへお願

いすることは割とあったのですが。 
医師についてはそういう状況ですが、看護師はいかがですか。 

〔執行部〕 
 現状では、３月末で退職者が５名ほどいますが、採用する職員は１名もおりません。実際に、１

０対１を維持していくためには、何とかかろうじて回しています。看護補助加算がとれるようにな

っているので、補助者を少し強化して看護師の補助をしていくような態勢を平成２４年度はとって

いこうと考えています。 
 平成２４年度は、６０歳で定年退職した看護師も院長の裁量でパート採用を可能にしたので、現

役でブランクのない看護師が残ってくれる態勢がとれて助かっています。新卒は去年１名入りまし

たが、ここ数年ほとんど入っていません。看護学生の養成に対しても、銚子市立の看護学校が閉鎖

されたことが結構大きいと感じています。 
〔委員〕 
 執行部から看護師が減ってきている、というお話がありました。「足りない」と言っていますが、

具体的にイメージがわかないので後で数字を示していただきたい。病院からの資料で、医師数と患

者数の推移を調べてみると、平成２３年と平成１３年の１０年間でどう変わってきたかの数字では、

常勤医は２２人から旭中央の派遣を含めて１１人へ半分となった。入院患者数については、４万４

千人から２万３千人へ約半分になった。外来患者は１７万人から５万７千人に、約３分の１に減っ

た。看護師についても、１０年前は何人いて現在何人いるという数字を統計的にデータをとってい

ただきたい。前に事務局に頼んだのですが、数字が出てきていません。そういったものがないと、

患者数に対して職員がどういうふうに足りているのか、足りていないのか具体的な数字を示してい

ただかないと各委員は判断のしようがない。 
〔執行部〕 
 データはあります。毎年、どのくらいの定数で補充されたかどうか出しています。入院患者数の
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減少や外来患者数が減ったからといって業務内容は同数減るわけではないので大幅に看護師数は減

らすことはできません。どの位の業務をこなすためには 低何名のスタッフが必要なのかを考えて

補充の人数提案はしているつもりです。スタッフを有効に配置することはもちろん考えており、現

に外来は手術室のスタッフを午前中リリーフに出して毎日やりくりしています。また患者層が随分

変わってきました。入院患者数の減少や外来患者数が減って、一人の看護師がカバーできる業務は

どういうところまでできるのか、業務量に見合った職員数を考えながら、補充しなくてもできる部

分を見ていくことになります。 
患者層が随分変わってきました。平成８年くらいまでは、入院している患者の年齢層がそれほど

高くなかったのですが、それが今は高齢化が進み、９０歳や１００歳近い患者さんの層がかなりた

くさんいます。その辺のデータもあります。認知症の患者さんは基礎疾患プラスアルファというの

があって、そこに看護師の手が随分とかかってしまいます。通常の看護ケアプラスアルファに大き

く時間がとられているのも現実で、緊張した時間の中で夜勤を行っているのが現実です。職員代表

の委員も現場で仕事をしていますので、伝えてもらえるといいです。 
〔委員〕 
 患者さんの高齢化もそうですが、もともと胃がんの手術だけの患者さんが今は糖尿病もあり、高

血圧があり、認知症もあったりします。以前は、手術して次の日から歩けていたのが、今は手取り

足取りして一緒に歩いてあげたり、着替えも以前は体を拭いてちょっと支えてあげればできたのが、

今は二人三人の手を使いながらでん部を洗ったり、体を拭き着替えをします。病棟の約４０人の患

者さんの８割くらいが、１日に何回かオムツ交換などを必要としています。内科の患者さんはもと

もと寝たきりの方が多かったのですが、１０年前を思うと内科の患者さんでも点滴目的の入院であ

ったりしたものが、今は老衰の患者さんが増えてきていて、ただでもご飯が食べられないのが、む

せながらご飯を食べさせてあげるとか自分で食べられない人たち、体の向きをかえられない人たち

に胃ろうや経管栄養などで、鼻やお腹にチューブを入れて食事を入れてあげないと栄養が摂れない

患者が増えています。整形外科に関しても、若い人は事故で骨折してもリハビリをちょっとやって

帰れたような患者さんたちでした。今はもともと骨そしょう症のある患者さんで更に血圧が高い方

や糖尿病がある患者さんもいて、その治療をしながら手術を受けるので、術中術後の管理が大変で

す。点滴を受けながら夜中に騒ぎ出したり、起きてはいけない人がベッドサイドに起きていたりし

ます。また、夜中に転倒する患者さんや頭を切ってしまう患者さんもいます。この１０年で患者さ

んの人数は半分になっていますが、患者さんに必要な看護の量は非常に増えてきています。１０年

前は１つの病棟に１人の助手で足りていましたが、現在は、数名の助手さん・ヘルパーさん・看護

師とでオムツ交換をしないと業務が進まなくなっています。お風呂も一人で入れる人ばかりでなく、

１日に２０人を入れたくても看護師とヘルパーさん又は助手さんとで頑張っても１０人しか入れら

れない状況です。 
〔議長〕 
 執行部が仰った看護補助者という形でしばらく対応しながら、何とか看護師の確保に努めるとい

うことでしょうか。看護補助者にも点数がつきました。基準看護は１０対１ですが、看護師が少な

くなると、入院基本料が変わってきて安くなってしまうこともあります。看護師確保は非常に重要

になりますが、奨学金で看護師を養成することはいかがですか。 
〔執行部〕 
 今まで、薬剤師や看護師に対して月５万円の奨学金を出していました。現在、１名の看護師養成

の方が奨学金を受けています。ちなみに、平成２４年度からは医師を目指す方に対しての奨学金制

度を創設しました。１か月３０万円を大学卒業まで出させていただくことにしました。現在在学中

の方も含めていまして、平成２４年度の 初の予算から入っていますので、高校等を回ってピーア

ールしていきたいと考えています。ただ、１０年計画になりますので、今すぐのカンフル剤にはな
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りません。この３月議会の議員の一般質問で提案として出されたのが、匝瑳市の医療が大変なのだ

