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第９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７月 18 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）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）角田道治 
     （匝瑳市民病院）海野広道、本田崇、渡邉恵 
                              １０人／名簿順） 
欠席委員：大嶋博一 

 
病院出席者：菊地事業管理者、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）病院建設に向けた取り組みについて 

（２）その他 
 

〔議長〕 
 お暑い中、ご苦労様です。前回までの話し合いの中で、「病院の新築という方向で」ということが

出ましたが、 後にそれまでの間のことについて協議をしたらどうかという意見が出ましたので、

今日はそのことについての話し合いになると思いますのでよろしくお願いします。それで議題に入

ります。今、申しましたように、病院建設に向けた取り組みについて、事務局から資料の説明をお

願いします。 
議題１ 病院建設に向けた取り組みについて 
〔執行部〕 
 お配りしてあります資料の中の、「病院健全化のためのこれまでの取り組み」で、平成１５年度か

ら平成２３年度までに行ってきた内容についてまとめてありますので、それについて説明をいたし

ます。 
〔執行部〕 
 資料の１ページをご覧ください。匝瑳市民病院につきましては、開設以来これまでいろいろ厳し

い状況がありましたが、ここ１０年の中で経営健全化のための取り組みをした主な内容について、

取りまとめをしています。はじめに、平成１５年度から１７年度の３か年計画の中で旧八日市場市

民総合病院経営健全化計画を策定しまして、その中で、料金の見直し、診断書料の値上げ、交通事

故医療費の値上げなどを行っています。また、職員給与費の見直しということで特殊勤務手当の３

年間の縮減、看護師業務手当、検査業務手当、放射線業務手当を３年間休止しまして、その後この

３つの手当は廃止となりました。その他に、事務職員の削減、未収金対策の強化、臨戸訪問の実施

などを行いました。２番目といたしましては、平成１６年に国保八日市場市民総合病院あり方検討
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委員会が設置されまして、この中で経営健全化の取り組みが検討されています。主な実施事業とい