から市民みんなが医師のスカウトマンになってはどうか、という提案がありました。どういうこと

かといいますと、医師を引っ張ってきた人には報奨金を出したらいい、という提案です。おもしろ

い提案だと思っており、検討の一つと考えています。 
〔議長〕 
 なるべく多くの方が利用していただけるよう期待したい。確か、地域医療再生計画の中でもそう

いう奨学金の部分がありました。病院独自でそれが可能ならば望ましいと思います。前にも言いま

したが、現在医学部で学ぶ地元の出身者だとか卒業して２～３年経つ方の親ごさんを口説くとか、

何とか地域に戻ってきてくれるような働きかけが必要ではないかと思います。現状は、どこの大学

にどれくらいの出身者がいるのか分かりませんか。 
〔執行部〕 
 現状は、匝瑳高校の卒業生名簿を入手して、その中で実際に医師として働いている方のリストア

ップまではできていますが、そこから先は動いていません。 
〔議長〕 
 本人に直接お話するのも大事でしょうが、親ごさんにお願いすることを考えてみる必要があるの

ではないでしょうか。 
〔委員〕 
 第４回のときに検討になるのはマンパワーだという話がありました。マンパワーをどう確保した

らいいのか、答えが出ないまま時間だけ過ぎていくような気がします。２番、３番と議論が続くの

でしょうが、各医療機関の状況確認を行っているところで、旭中央や東陽病院のことが出ています

が、医療従事者確保もさることながら東陽病院との連携は考えられないのですか。連携というより

は一緒になることを視野に入れながら検討できませんか。東陽病院の医師数を見ると、双方ともに

苦しいので、一緒になって運営していく方が、場合によっては急場しのぎと見られるかも知れませ

んが、将来計画が今よりは建てやすくなると思います。先ほどの執行部の説明では、奨学資金を使

って１０年後よりもまず目の前のところで合併なり何なりをして一緒になって、スタッフを増やし

て運営していく方が将来の見通しが立てやすい。今までの議論を聞いていてそう感じました。その

可能性を探ることは難しいのでしょうか。 
〔執行部〕 
東陽病院は横芝光町立の病院ですので、病院長同士が手をつなぐことはなかなかいかないでしょう

し、そこは匝瑳市民、議会の方、横芝光の町民、議会の議員、２５日から新しく町長が選ばれまし

たので、町長がどういうお考えなのかということがありますから、ボトムアップといいますか、盛

り上がりではないでしょうか。病院の提案とはなかなかいかないのではないかと思います。逆にそ

の方向がいいならば、取り上げていただく知恵を出していただければありがたいと思います。 
〔議長〕 
 以前も、多古中央を含めて三つの同じくらいの病院でやっているならば一つの方が余程効率がい

いだろうという話はありましたが、首長の問題があることと東陽病院は療養病床に対応した造りに

なっていることです。本来ならば当院が急性期を担い、療養病床を東陽病院が担って、東陽病院の

医師を当院に来ていただいて一緒にやれれば一番理想的だと思います。それが不可能かと言えば、

それは 終的には首長の決心一つではないかと考えます。先ほどの委員が仰ったように、一番早く

何とかできるとすれば、その方法が一番ではないかという気がします。看護師も多分東陽病院と合

わせれば療養の配置と一般病床の配置を分けても、比較的余裕ができるのではないかと思います。

そうすれば、パイが大きくなれば在宅医療の充実などに関してもマンパワーも今よりは増える。あ

る意味では、効率的で合理的だと常々考えていたことです。その辺の話の進め方をどうするかの問

題はあります。 
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〔委員〕 
 現状についてお話があったとおりで、大変危機的であることの認識が今ひとつ市民の方たちには

分かっていないのではないかと思います。そういった認識について、県ではどのように考えておら

れますか。東総地域がほぼ壊滅的と言えば言いすぎかも知れませんが、本当に泥舟になってしまっ

ています。この勢いは止められそうもないという状況なので、できることは何でもしなければなら

ない。 
〔委員〕 
 県の中の自治体病院の経営状況については、トータルで見ますと診療報酬のプラス改定であった

り公立病院改革プラン、そういった環境の中での経費節減、各病院の努力、そういったもので経営

改善、これについてはできています。医師の状況はぎりぎりだと思いますが全体としては何とか現

状を保つ中で、地域医療の体制ができていると認識しています。ただその中で、個別の病院によっ

ては、そこにいる個々の医師の方の事情によってぎりぎりのところが確保できなくなっていて診療

体制を縮小とか、そういった形になっていると認識しています。 
〔委員〕 
 つまり、地域としての認識は持っていないということですか。例えば成田日赤についても、東総

地域、北総地域についてもかなり厳しさが進行していると思いますが、そういう認識ではないとい

うことであって、個別の病院の医師問題であると。 
〔議長〕 
 難しい部分で、東総以外の地域をいいますと医師がたくさんいるという状況ではありませんが、

現状の医師を確保する中で診療体制は組めています。 
〔委員〕 
 地域の医療は壊れてしまうと思います。非常に暗雲たる思いです。 
 この委員会のこれからの目的を病院の黒字化というところ、赤字を減らすところに置かずに、喫

緊の問題としてはこの地域の医療をいかに壊さないかを考えなければいけない。そういう危機感を

持って話していかなければいけないと思います。一人当たりの患者数が減ったことの数字をもって

きて、もっと頑張れというのではなくて何とか今やっている人たちが辞めないようにするという発

想で対応していっていただきたい。とにかく、人数を減らさないことが第一で、そのためにはどう

するか。病院の合併も考えていただかないといけないかも知れません。ただ、実際に東陽病院と合

併して、それ以上増えていくかは分かりません。 
〔議長〕 
 状況を承知して県としても、今回の地域医療再生計画で香取海匝地域が指定されたこともありま

す。その計画の中で地域医療支援センターが立ち上がったとはいえ、ほとんど医師を派遣できるほ

ど確保できていません。旭中央病院まで崩れ始めると、アッという間にこの地域はガタガタになる

と思います。 
先日の医師会でも話したのですが、この委員会は執行部が仰ったように赤字黒字ということでは

なくて、市民病院の役割をこの地域で果たすためにはどうすればいいかということが根本になりま

す。その中で赤字が多少減っていけばそれに越したことはない、ということだと思います。市民が

どれくらい意識しているかということが大きい。例えば、自分の子どもが医師になって、市民病院

で頑張ってくれというくらいの認識が出てくればありがたいと思うし、私としてはこの地域の医療

をどうしていこうか、市民を巻き込んだ形のシンポジウムのようなものを開ければと思っています。

旭中央病院の方や市民の方、できるだけ多くの方に参加していただきたいと考えています。４月か

ら医師会が新体制になりますし、その中で協議しながら関係の皆さんとご相談をしながら、できれ

ばなるべく早い時期に開きたいと考えているところです。本当に危機的な状況だと思っています。

例えば、前に私がこの病院にいた頃、東陽病院と多古中央病院と当院の３病院を一緒にして、もっ
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と効率化を図ろうという話で医師同士は大体まとまったものが、首長さんの反対でできなかった経

緯があります。その時に何とか県でもう少し強く指導していただけないものかという話をしました

が、県ではそれはできませんという返事でした。今も同じスタンスですか。 
〔委員〕 
 今の自治体病院の設立は市町村です。県は市町村の要請等により、調整役になって統合などには

入っていけますが、その前段で首長さんを動かしていくことは無理です。 
〔議長〕 
 やはり難しいですね。ただ、手をこまねいていても進まないので、機会があれば市長さん、横芝