たしましては、これまで正規職員が給食業務を行っていたものを、提言に沿いまして、すべて民間

委託といたしました。併せて事務職員の削減。その他に職員提案制度の導入、禁煙外来、乳腺外来

を新たに開設するなどいたしました。このあり方検討委員会では、この他に実施はされていません

が、開業医との連携によるオープンベッドの設置、回復期リハビリテーション及び亜急性期病棟の

設置、土曜、日曜を診療日として休日を振り替えるなどの提言がありました。３つ目といたしまし

ては、平成２１年から２３年までを計画期間といたします、国保匝瑳市民病院改革プランの策定と

いうことで、この中の主な取り組みといたしましては、院内保育所の設置、市民意識調査の実施、

経営形態の見直しが行われています。４番目といたしまして、今回のあり方検討委員会が設置され

まして、経営形態を地方公営企業法全部適用ということで中間報告がなされ、平成２４年度４月１

日から移行したところであります。５番目がその他の取り組みということで、平成２２年から２４

年までの主の取り組みを列記しています。平成２２年度では、急性期看護補助体制加算、看護必要

度加算の取得、それから、清掃業務、洗濯業務、警備業務の入札の実施、「がんお悩みサロン」の開

設などを行っています。２ページ目に行きまして、平成２３年度の主な取り組みということで、新

しく乳幼児のお預かりサービス、患者の地域動向調査などを実施しております。また、患者地域動

向調査につきましては、この分析によりまして、循環バスのルートの変更とかに結びつけられれば

いいと考えております。それから医師求人サイトへの広告掲載。現在２社に広告を掲載しているほ

か、１５社に登録をして医師の確保に努めているところです。また、ロータリークラブさんから寄

贈されたテレビを玄関ホールに設置して情報発信に努めております。また、診療報酬上の加算取得

として、外来化学療法加算、在宅時医学管理料の取得、女性外来の新設、さらには、未収金対策と

いたしまして、裁判所からの支払い命令によります支払い督促を実施しまして未収金対策の強化に

努めています。平成２４年度の主な取り組みといたしまして、平成２４年４月１日から新たに医師

奨学金制度を創設いたしました。月３０万円の６年間で約２，０００万円程度の総額貸付を行うこ

とができるようになっています。また、費用削減対策というところでは、委託業者の選定にあたっ

てのプロポーザルの実施ということで、医事業務、食事の提供業務、検体検査業務について実施い

たしました。その他、院内保育所の運営業務につきましてもプロポーザルを実施して業者の選定に

当たっているところです。４月１日からは、入院費用、外来費用についてクレジットカードで支払

いができるようにいたしました。以降は、今後の取り組み実施予定ということで、購入図書、雑誌

の見直し、それから所属部長推薦によります非常勤職員の嘱託職員への任用変更、病院ホームペー

ジの全面的な作り替え、医師事務補助者の配置、次期オーダリングシステムの選定、市民による勤

務医紹介制度の創設などを新たな取り組みとして実施していきたいと考えております。 
〔議長〕 
 それで、新築までの間の取り組み方としては、病院サイドとしては、何か考えはありますか。私

なりに考えてみたのですが、今までこの１０年間にわたって病院は病院なりに努力されてきている

と思います。改革プランについてもこの場でも検討しましたが、確実にそのことを実行していき、

また新たに職員からの提案があって、それが業務改善につながるのならそれをコツコツやっていく

ぐらいかなと考えます。新築をするということで、医師が新たに確保できればもう少し違ってくる

と思いますが、現在の状態で特にこれと言って特効薬あるわけでもないので、これまでの努力を継

続していく形しか思い浮かばなかったのですが、委員の皆様はいかがでしょうか。こんなことをや

ったらどうかということがありますか。 
〔委員〕 
これまで取り組んできた内容について事務局から報告がありましたが、議長からありましたよう

に、引き続いて取り組んでいくのが第一かと思います。経営上の話も含めて実質的に数字に表れる

かわかりませんが、モチベーションを高めていくのも方法のひとつだと思います。１つの提案です
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が、市民病院の実態を理解してもらうソフト事業に取り組めないのかと考えています。例えば市民

に理解されていない部分、この会議でも出ていましたが、夜間救急の対応の中でなかなか病院の実

情が理解されないで無理難題を市民が言うなど。また、以前のアンケートの中にもありましたよう

に、病院の建替えというアンケートの部分で、市民の大半から改修でどうだという意見が出されて

いるというのは、市民病院の実態が理解されていないということではないかと思います。今回のあ

り方検討委員会の中で、建て替えるという意見を打ち出す以上は、市民に市民病院の実情を理解し

てもらわないと、せっかく良い医療を提供しようとしても、ちぐはぐになるのではないかという懸

念があります。市民病院の経営にとって、やはり市民の皆様を巻き込んで市民ニーズを把握するの

も１つでありますし、同様に、建て替え時期までの間に、市民に実態を理解してもらうような場を

作る必要があるのではないかと感じています。以前この会議で市民病院の状況を広報紙で紹介する

ことをお約束しました。広報の７月号に、「市民病院トピックス」という欄がありますが、今後毎月

1 ページを割いて継続して掲載する予定であります。その中で増田道男先生が 後に提案をされて

います。「スタッフと患者の皆様、ご家族様、あるいは患者様同士、ご家族様同士でふれあいができ

る友の会」のようなものがあると市民病院にも活気が出て良いのではないかという提案でありまし

た。これが実現できるかどうかわかりませんが、私はすばらしい提案であるような気がします。現

在、当委員会の検討事項として、在宅医療等の取り組みをやっていくという方向性、建て替えの方

向性が出ている訳ですから、やはり市民にこの病院に関心を持ってもらうのと同時に、市民を巻き

込むような展開をしていく必要がないのかなと思います。 
〔議長〕 
 この会議の中でも、あまり市民の方々が病院の実情を理解していないということで、どのように 
ＰＲしていくかが何回か取り上げてられたと思いますが、ミニ集会の所に参加するとか、あるいは

広報誌の利用とか、よかっぺ祭りでのＰＲとかありますが、うわべだけで終わってしまって本当の

根っこの部分、なぜ今回建て替えの方向になってきたのかということまで理解していただくとなる

と、市民の方々と突っ込んだ話し合いになると思います。対話集会とか、いろいろな形があると思

いますが、そういったことは当然必要なことだと思います。事務局としてはいかがですか。 
〔執行部〕 
 病院としての方向性は決めていませんが、個人的な意見としては、市民病院後援会のようなもの