光町の町長さんに直接、こういう方向もどうかというお願いをしてみようと思います。その辺の意

向を副市長さんからお願いしてみていただきたい。 
〔委員〕 
 この検討委員会でそういう各委員さんが議論をしていただいて、委員会としてそういう方策を提

言いただくというのも一つの方法だと思います。それを受けて実施に移すのは市長の判断であって、

委員会の自由だと思います。 
〔議長〕 
 その点もぜひ触れさせていただきたいと考えています。この前の会議の中で、医師が相当疲弊し

ているというお話がありました。病棟クラークのことをお話しましたが、その辺のところはどうな

っていますか。 
〔執行部〕 
 平成２４年度予算で病棟クラークとして、医師補助の事務員の予算どりをしています。ただ、４

月１日で人材を確保するまでは至っておりませんで、職員として雇うのか業者さんに委託するのか、

現在調整中です。派遣法等の問題があって厳しい部分があるかも知れませんし、同時に医局の先生

方にどういった業務があるのか取りまとめており同時並行的に進めて、合致した部分から始めてい

きたいと考えています。 
〔議長〕 
 今いらっしゃる先生方がお辞めにならないようにするには、そういった努力が必要だと思います。

医師の意見をなるべく吸い上げて、看護師も同じですが皆さんの意見を吸い上げて、負担が軽くな

るような形をとっていただければと思います。 
 ほかに議題の１番について、いかがですか。 
〔委員〕 
 執行部のお話で、県と現状の間には温度差があることを確認できました。あれではなかなかうま

くいかない。ぜひ県に強いリーダーシップをお願いしたいと思います。この地域の先生方の相当数

がお辞めになるということですので、市民としては医療が確保されるのか、自分たち市民の命がど

うなるのかということが一番大切なことだと思いますので、どうしたらいいのかたくさんあると思

いますが、もう少し医師会の先生方の力量を発揮していただき、場所の提供でできないのでしょう

か。お休みの日に当番医をやっていただいていますが、市民病院の設備を活用して診療を行ってい

ただけないものでしょうか。医師、看護師が足りないのは定説であってくつがえせないでしょうか

ら、１０年計画までは待てないわけで組織の打破をお願いして、縄張りを取り払う方法がないのか

と思います。 
県との温度差を感じますので、我々からお願いができないわけで自分たちでやるしかない。合併

の話もありましたが、どうして首長のエゴが出るのかよく分からない。市民の命をどうして守れな

いのか、それを優先しないで自分の仕事の点取りだけを優先してしまう。素人の発想ですが、その

辺を先生のリーダーシップでお願いできればと思います。 
〔議長〕 
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 医師会の中では、なるべく病院の機器を利用していただくよう再三再四紹介していますが、内科

の担当医の仕事が大変になってしまいますが、胸部のＣＴなどについては開業医から直接病院に電

話をして、検査ができるようにしていただいています。医師会としてはできるだけ協力できるよう

にしていますし、内部でそういう話もしていますが、同じように医師会も高齢化が進んでいて、実

際の仕事の上で、例えば当直を１晩行うことや夜間救急などはなかなか積極的に引き受けてもらえ

ないのが現状です。 
〔委員〕 
 医師研修プログラムが旭中央、千葉大にできたという話を伺いました。私も含めて、経験をつま

れた医師は診療範囲が自分の診ているほうに固まってきますので、今まで診てこなかった方たちを

いきなり診ろということになると、かなり躊躇されるのは当然のことです。釈迦に説法かも知れま

せんが、プログラムの中で、救急なり一般の医療に関して、現場の医師にとって役に立つようなプ

ログラムを旭中央なりに作っていただくと、これならできるという動機づけになるのではないでし

ょうか。旭中央での医師の再教育のプログラムは、カテーテルや内視鏡についてのお話があったよ

うですがどういうものになっていますか。実際に救急が来たときに、例えば私のような内科医が小

児外科を診られるようになるようなプログラムはないのですか。 
〔執行部〕 
 医師会長と一緒に見学してきたところです。細かなプログラムの説明はありませんでしたが、見

たところによると救急のＢＳＬや縫合のテクニックなどいろいろなものがありました。きっとそう

いうような受け入れもしてくれると思います。 
〔議長〕 
 どういうところでどういう運用をするかは、明確には出てきていません。正式の開所が３月１７

日の披露式であって、今後そういうところも出てくるでしょう。当初から地域の医師の研修にも役

立てようという話もありましたので、旭中央に行く医師だけではなく他の病院の医師も十分利用で

きるのではないかと思います。その辺のところは動き出した時点で、情報を収集しようと思ってい

ます。 
〔委員〕 
 支援センターがらみの部分で、確か４億円の予算が計上されています。そのうち２億円が施設の

改修分で２億円が機器整備分です。この事業自体は地域医療再生事業で、この支援センターで行う

研修プログラムは、地域の医療機関の先生方のスキルアップのための研修を行う目的でつくられて

います。プログラムはこれから出てくるものと理解しています。 
〔委員〕 
 時間帯などを柔軟に運用していただけると、行ってみようかという気になれるかなと思います。

医師会の先生方のご協力がいただけないならば、恐らく厳しい状況になってきます。先ほどの委員

さんには重要なポイントを指摘していただいたと思います。ハードルがいくつかあって、ちょっと

躊躇している部分を解決して参加していただける方向でやっていければ、救急だけではなくて一般

診療についても話が進められるのかと思いました。 
〔委員〕 
 先ほど東陽病院の件で話がありましたが、統合を考えていくのも一つかなと思いました。市長が

新しくなりましたし、横芝光町も新しい町長になりました。旧八日市場市との合併がつぶれた時の

話を前市長から聞いたことがありますが、合併前の八日市場と野栄、横芝光の３地区で水道企業団

はやっています。環境衛生組合と消防組合も一部事務組合です。病院も一緒にするのは無理な話に

なるかも知れませんが、行政がどんどん合併という形になっていく中で、隣の施設との連携が非常

に大事になってくるのではないかと思います。 
〔委員〕 
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 先生方はお忙しくてテレビや新聞を見る暇はないかも知れませんが、この委員会のメンバーに入

ってからはよく医療関係のニュースを読むようになりました。亀田病院が今度医大をつくることと

か、埼玉県では県が協力して医師確保に一生懸命努力しています。その中で、病院の中に研修生の

宿泊施設をつくって便益を図っており、県が力を入れて行っているそうです。救急車が入ると、医

師の卵が非常に意欲的に働いている様子を今朝のニュースで見ました。そういうのを見ていると、

私も子どもの頃にナイチンゲールの話を聞いて、看護婦さんや医師に憧れたりしましたが、今の子

どもたちはそういう話を先生がしてくれないのか、幼いときの脳内革命、小さいときに先生方や親

が話してくれることが非常に大事なのに、そういうのが今は余りなくて勉強したくない。楽をした

いばかりで、小さいうちから市民の私たちは協力して医師や看護師になりたい子どもを増やしてい

くことも、非常に大事だと思いました。私にできることは、これからも何でもやりたいです。 
〔議長〕 
 事務局からは補足がありますか。 

―なし― 
〔委員〕 
 先ほど、県の認識の関係で私の発言を皆さんが取り違えているように感じましたので、若干修正

させていただきます。この地域を含めて県内の自治体病院の環境は平成１６年にかなり悪くなりま

した。そのときには、医療制度改革で診療報酬がどんどん引き下げられて赤字が増えたという部分

の中で、病院の存続自体が本当に危機的な状況でした。その時に比べると、診療報酬は少なくとも

収入の方は少しずつ上がってきています。その中で各病院とも厳しいところ、なんとか医師を確保

することで地域医療を守ってきました。そういう認識があります。その中で、香取海匝につきまし

ては、特に旭中央病院がしっかりする中で地域の医師の派遣の部分で、ほかの地域よりは比較的整

っているのかなという認識です。決して楽観的に現状をみているわけではありません。今後につい

ては、いろいろと情報を取りながら考えていきたい。病院間の合併については、地域がまずやる気

がないと県が口を出すことは、今の地方自治の中ではある意味越権行為になってしまいます。昔は

市町村よりも県でという部分がありましたが、今はお互いが同格でそれぞれ役割が違うという形の

中で仕事をしています。地域がやらないのにやる気がないのに、県が入って強制的に体制を組むこ

とはできません。 
〔議長〕 
 合併に向けては市民の盛り上がり、意向も非常に大きな力になりますし、そういうものも含めて

現状をどう住民の方々に認識していただくか、病院の広報だけでなく市の今後の医療政策としても

重要なことだと思います。その辺は市でも考えていただければと思います。 
〔委員〕 
 先ほど、委員長さんから今日のレジュメの２番目の「市民病院以外がする広報活動」でシンポジ

ウム開催のご提案がありました。非常にいいことだと私も思います。こういう形で病院の関係者や

市民代表がこの委員会に参加していただいていますが、こういう議論をしていることは市民には分

かりません。ホームページで会議録は公開していますが、なかなか認知されないということで、病

院側から市民に出ていって病院の現状、問題点、救急が受けられないのはこういう事情があること、

コンビニ受診、不必要な１１９番は控えていただきたいことなどを含めて、市民の方に認識を持っ

ていただいて、医師を招請する形で市民のお力を借りるというような提案がありましたが、そうい

ったことも含めて市民に一緒になって考えてもらうことは、本当にいいことだと思います。そうい

うことをやっていただきたいということで、提言を報告の中にするとか、場合によっては検討委員

会が医師会の協力を得ながら主催をして、シンポジウムを開くこともいいかと思います。できる選

択肢をこの場でどんどんやっていただいて、できることから実行していくことが必要だと考えます。 
〔委員〕 
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 今の話題に関連して、方法とはちょっと違うことで、先ほど看護師さんからもお話がありました

が、外来を受診されてくる方々の状況が１０年前、２０年前と変わってきていることがありまして、

そのことについてぜひ市の福祉として、もう少し突っこんだ議論をしていただいた方がいいのでは

ないかと思っています。老老介護や、独身の方がかなり多くて、高齢のご両親と息子が一人、また、

お婆さんと息子一人でお婆さんの具合が悪くなったときに、だれも看られない。そういうような環

境が非常に増えており、退院に差し障っています。医療相談室は非常に頑張っていますが、結局こ

の地域の中で受け入れることができないために、佐原や栗源の方まで行かなくてはならない現状が

あります。これは多分構造的な問題で、福祉の一環として何とか市が手を打っていかないと、悲惨

な人たちがどんどん増えていきます。シンポジウムに来てくれる人たちは大概分かっている方で、

その人たちは救急でなく普通に来てくださいと言わなくともそうしてくれています。そうでない人

たちで実際に困っている人をどういうように救いあげていくか。例えば、民生委員の方たちや社協

の方たちを巻き込んで、いかに早く見つけてあげられるか、倒れている人たちを病院に担ぎ込まな

いようにするかという方策を考えていくのも、大切な一面なのではないかと考えます。病院の現状

なども見ていただくと、そういうものが見えてきます。ぜひご検討いただけたらとお願いします。

委員長さんは開業されているので、その辺のところ、つまり地域の介護力の疲弊ぶりは見えていら

っしゃいますか。 
〔議長〕 
 介護保険がありますので、それでも以前に比べるとよくなってきていると思います。ただ、介護

サービスについても制限などがあります。介護保険でできない部分を行政で補っている部分はあり

ますが、それにも限度はありますが。これから益々高齢化になって病院では死ねない時代になって、

家で死ななければならない状況が見えているだけに、その辺のところは話し合いをしながら、なる

べく住んでよかったと言える街にしていただけたらと思います。 
 
議題２ 匝瑳市民病院の現状と強みの広報について 
〔執行部〕 
 平成２４年度の病院の予定としまして、今病院のホームページは２種類ありますが、匝瑳市のホ

ームページとリンクしている市役所バージョンと、病院自身が手作りをしているホームページです。

病院の手作りのホームページをもう少しきれいな形にしていこうと考えています。なぜかと言いま

すと、全国の医療職に我々の病院はこういうことを目指していきますから一緒に頑張っていきまし

ょうと、基本的にアピールしていきたい。ホームページはどこでも患者さんに対してこういうこと

をやっていますと普通は広報するのでしょうが、お年寄りが多いのでそれは広報紙でアピールでき

ます。インターネットを使っては医師を集めるためのホームページにシフトしたものを作っていき

たい。そのための予算を計上していますので、早い時期に作っていきたいと思っていますし、事業

管理者の動画を載せたり勧誘のページも入れたいと考えています。また、奨学金の制度、医師の事

務補助の採用は平成２４年度の予算で取り組んでいきます。 
 広報そうさでは、紙面１ページをいただいて掲載していますので、今年度はもう少し医療の現状

や強みなどを出していきます。ただ、厳しいのは広告の制限がありますので、例えば胃がんの手術

件数や治った件数は何パーセントあるかなどはホームページには載せられますが、紙ベースでは広

告ができません。ですから、どうしても曖昧な表現「胃の手術は強いです」といった表現しかでき

ないところがあります。そこは、コントロールしながらギリギリのところでいきたいと思っていま

す。今のところの予定では、４月に載せる予定であった記事を５月号で当院の外科の手術の強みに

ついて、小説形式で載せたいと考えています。フィクションとノンフィクションを混ぜた文章です。

その次の次には、当直の態勢のところが厳しい状況になっているので、フィクション風に載せてい

きたいと考えています。少しはそこのところを分かっていただけるかなと考えています。 
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〔委員〕 
 先ほどの委員のお話ではないですが、割と比較的元気な方、お年寄りの方でも関心ある方はこの