を作って、その中に市民の方に入っていただいて、先程のご意見のように、また議長が言われまし

たように病院の実情を理解していただく。現在のあり方検討委員会では、残念ながら市民の方は２

名しかいらっしゃいませんので、これをもっと拡大していくような形にして入っていただいた方に

は理解していただき、そして情報も発信していただくような形で広げていけたらと思います。 
〔議長〕 
 今回の会議のようなものがないと、おそらく市民代表の方にしても情報が実際自分の耳に直接入

ることはなかったと思います。広報に載せても興味のあるものしか見ないということもありますか

ら、会議ではないですが、ミニシンポなどを何回かやるのも１つの案だと思います。病院に来ても

医療従事者と話すことは病気の話になってしまうので、そこにドクターや看護師に出ていただいて

直接お話しいただく機会も今後具体的に考えていただけたらと思います。後、待合室のテレビでの

情報発信とありましたが、どのようのことを具体的にやられているのですか。 
〔執行部〕 
 今テレビでは、外来の診療担当表、その他に院内でやっている専門外来とかアロマサービスとか、

児童の預かりサービスとか、病院で行っていますサービスの情報発信のほかに看護部で行っている

看護週間に伴ういろいろな行事などを情報発信しているところです。 
〔議長〕 
 在宅関係についてはどうですか。 
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〔執行部〕 
 在宅関係については入っていません。 
〔議長〕 
 訪問リハビリなども入っていないのですね。 
〔執行部〕 
 入っていません。 
〔議長〕 
 患者さんが興味のあるサービスを中に入れていただくと患者さんの興味も引き易いかと思います。 
後、ホームページといってもなかなか見てくださらないので、むしろ院内で発信するテレビなどは

待ち時間の間にはちょうど良いかもしれません。そういう所で何とか良い番組を作って流していた

だけたら効果的だと感じます。後もう１つ、これは私の後輩が行っていた病院でやっていたことで

すが、病院祭りのようなもの、患者さんと職員が一緒になってコンサートなどをやって集い合うよ

うなことも、ふれあいというか、身近なものに感じていただける１つの方策になるかと思います。

具体的に立案するとなると大変かもしれないが、いくつかＰＲのための方策はあると思いますので、

その点を少し考えていただけたらと感じます。他の委員の方はいかがですか。 
〔委員〕 
 毎週火曜日に集まりがあって、第３火曜日が３０名から５０名の間と一番多く、ほとんど女性で

すが、その中で現状の病院について話しています。出る所に出たらだいたい話をしますし、話を聞

いた人が帰ってから近所の人に話をすると思いますので、蜘蛛の巣が広がるみたいに発信されてい

ると思います。今後病院を新築するに当たっては、市民は理解を持っていると感じています。 
〔議長〕 
 市民代表委員はいかがですか。 
〔委員〕 
先月の資料で新築と改築とありましたが、アンケートで新築よりも改築の方が多かったというの

は、市民の現状の認識が不足しているとからだと思います。水まわりや冷暖房の仕事をやっている

関係で、病院を見ますとかなり損傷しています。耐震補強をしてもだめです。予算の掛かることで

すが、新築は１つの大きな流れだと思います。 
〔議長〕 
 他の委員の方はいかがでしょうか。 
〔委員〕 
 常勤医師を確保するのは難しいと思います。一方で非常勤医師に関しては難しくはありません。

実際、整形外科の外来では、４月から週二回、月曜日と木曜日に千葉大学の大学院の先生にアルバ

イトで来てもらっています。月曜日は私と外来をやっているのですが、とても混んでいまして、明

らかに昨年より圧倒的に患者さんは増えています。やる気のある若い医師が１日来て外来をやって

手術の手伝いをしてくれるだけでもスタッフの士気も上がりますし、患者さんも満足されます。だ

から月曜日はとても増えているのだと思います。実際、平日の外来だけではなく夜間の当直も他の

病院に遅れましたが始まりました。週末、土日に関しては、大学の先生が来てアルバイトをしてく

れます。そうすることによって、先日私も初めて日勤から翌日の月曜日までではなく、日曜日の夕

方から月曜日の朝までという夜勤をやりましたが、肉体的の疲労だけではなく精神的な疲労もかな

り軽減されます。ですから、常勤を確保するのはかなり難しいが非常勤に関しては、給与を払えば

供給はあります。整形外科に限らず他の科も、積極的にアルバイトを取り入れていただきたい。患

者さんが多くなるという効果もありますが、他に、千葉県の医師派遣大学は千葉大学がメインなの

で、大学院の先生方にもうちの病院は地域医療でがんばっている、常勤の医師もがんばっているこ

とが徐々に伝わってきます。孤立して常勤だけでがんばっていると忘れ去られてしまうので、大学
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院の若い先生方に情報を発信するという意味でも、非常勤医師の確保をできる限るお願いしたいと

切に希望します。 
〔議長〕 
 非常勤の先生の中からこの病院のやり方とかを見て、勤めてみようか思うかもしれません。 
〔委員〕 
 種をまくという意味でも大事なことだと思います。 
〔議長〕 
 教室からの派遣がなかなか難しい以上は、今、病院代表委員がおっしゃった方法もある意味良い

方法だと思います。大学病院との関わりが無くなってしまいますと、ドクターもどんな病院かわか

らない所に行くよりはわかっている所へ行きたいだろうし、これから新築するということになれば、

その頃になったら勤めてみようかというドクターも出てくる可能性はあります。 
〔委員〕 
 種をまいておけば可能性はあります。ところが、孤立してやっていると、あんな病院あったのか

ということになってしまします。 
〔議長〕 
 他にはありますか。 
〔委員〕 
 先月お休みをしてすみませんでした。議事録を見せていただいて、すごく活発な意見が出ていて

ビックリしています。特にＩＴの件につきましては、今もお話がありましたように若い先生が来て

サッと使えるのは紙よりもむしろ電子カルテかと思います。やはりＩＴの導入というものは、必須

であると思います。後、議事録には載ってなかったと思いますが、各医療機関との地域連携を行う

という意味にもおきましても、医療情報のシステムは必要になってくると思います。地域のネット

ワークを図るという意味では、電子カルテ、オーダリングシステムという言葉を使っていますが、

医療情報のシステムを前向きにとらえる必要があるかと思います。病院建設も非常に大切ですが、

医療情報システムも大切だと思います。 
〔議長〕 
 院内に検討委員会がありますので具体的に新築というプランが立ってくれば今の所ちょっと煙た

がられている電子カルテも、その中で検討されると思います。何かきっかけがないとできないと思

いますので、そのへんもオーダリング検討委員会でお願いします。それから竹原委員がおっしゃっ

たように、近隣病院との連携ですが、現在この地域は医療再生計画ということで、各病院間の連携

とは言ってはいるのですが、具体的にその連携の場所という話が一向に出てこないのですが、病院

長事務長連絡会議でも何でもいいのですが、そのへんは再生会議の中ではどうでしょうか。 
〔委員〕 
 計画の中では連携のための会議の設置について事業としてのっていません。 
連携病院の役割に応じた機器整備等により、医療効率を高めることによって、医療体制の強化、

役割に応じた連携を図ることとしています。しかし、連携ための情報交換については重要と考えま

すが、まだそこまでなっていない。 
〔議長〕 
 執行部、中央病院とお互いの情報を交換する機会はまだないのですか。 
〔執行部〕 
 正式に病院どうしではありません。ただ、旭中央病院も医師不足で困っている診療科もあります

ので、そういったところで協力を求められての連携は進んでいます。なかなか病院全体としての連

携のあり方は進められていません。 
〔議長〕 
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 例えば今後に向けてはどうでしょうか。もう少しこのへんはがんばってくれないかとか、このへ

んはうちでがんばれるとか。これから地域医療センターというドクターのトレーニング施設もでき

ていますので、そのへんの利用も含めてもう少しコンタクトが密になれば良いかなという気がする

のですが。 
〔執行部〕 
 科によって性格が違いますので、現状内科は、急性期を過ぎた患者さんが送られてきますのでそ

ういったシステムがある程度出来上がっていますが、一方外科は、お互いに急性期をやっていると

ころがあって、消化器内科から紹介をいただく患者さんがいますが、なかなかそういったルートは

出来上がらない。紹介いただく患者さんの半分は、難しい患者さんで手が出せないところがありま

す。 
〔議長〕 
 逆にその所が市民病院の１つの強みだと思います。 
〔執行部〕 
 合併症が多くうちでは手が出せない方を依頼されるケースがあってまた送り返すこともあります