手のものは見ておられることはあると思います。ですから強みといっても、と思われる部分が多少

なりともあると思います。どこまでメディアを活用できるかどうか分かりませんが、自ら働きかけ

て逆に危機感を市民に与えることは、医療崩壊を起こすというぐらいの報道なりドキュメンタリー

の形でテレビに取り上げてもらって、千葉の匝瑳というところでこういうことが起きているという

ことを、敢えて言う方がいいのではと思います。 
ここでまた、首長のことになりますが、そんなことをすれば市のイメージが悪くなると言われて

しまうと、また話は振り出しに戻ってしまう。実際にそういうことをしないと、人の記憶には残ら

ないと思います。例えば、東日本大震災、被災された方には申し訳ないが、日本中だれでも知って

います。報道されなくても見に行ってみようという気になるのもあって、そこまで悲惨だという表

現のし方もありますけれども、何か人の目にとまることを先に考えないと、送り手としてはいろい

ろと用意したけれど見に来てくれなかったら、何も意味がありません。多少刺激があっても見に来

てくれるような戦略を考えないことには、気づいてもらえないのではないかと思います。 
〔議長〕 
 確かに、仰るとおりです。興味を持たない人にいかに興味を持ってもらうかは、非常に難しいこ

とです。新聞報道やテレビは確かに一番有効な方法であると思います。ただ、どういうように利用

できるかは、一番困ったところです。 
実は先日、読売新聞に旭の地域医療支援センターの開所披露式の中の医療機器のスナップがあり

ましたが、私と菊地院長が映っている写真が出ていました。それを患者さんが持ってきまして、話

題にしてくれました。何か目玉のある活動ですと、新聞社に売り込みやすいのですが、本当はドキ

ュメンタリーの形で熱心な記者がいて続けてくれると迫力があるのですが、その辺はちょっとどう

でしょうか。シンポジウムのときは「来てください」と働きかけをして来てくれると思いますが、

在宅ケアフォーラムというのを毎年やっていますが、 初は千葉日報に話して記事にしてもらった

ことはありますが、今年で１９回が終わりましたので、今そこまでやらずにいますが市の力を借り

て報道に載せてもらうことは考えてもいいのではと思います。 
〔委員〕 
 敢えて戦略的にやるのもいいのではないかと思ったところです。市としてはどうお考えですか。 
〔委員〕 
 そういうことでアピールすることはいかがですか。崩壊寸前の病院には、もう医師が集まらなく

なるという危険性もあるのではないでしょうか。 
〔委員〕 
 そうでもないのではないでしょうか。 
〔委員〕 
 むしろプラスの意味でピーアールをするとすれば、そちらの方がいいと思います。先ほど冒頭に

執行部から説明があった在宅医療のことで、２０年前から市民病院はやっているということで、力

を入れているのでその辺の実績のようなものをアピールしていく。診療報酬も上がってきているの

で、強みの部分を今後病院としても進めていくことで、今後方針を出していくことで実績をピーア

ールしていく。在宅医療について体験したい医師の方は、どんどん来てくださいというような形で

行うのも一つの方法ではないでしょうか。多少、素人的な発想ですが。 
〔委員〕 
 いかに目にとめてもらうかをしないと、多分いろいろなことはやっているでしょうから、だれの

目にもとまらない。そこを考えないと、結局何をやっても空回りしてしまう気がします。 
〔委員〕 
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 マイナス面を強調することは大丈夫なのですか。 
〔委員〕 
 うちの病院がどうのということは問題ないと思いますが、本当に危機感を感じてもらうためには、

他病院を含めて、この地域が危ないということを言わなければならない。私たちが他病院のことま

で言ってしまっては、まずいのかなと思います。 
〔委員〕 
 敢えて戦略的にそういう報道を仕掛けて、この地域全体がまずいというように思わせることが必

要なのです。そこで旭中央だけクローズアップされてもちょっと違うという感じです。 
〔委員〕 
 本当にこの病院は危ないという話になると、実際にそこまでいっていなくとも言葉だけがどんど

ん広がっていって、本当にすぐに潰れてしまうという形になるのが一番懸念されることだと思いま

す。ある病院について医師が少なくて勤務が厳しいという噂が立ち、特に医師の間にはネットワー

クが張られているようで、医師がそういう噂を聞いてますます集まらなくなる。病院に対する危機

意識を持ってもらうためにセンセーショナルなことは必要なのかも知れませんが、少なくとも今「危

ない」というようなことを広報するのはやめた方がいいのではないかという気がします。広報で今

必要なのは、地域にとって当院が役に立つのか、在宅医療に力を入れて包括ケアの中でいろいろな

事業を行っていますという理解、その中で先生方が頑張っていただいている。そういった部分の広

報に力を入れていくべきだと思います。 
〔議長〕 
 病院の職員が外へ出ていって、集会で話をすることについてはいかがですか。 
〔執行部〕 
 そういったこともやっていかなければと考えています。今のお話にもありましたように、シンポ

ジウムや公開講座を開いたところで意識を持っておられる方しか来ないので、やはり意識を持って

おられない方へのアピールが必要です。来ていただけないならば乗りこむしかない。それでは、ど

ういう形で行うかは、「言うは易し行い難し」です。老人クラブや小集会などがありましたら、そこ

におじゃまして１０分から１５分でもいいので、病院のことをお話させていただけるようアピール

したいと思います。 
〔議長〕 
 昨日の北澤先生の講演会でお話がありましたが、病院まつりのようなもので病院の中にデータを

表示したり、イベントを行ったりしてもう少し身近になってもらうことも、おもしろいのではない

かという気がします。 
〔委員〕 
 執行部が仰られた小規模集会への参加について、ふれあいセンターではいろいろな会合や歌謡を

開催しているようですから、そういう機会が利用できると思います。また、公民館ではクラブが４

０から５０ありますね。そういう場所を利用すると、一番対象になるであろう方が集まっているの

ではないですか。年配の方が多いので、そういう面では病院の強みなどの広報活動が行いやすい場

所です。女性の口コミでも広がっていくと思います。 
〔議長〕 
 いろいろな可能性を含めて、具体的に検討していただければと思います。ただ、銚子の市民病院

の閉院がかなり大きく響いていて、旭中央の負担が重くなったのもその一つですが、そういう意味

で一度潰れてしまうと病院は大変になってしまう感覚は、ほかの地域よりも海匝地域の人たちは余

計に持っています。その辺でもっと何とかしなければ、という気持ちを住民の皆さんに持っていた

だければもう少し何とか打開できるような面が出てくるような気がしています。 
 シンポジウムについては、具体的にはなっていませんが病院の幹部の方などと相談しながら、で
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きれば具体的な形にしていきたい。そこに出てこられる方から、二次的に情報が広がることも大事