し、消化器内科の先生方も皆さんうちに来ていて答えが解っているはずなのですが、向こうで手術

待ちとか、外科に廻せない人が送られてきたケースがいくつかありますので、どうしたらいいのか

ちょっと悩ましいところです。 
〔議長〕 
 高齢者は避けてしまうとか、ちょっとリスクがあると手を出さないようにしてしまう傾向はない

のですか。 
〔執行部〕 
 そういったことはわかりません。 
〔議長〕 
 うちに来た癌の患者さんで旭中央病院に紹介して断られ、がんセンターに紹介して断られ、食事

の通過障害で食事が取れなくなってしまうので患者さんが何とかしてくれということで、 終的に

匝瑳にお願いして非常に感謝されてことがあります。その時つくづく感じたのですが、千葉県がん

センターは千葉県での癌の 先端ですべてやってくれるのかと思っていたのですが、あっさりと手

術適用ではないと断られてしまった。その時、何ががんセンターかとつくづく思いました。菊池先

生の方針でやるべき手術をやってくださるので、そのへんも何とかＰＲできないかと感じています。

患者さんには、直接言ってはいるのですが、なかなか広がらないのは、もどかしく思います。院内

のテレビで情報を発信する時に、医療法の規制はあるのですか。 
〔執行部〕 
 院内であれば大丈夫です。 
〔議長〕 
 ホームページについては規制ができるということですが、院内で自由であればもう少し番組を作

ってもいいような気がしますがいかがですか。 
〔執行部〕 
 原稿は現場の先生方に書いていただかなければならないので、検討します。 
〔議長〕 
 他に、何かありますか。 
〔委員〕 
 市民病院は、今まで、院長や副院長の人脈で先生を確保しているようなケースが多いようですの

で、また、医師の業界は独特な慣習や師弟関係があるようですが、先ほど病院代表委員から提案が

ありました非常勤医師の確保について予算化の問題はいかがでしょうか。手当を一時的に流用して
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もできるのか、あるいは、補正予算を組んでやるのか。今までの考え方ではなかなか即効性がない

ものですから、若い医師のやる気を起こすためにも、非常勤でも来ていただくことが料金によって

は可能であれば、院長に是非お願いしたい。 
〔執行部〕 
 予算的には、一応１年間分の人件費は見ていますが、それを超えてはいけないという縛りはあり

ます。ただ、今はまだ６月で、後、４分３残っていますので、流用は可能です。議会も年に４回あ

りますのでそれぞれのところで補正をして、議会で承認していただければ十分に行くと思います。

医療を守っていくために医師を確保するわけですから、たぶん議員さんからの反対は無いと思いま

すので、そのところは、うまく運用はできると思います。 
〔委員〕 
 もう１つ、病院の実情を市民の皆様に周知徹底していないのではないかという話が前からありま

すが、なかなか簡単にいかない話だと思いますが、業界には補助金的なものもあり、その補助金的

なものを出している業界に声をかけていただいて、市民の義務的なものも考えていただく必要があ

ると思います、あるいは、前には市長や市の幹部が夜間に地域を廻って意見を吸い上げる状況があ

りました。市民の意向は新築ではなく改築と出ている話ですから、それを今一度皆さんに周知徹底

して、どちらを選ぶのかの話が出たら、絵にかいた餅ではなく、負担の割合も具体的に出して、１

つずつ潰していく必要があると考えます。 
〔議長〕 
 そういう機会を作るのには地道な努力が必要だと思いますが、それが一番大事なことだと思いま

す。非常勤のドクターですが、今、当直もやっているのですか。 
〔執行部〕 
 この４月から、土日の当直を臓器制御外科に頼んで土曜の夕方から日曜の夕方までの２４時間、

今のところ第一と第二だけですが、来年もう少し出してもらえるか交渉しています。非常勤の外来

の医師については、臨床研修制度が始まる前から内科について大学の引き上げがあって内科を中心

に相当手薄になったところで、各医局に働きかけて外来の応援をいただいています。現在、循環器

内科が週３人、それから、糖尿病、呼吸器内科、その他、眼科、耳鼻科が常勤引き上げになってい

ますので、すべてそこは、１８年位から非常勤になっています。そういう意味では、病院の規模か

らすると非常勤が非常に多い病院です。新聞社が取材に来たことがありまして、ボードを見てこん

なに医師がいるのかという話をされていますので、かなり多いと思います。ただ、整形については、

３名から２名に減ってしまったところで、週２回来ていただいています。非常勤については、必要

に応じて大学にオファーすれば、何とかなる状況ですので考えていきたいと思っています。 
〔議長〕 
 後、日勤だけではなくて、皆さん歳を取ってくるとけっこう翌日がきついということがあります