だと思います。余り悲観的な話ばかりだと逆効果になりますので、この地域の医療がよくなるよう

なものを出す方向性を見ながら私なりに検討して、ご相談させていただきたいと考えています。 
〔委員〕 
 逆行する話になりますが、私は病院の業務を減らした方がいいと考えています。医師、看護師の

業務を減らした方がいい。だから、もうからなくなるのですが、しかし地域のためには多分そうし

ないと残っていかないのかなと考えています。例えば、広報活動にしても、「なるべく開業医の先生

のところに行きましょう」というような話をするような形がいい。かかりつけの先生を持って、そ

の先生から紹介していただいて病院に来る、というような形でもいい。お金の面では赤字が膨らみ

ますがこの地域の医療を守るためには、その方がいいと思っています。そういうところも考えてい

ただきたい。病院はもう少し医療に専念した方がよくて、入院患者の介護に余りに手をとられてし

まって、本来の看護が行えない部分が多々あります。そういうところはどんどん介護施設、在宅の

方にシフトしていくようにしていかないと、入院患者さんが増えて病院が黒字になるかも知れませ

んが、現場はどんどん大変になってきて医師、看護師はやめていくという情況なっています。もう

からないと踏んでいただかないと、話が進まないのではないかと思います。 
 先日、小山明子さんが来られて在宅介護の話をされましたが、ああいう活動はどんどん進めてい

っていただきたい。介護をしてあげたいと思っていても自信がないとか 初から無理だと思ってい

る方たちが、小山さんの話を聞いて、こういうふうにできるみたいなところがあると、病院からの

在宅介護の申し出についても、話を聞いてみようということになるかも知れない。入院したとたん

に家では看られませんと言われる家族の方もおられますが、その中でも看護師や医療相談室の職員

が説明すると、もしかしたら、できるかと言われる方もいらっしゃる。そういうところはもっと事

前に、認識があればスムーズに働くと思います。私たちが１から全部やっていくよりは、病院はま

ず医療に専念してもらう。本来の看護師の業務に専念してもらうことを念頭に置いて、それ以外は

市の福祉なり介護なりで行って、仕事を移していくようにしていただいた方が、病院はもうからな

いかも知れませんが、この地域の医療が成り立つということではないかと思います。 
〔議長〕 
 一番の基本は、この地域の医療を崩壊させないこと、その中心にあるのは市民病院だと私は理解

しています。 
〔委員〕 
 小山明子さんのような講演会を広報活動の一環として、ぜひどんどん進めていっていただきたい。 
〔議長〕 
 年に１回のフォーラムなので、別の形で講演会のような機会ができればと考えますが、結構謝礼

が高いのです。その辺は医師会としても考えていきたい。先ほどの委員さんの発言に関連して、３

月１７日に地域医療支援センターができた日に、披露式の後に東総地域の地域連携懇談会－（旭中

央の連携室と呼吸器内科の先生が中心）－が開かれまして、医師の立場からのシンポジスト１名、

介護支援事業所の立場からケアマネが１名、当院の医療連携室の方が１名、訪問看護の立場からも

発言があり、 初は参加者が少なかったのですが 終的に１００名ほど集まって医療の問題や在宅

の介護、病院から診療所、診療所から在宅への流れについてもう少し密に連携していこうという話

の端緒になりましたが、多分一番キーパーソンになるのは、ケアマネージャーではないかという気

がしました。これからも、こういう会議をもちましょうという話を 後のあいさつでしてきました。

各職種がそれぞれの自分の得意な分野を生かして、いかに効率よく限られた医療資源の中で住民が

よかったと思われるような医療、福祉ができるかということ、先ほどの委員さんは医療だけやって

いきたいと仰っていましたが、一人の人間は生活をもっていますので、その人全体をみながらやら

ないとなかなか医療はよくならないという部分もあると思います。仕事に関しては、なるべく雑音
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が入らないような形でできるように、病院が考えていただくとしたらいいのではないかと思ってい

ます。 
〔委員〕 
 今回の診療報酬の改定もそうですが、医療と介護の境目が益々分かりづらくなっているところが

あります。その中で、病院が担わなければならないことという境目もなくなってきている。先ほど

のお話にもありましたように、本来業務がどこまでなのかの境目がなくなってきている中で、看護

師が介護的な部分を担うということも非常に要素として大きくなってきています。そうした中で、

市として病院事業とは別に介護福祉事業における市としての取り組みのスタンスというのも、場合

によっては市民病院のあり方と同時並行で見ていく必要があるのかも知れません。逆に、先生のお

話を聞いて、そうなのかなと思いました。 
そこで、北澤先生の話を思い出したのですが、佐久総合病院で病院を建て替えるときに、戸別訪

問をしましたという話がありました。戸別訪問とは建て替えに関しての訪問であったと記憶してい

ますが、匝瑳市の医療において医療も介護も実はこんなふうになっていくのですという戸別訪問も、

視野に置きながら計画的にやっていくことも必要なのかも知れません。ということは、病院として

の機能で担うべきもの、市全体として介護も含めて市が担うべきものをもうちょっと明確にしてい

きながら、市民に安心を与えるためにお互いに連携をとってやっていく必要があるのではないかと

改めて思いました。あり方検討とは位置づけがちょっとズレてしまうかも知れませんが、それも一

緒になって話をしないと、答えが出てこないのではないかと思います。 
〔委員〕 
 今議論になっているのは、介護機能を病院が社会的入院という形で果たしているということで、

本来は介護施設なり在宅で介護されるべき患者を病院が担ってきているので、それは本来の医療で

はなく市が介護施設を充実するなり、在宅介護を促進するなりで適切に行政サービスとして提供し

てほしい、というご要望だと受けとめました。それは仰るとおりで、病院は本来医療を提供すると

ころです。市としても介護保険事業計画というのを、今回３年に１回ですが策定しました。介護に

は一定の費用がかかりますので、保険料もアップさせていただきながら負担をいただきながら、介

護施設の入所者は段々増えていますので内容を充実していきながら、介護の事業に対応していくこ

とだと思います。金額的には施設サービスですと介護費用がかかりますので、できれば在宅介護を

していただきたいというのが、財源的には市としての本音です。介護施設の費用は単価的にかかり

ますので、老老介護とか独居老人の話が出ましたが、なかなか面倒をみる方がいらっしゃらないと

いう事情もあるのでしょうが、その辺のことを市としても当然考えていかざるを得ないという問題

意識は持っています。 
〔議長〕 
 施設がすぐに足りなくなることは、目に見えています。今でもどなたかが亡くならないと入れな

いという情況です。色々な意味でこれから先の１０年は社会的な変化も激しくなっていくし、それ

をもろに受けるのは、医療現場ではないかと考えています。１０年先まで見通せるような形で考え

ていくのも、必要かなと感じています。 
〔執行部〕 
 これまでの委員さん方のお話について、私見で話をさせていただきますと、医療にかかってくる

話からしますと原則としてまず健康管理、健診です。その中で不幸にして病気になられた方は、診

療所も含めたところで医療が診る。医療が必要なくなったときには、家に帰っていただく。元気に

帰る場合、まだもう少し医療が必要な場合は、ぬくもりの郷のような老健というようなところを通

って帰っていただく。身体、精神に不自由がある方は介護を受けながら生活していただく。介護を

常に必要としている方は老健や特養に入っていただく。こういう流れになろうかと思います。今の

流れの中で、健康管理について言えば市の健康管理の部門でやっていただく。ところが、医療につ
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いては病院と診療所の先生方、あとは福祉の施設もあり、それらが点在しています。市民病院につ