ので、当直についても非常勤の先生に手伝っていただけると常勤の先生方のきつさも少し軽減され

るという気がします。 
〔執行部〕 
 予算の関係があります。 
〔議長〕 
 今いる先生も貴重の財産から、お金に換えられない部分もあると思いますので、そのへんのとこ

ろは市の考えもあるでしょうが、何とか検討いただければと思います。 
〔執行部〕 
 ただ、うちもそうですが多古中央病院も、東陽病院も大学から当直医を出してもらっています。

そういう意味で、報酬をつり上げればそれなりになると思いますが、そうするとつり上げ競争では

ないが、結局、高い方に流れると困るので、多古中央病院と当直料を同じ額にしてお願いしていま
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す。地域の中のバランスが崩れると問題ですので、そのへん、情報をやり取りしながら決めていま

すので、なかなか難しいです。当直の報酬もこのへんは非常に高い。今、東京から千葉の東京より

は非常に安くなっていますが、それでもバイトの先生方はたくさん来るみたいです。ネットで金額

を見ると、ぜんぜん違います。何とも悩ましいです。 
〔委員〕 
 土日を多古とうちの病院でやることはできないのですか。 
〔執行部〕 
 交替はできません。病院は当直の医師を置かなければなりません。入院患者さんがいますので、

医師がいなくなることは、あってはならないことです。 
〔委員〕 
 合併するしかないという話になってしまうのですね。 
〔執行部〕 
 ただ今も、多古中央病院の当直のドクターが何科なのか、うちは何科なのかという情報をやり取

りしていて、向こうが外科でこちらが内科の時に、こちらに怪我をした人が来た時には、今日は向

こうに外科がいるから傷の手当てをとか、また、その逆とかができるように連携をはかっています。 
〔委員〕 
 専門分野を振り分けるのは良いのですね。 
〔執行部〕 
 どちらかで診られれば、患者さんが旭に行かないで済みます。旭中央も大変ですから、できるだ

けこの地域の中で何とかしようという考えでいます。 
〔議長〕 
 旭も大変みたいで、地域外の患者さんの場合、５，２５０円を特別徴収するというようなことに

なっていますので、患者さんのためにもなるべく地域で診られれば良いと感じています。 
〔委員〕 
旭の考え方は県の考え方と同じでありまして、３次救急で重症の患者さんを診るのだから、２次

救急までは地域で診てほしいという意見であります。もっともな意見ですが、地域の方でそれを果

たせるだけの余力のある病院がないという状況で、８月からそういう状況になるというところに、

戦々恐々としています。今でも体力的に厳しい上に、これ以上ということのなると、どうしたらい

いのかなということです。ところで、先ほどの周知徹底というか、皆さんに知っていただくという

ことですが、議員の方たちは、市民の代表ですが、一部の人しか実状を理解していただけていない

のではないかと危惧しています。この間、感染対策のことで旭中央病院に行かせていただいて、病

室の設備面を見せていただいて、正直びっくりしました。それをうちの病院で努力してやってみよ

うとしても、できないということもわかってしまって、非常に暗雲たる気持ちでいるところです。

例えば議員の方に、ここに入院してみて、どういう状況かを理解していただくと、いかに危機的状

況かということを少しわかっていただけるのではないかと思います。入院して個室のトイレを使っ

てみると、こんなに狭くて、暗くて、ちょっと汚い所でトイレをさせられるのかと。同じお金を払

って旭に入れば、きれいで快適な所にいられます。当院に入れば個室料金は安いかもしれませんが、

それにしてもこれで良いのかと思っていただけるのではないか。議員というのは市民の代表ですの

で、ぜひ、現状について理解いただきたいと思います。議員の中では、建替えより改修でいう意見

が多いのですか。 
〔委員〕 
 現状として、議員の皆さんも市民病院の経営に関して高い関心を持って勉強をされています。先

般、長野県佐久総合病院を視察して意見交換したり、旭中央病院の視察を行い、病院経営の在り方

を独自に研究されております。さらに、研修の一環として佐久総合病院の先生にお出いただき、市
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民病院で講演していただいた機会を作ってくれたのも、市議会議員の皆さんであります。今、海野

先生から発言がありましたように、意識上の課題等で突き合わせが必要であるならば、議員の皆さ

んと先生方の話し合いの場を設けたいと思います。病院運営の実態を知らせて理解していただいた

り、市民病院あり方検討委員会で検討している施設の建て替え問題など議論していかなければと考

えますので、いろいろな意見交換の場を作ってみたいと思います。 
〔議長〕 
 文教委員会が病院の関連の委員会だということで、私がまだ病院にいたころで、前回の再建の時

だったと思いますが、医局と文教委員会の議員の皆さんと、一度お話の場を持ったことがあります。

やはり、先ほどの岡田さんの発言ではありませんが、サポーターは多いに越したことはありません

し、議員さんがサポーターになってくれれば力強いことは確かです。 
〔委員〕 
 その点は、是非そういう場を設けさせていただきたいと思います。また、議員さんの立場も以前

と違いまして、非常に病院に関心をお持ちですし、議員の皆様方も、随分と勉強をいろいろな所で

やっているようですし、そういう知識の部分と先生方が実際に現場で感じているもの突合せをして、

かい離している状況があれば、当然、解きほぐしていく必要があるのではないかと思います。是非

そういう場を設けたいと思います。 
〔議長〕 
 昔、４人の議員さんの手術をしています。なかなか議員さんが入院をする機会はないかもしれな

いので、良いことだと思いますが、院長としてはどうですか。 
〔執行部〕 
 話し合いをするのは、やぶさかではありません。多分、４分の１位入院の経験があります。全く

うちのことを知らない人も多分いると思いますが、少し理解が高まってきている気がします。 
〔委員〕 
 もし、院長のご了解がいただければ、是非そういう場を設けてみたいと思いますので、よろしく

お願いします。 
〔議長〕 
 できれば、看護師さんも他の医療スタッフも。 
〔執行部〕 
 いろいろなスタッフの方の意見を聞かせていただくというのが、理解を深めてもらえる形だと思

います。 
〔議長〕 
特に病院の新築と言う形で意見を提出する時には、そのへんのご理解が一番大事な事だと思いま

す。渡邉さん何かありますか。 
〔委員〕 
 議員さんやご家族にも入院していただいて、やはり不便をかける事がたくさんあります。かなり

我慢していただいて、いろいろ不便だと言ってくださったので、今回の建替えについて良い方向に

考えていただけることに期待しています。 
〔議長〕 
 後、モチベーションということで、病院独自の組合ができたので、その中で、どんどん事業管理

者と話し合いを持って、意見を言い合うのも１つの方法だと思います。まだ、あまり意見は届いて

いないのですか。 
〔委員〕 
今回、２４年度の事業のところで嘱託職員という項目があったと思いますが、そのお話をいただ

いているので、明日、組合でそれに向けて確認事項や意見をだして、疑問点について来週に話し合
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いの場を設けられればと思っています。 
〔議長〕 
活発にやってくだされば、全体のチベーションも違ってくると思います。後、どうですか。ご感