いて言いますと、病気になられた患者さんがこの方は次にどうしようかというときには、病院の連

携室なり病院の職員が福祉の施設であるとか、ぬくもりの郷であるとか在宅のコーディネートをし

ていきます。それ以外でも色々なところでやっています。九十九里ホームさんもやっている、とな

ったときに市全体でみたときはやはりどこかがそこのコーディネート機能を持って、こういう人た

ちに合う介護の事業所がいくつかある。そこのトータルの情報をいくつか集めて、その方の地域は

ここなのでここで頼めますかというような市全体の連携機能を持つような機能を持っていかないと、

うまく色々な施設が生かされていかない。その部分は市の方で担っていただかないといけないとい

う意見です。 
〔議長〕 
 現在、この地域では在宅をよく行っていますが、 初は医師もケアマネも訪問看護もバラバラで

した。それを何とかつなぎ合わせて、よく目の見える関係にしようということで地域包括センター

が中心になって、医師会、事業者、ケアマネ、訪問看護、市民病院といった中でなるべくお互いの

顔が見えて、スムーズに色々事業ができるように定期的に話し合いを持っています。年１回、これ

までに３回行いました。よその地域からは、非常にうらやましがられていまして、ネットワークで

はありませんが情報交換ができるようになっています。こういったことも、今後話題として出して

いくことも事務局長さんの言われた目的の一つになっていこうかと思います。 
〔委員〕 
 介護に当たって、家族が病院に置いておきたいのは分かりますが、患者さんのお気持ちとしては

自宅に帰りたい方がかなり多くて、医療の範囲が終わってほとんど介護だけになっても家で看られ

ないから、ひたすら施設待ちの方からも家に帰りたいと言われます。そういう方がたくさんいらっ

しゃいます。在宅ケアとかに行きますと、がんの末期の患者さんなどで病院にいるよりも家で 期

を迎えたいという方がたくさんおられます。どんなに私たちが説得しても、家では看られないとい

うご家族がいらっしゃるのでその辺も含めて、患者さんのお気持ちを大事にして関わりたいとは思

いますが、その辺のところでジレンマとか難しさを感じています。お金がないから施設に行けなく

て、どうしようもなくて家に帰る方もいらっしゃるので、そういう方にはお家で少しでも幸せな時

間を過ごせたらいいなと思っています。 
〔議長〕 
 在宅を行う上で私などが思っているのは、一番ネックになることは認知症を持った老老と独居の

方で、本当に施設にお願いするしかないかなと感じます。それでもどうしても施設に行きたくない

ということで、ケアマネが頑張ってヘルパーさんを入れたり、自分がみに言ったりしながらやって

いる場合もありますが、認知症が在宅での一番のネックになるのかなと考えています。 
〔執行部〕 
 この前もお話しましたが、私もここにきて初めて訪問診療を行って７人ほど看取りをしました。

それは非常にいい風景で、家族の人たちが旦那さんならば奥さん、長男やお嫁さんが 期を看取っ

て、その次の代の子どもたちがその姿を見て次の時代につながると、祖父や祖母が亡くなることに

よってそれを看取った次の世代の人たちが孫に看取られて死ねるかなという姿が見えてきます。た

だし、そういう姿は今、日本人のほとんどが意識していません。もう９割が病院で死んでいます。

ここの病院に来て数字を調べてもらったら、匝瑳市民は年間５００人くらい亡くなっていて、その

うちの１７０数人が当院で亡くなっている。この病院の一番の役割は、市民の３分の１の死を看取

っていることになります。１０年で患者さんが減ったという話題が出ていましたが、亡くなる人の

３分の１とは、すごい割合だなと思います。そういう意味では、この病院は 期の看取りに関して

大きな役割を担っています。ただし、一人ひとりが幸せな 期かというと、家で家族に看取られた

人たちを見ると病院で亡くなる姿は寂しいなと感じます。これは現代人の不幸の一つかも知れませ
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ん。５０年前は９割が家で亡くなっていたが、５０年経って９割が病院で亡くなる。亡くなる姿は、

ご臨終の冷たい言葉を家族が待っているような情況です。本人も病院に来てよかったなと思って亡

くなっていくかどうかというと、なかなかそうは見えない。日本中全体で、病院はそういう姿にな

ってしまった。少しでも家族に看取られる人生 期、畳の上で大往生できるような場面がこの地域

では割とスムーズにできているという印象を持ちました。そういう方向性の医療をこの地域ででき

ればいいのかなと考えます。 
〔執行部〕 
 内科で家で看取ることは、 近残念ながら余り多くなくなってきました。高齢者が非常に多くて、

どうしても介護がネックになってなかなか実現できないもどかしさがあります。スタッフも少なく

て、なかなか往診まで手が回りません。これをどうするか、スタッフが増えればいいのですが現実

的には仕方がないので、どうやって自宅に戻ってもらうか。先ほど当院委員が言いましたように、

入院された患者さんをどう退院していただくかということが常日頃のカンファレンスでもそれが第

一で、９０歳前後の患者さんが入院するとこれはちょっと自宅へは難しそうだと、本当は自宅で生

活していただきたいというのが、スタッフ全員の望みですがそれがかなえられない現実があって、

本当に本来の医療ではなくてどう退院していただくかに精力を注がなくてはならないような状況で

す。患者さんの家族と何回か接触して、説得して帰っていただけるかどうかを何度も会合を開く。

それは医療とは違うところなのでしょうけれども、それが現実です。そこを解決するには、受け手

になるところ、市を中心とした受け手をきちんと整備しないと無理があります。現実的には、高齢

者が非常に多くなってきて、私の母親のケースでも 期は自宅で迎えたいという気持ちが強いので

そうさせたいけれども、皆がみんなそうかなえられるものでもありません。少なくとも、医療スタ

ッフが自宅へ帰るかどうするか、普段余り悩まないでできるような態勢を市が中心に立てていれば

いいのにと、ここ１０年以上そういう情況が続いています。これから更に深刻になりますから、病

院で全部やらなければいけない現実がありますので、その辺を市民の方にも理解していただいて、

市を中心にもう少しやっていただければと思います。 
〔議長〕 
 病診連携という部分もありますので、医師会の方でもできることはしていこうと思っています。 
セレスタ委員が３月末で定年退職されますので、一言ごあいさつをお願いします。 

＝セレスタ委員退任のあいさつ（略）＝ 
〔執行部〕 
 先ほど、今後もっと高齢者世帯や介護者不在の世帯が増えることが予想され、在宅で看ることが

なかなか難しくなるとの発言がありましたが、 近の患者、家族はとことん悪くなるまで自宅でが

んばり、どうしようもなくなった時点で医療機関にかかるといった状況が増えています。介護保険

が始まって一時は褥瘡も少なくなりました。これは、専門の介護者が介入することで予防的な対策

が講じられるようになったからですが、今は後退しています。それは、家族に経済的余裕がなかっ

たり、介護力が乏しかったりで、介護保険につなげる考えの前に半ばあきらめてしまう現実がある

からです。団塊の世代が後期高齢者になる２０２５年になるころには、ほとんど家族による介護力

はなくなってしまいます。これを見据えて、私たちは予防的な視点と地域で支えあえる体制を作っ

ていかなければ、病院だけで退院支援をして頑張っても駄目だと思います。４０代くらいの現在働

き盛り、今後介護が必要となる家族のことを考えなければならない人たちの意識を変える必要があ

ると思います。真剣にコミュニティケアを考えていかなければならないと思います。地域に出て、

介護の現状について説明をしろといわれれば、いくらでも話にいきますが、どういう職場に行って

話をしたらよいのかまで病院の今の立場からは調査できない。その辺を市の方でコーディネートし

てくれるといいと思います。 
〔委員〕 
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 よくは分かりませんが、担当課の方と相談していないのですか。私には個別の問題を聞かれても

即答できません。そういった議論を病院と介護現場の高齢者福祉課又は市民課で毎日のように議論

をすべき問題だと考えます。 
〔委員〕 
 地域包括の部分については、市の介護保険計画で、地域包括センターが中心となってできるだけ

介護の対象にならないよう健康づくりなどを考え、市として予算措置も含める形でどれくらいの介

護体制を作るかの計画を建てているかと思います。在宅医療の部分については、国の方で各都道府

県で作る地域保健医療計画を基本的に平成２４年度に見直して、２５年度には在宅医療、災害医療、

そういったものについて充実させるような形での計画を作るような方向性が示されています。当然、

計画だけでなくてそれに合った形での事業化が進んでいくことになります。ただ単に市が自分のと

ころの問題でなく、国が県をどうするか県が市町村をどうするかを決め、市はその枠組みの中で体

制を作る。これから高齢化する中において、匝瑳市だけではなく全県的な話ですのでそういった部

分の話です。その中で、匝瑳市に合った医療体制や介護体制をいろいろ形づくることになります。 
〔議長〕 
 市の方でもいろいろな行政の方で教育用の講演会とか小さな形で健康管理課での会議が年間いく

つか開かれています。そういうところで話す機会もできるかと思います。 
〔委員〕 
 人の命がすごく重いことは重々承知の上で、今の時代「老衰」という言葉を皆さんに認めていた

だきたいと思います。２週間何も食べていない８０、９０歳のお年寄りが病院に見えるときに、そ

うそう食べられないのは当たり前だと思います。食べられないで枯れ細った状態にあるのですが、

ご家族にとって亡くなるのは寂しいことではありますけれども、自然の流れの中で人生をまっとう

できたことは大事なことだと思います。病院に来て食べられないから点滴してください、と言われ

ても余計苦しい思いをさせてしまうと思うことが度々あります。今からこの方に何をすればいいか

難しい患者さんが結構見える。食べられないのは、人間が自然消滅していく過程であって皆が受け

入れていかなくてはいけない問題だと思います。無理やり命をつなぐのは、どうなのかと感じます

し、それで皆が幸せなのかは疑問です。自然の死を受けとめていただけたらいいと思います。 
〔執行部〕 
 今のお話には賛成です。医師の立場からどうかということはありますが、自然界の動物は食べら

れなくなったら死ぬしかい。ペットなどは点滴を行うことはありますが、それは人間のエゴであり、

人間も動物なので、自分で食べられなくなったら命を終わりにしなければいけない。ところが、家

族の要求に応えて経管医療などを行うこともありますし、こちらから勧めることもあります。罪悪

を感じながら行っているのが現状です。人間全体がその辺をどこまで了解してくれるのか、医療職

として過剰な期待に応えなければいけないことが日々あります。その辺のコンセンサスをどう得た

らいいのか、難しいところです。 
〔委員〕 
 県の方のお話をお聞きして、認識にズレを感じます。国や県が言っていたのでは間に合わないく

らいに切実なのです。それが決まってから話をしていては、この地域の医療は崩壊してしまってい

る。私たちから出ている発言は非常に切実で、急がないといけない。要望は色々と出ているので、

市の方にもぜひやっていく姿勢を見せていただけると、この危機感から逃れられると考えています。

悲鳴だと受け取っていただきたい。 
〔議長〕 
 ４月から全適ということで、院長が事業管理者になりますし市長と対等の立場で話し合いができ

ると思いますので、そういうことも含めて今後、病院も新たな道を踏み出すわけで色々なことを考

えながらやっていければと思います。 
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〔執行部〕 
 委員さんと病院側も含めて医師、看護師からお話をさせていただきましたが、実際にここに着任

してつくづく感じますのは、市民の方々のご要望と日本の医療の現状、この病院の現状にかなり格

差があります。市民の方がどういったことを求められているかというと、３月議会のときにも議員

さんからお話がありましたが、総合病院化ができないかのかという言葉に端的に表れています。当

院へ行けばどんな病気でも診てもらえる、それだけの医師や看護師を揃えられないのかというのが

皆さんのお気持ちです。そういったことは望むすべもない、これが今の日本の現状です。このギャ

ップを埋めていこうとしましたら、日本国民の意識を変えていかなければいけない話になります。

「隗より始めよ」で、匝瑳からやっていかなければいけないと思います。そうしたときに、戸別訪

問とかシンポジウムの話がありましたが、今のお話を聞いていただいて市民代表の委員さんはどの

ように感じられましたでしょうか。市民の方にぶつけたら、どう捉えられるか病院の人間には分か

らない。 
〔委員〕 
 それは次回のテーマの「必要とされる病院機能と実際に対応可能な整合性」の部分で、議論をお

願いするのがいいようです。 
＝鈴木委員退任のあいさつ（略）＝ 

〔議長〕 
 今日は、一つのテーマから色々な意見が出てきていいことだと思います。そういう意味では、委

員会開催の意義があると思います。本日は、ここまでとさせていただきます。長時間、お疲れさま

でした。 
 次回は４月２５日の水曜日、１７時１５分からの開催とさせていただきます。 
 
 
 