想でも結構です。 
〔執行部〕 
 前回もお話ししましたが、病院が古い建物のままで働き続けるのはなかなか大変かなと思います。

今、議員さんの話の中にもありましたように、実際に自分が病気になってこの病院でアメニティー

の良い生活ができるかというと難しいと思います。具合が悪くなった時にアメニティーが良くて、

ケアができて、医療も良くてという場を皆さん望むと思いますので、やはりそういう場を提供する

には今の建物のままでやっていくのは難しいと思います。自分が患者さんの立場になった場合もそ

うだし、いろいろな所を補修しながらなんとかこのままここで医療を続けていく場合も、両方とも

この病院に対する気持ちが萎えてしまう。勤めている人も新築の可能性もあるのだという話を聞い

て、未来が開かれているという気持ちを持つと全然変わってくると思います。新築するという旗揚

げがあると、勤めている人も随分やる気が変わります。今はドクターが全く来ないが、この病院を

新築して、回復期リハや、緩和ケアをやって少しでも収益を上げていく可能性があるということに

なれば、働こうというドクターも出てくると思います。市民の人たちは、病院を建てると自分たち

の負担が増えるのではないかということで、アンケートでは改築の方が多かったと思います。自分

たちの将来を考えると、この前も言いましたが、３分の１の住民がここで終末期を迎えています。

新築しないままですと、だんだんだんだん古くなっていくこの病院で自分たちの終末期迎えること

になります。終末期を少しでも明るくするためにも、病院が新しく生まれ変わった方が良いと思っ

ています。 
〔議長〕 
 他は、どうですか。 
〔執行部〕 
 個人的なことですが、何年か前に母親が入院したことがあります。個室に１週間位入院させてい

ただいたのですが、普段個室に入っている患者さんを診る場合は、患者さん自身を見るので部屋を

見ることはないのですが、家族が入院して、そこに１時間２時間いると、あっちこっち見るわけで

す。そうしますと、随分汚い所に勤めているのだと感じました。トイレ付の個室だったのですが、

壁なども塗ってはあるが、職員が塗ったため、その塗り方がすごく汚かった。その後、何年か前に

塗り替えましたが、あくまで上塗りをしただけで、きれいになっていません。私もほぼ３０年勤め

て、その間の経過を見てきて、つくづく古いなと思ってから更にだいぶ経っていますから、建て替

えないといけないのは間違いない、できればそれが今の時期、この機会でできればと思います。そ

のために市民の方への説明も理解を得るためには必要と感じます。建て替える時点では、我々はい

ないかもしれません。建替えて次の世代へ引き渡すことが、 後のご奉公かと思っています。 
〔議長〕 
 他にありますか。 
〔執行部〕 
 看護の面から言いますと、医師同様で、今年は４月に１人も就職しませんでした。６月のボーナ

スの時期が過ぎたら少し離職者が来るかと思って募集はかけましたけれども、なかなか応募はあり

ません。潜在のナースをどうやって引き上げていくかという方法が今のところ無くて、手をこまね

いているところですが、平成２６年に銚子市にある千葉科学大学が看護学部を開設するということ

で、母体病院を持っていないため臨床実習の受け入れ先として当院にも先日準備委員の方が依頼に

見えました。実際この大学の一期生が看護師として臨床に出るのは５年後とまだ先ですが、この地

域に留まって看護師人口が増えてくれれば良いと願っています。そのためにも当院でも臨床実習を
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受け入れていくことを念頭に臨床指導者の育成の準備をしていきたいと思います。また、先程岡田

委員が市民のお仲間を招いて独自に市民病院のことについて語り合ってくださっていると伺ってと

てもありがたく、頼もしく思いました。そして、私達市民病院の職員も積極的に病院の外に出て病

院の現状を理解していただけるよう話をしていかなければならないと改めて思いました。このよう

なやり取りをさせて頂きながら「旭中央病院にかからなくても匝瑳市民病院でお守りできます」と

いうところもＰＲしていかなければならないと感じています。また、外観とかアメニティの改善も

そうなんですが、やはり患者さんやご家族に求められることは、温かなケアだと思いますので質の

高い看護提供に対する教育をしていかなければと思っています。 
〔議長〕 
 ありがとうございます。他に何かありますか。 
〔執行部〕 
 技術部も、リハビリ以外ですが件数が減ってきていまして、それによってリハビリ以外、人も雇

用できなく年々減っています。検査科ですが、今、平均年齢５４歳です。新しい人が入って来なく、

上が詰まっていて、その次の世代に引き継ぐ人もいない状態で、モチベーションも下がって疲れて

います。こういう新築の話が出てくると、モチベーションが上がって、年だけどがんばってやろう

という話にもなってきていますので、できれば、なるべく実現してほしいと考えています。それと

市民との交流という話も出ましたが、例えば、次の患者さんまでに時間があった時は、検査につい

てなるべく詳細にお話をしたり、場合によっては、世間話などをしています。後、私的な事ですが、

私は、地区でいろいろな団体にも所属していますので、それら席でも病院の状況を伝えていければ

と考えています。 
〔議長〕 
 ありがとうございました。皆さんの意見をお聞きしまして、いくつかの案件が出てきていると思

いますので、そのへんをまとめて再度検討していかなければと思います。とりあえず、新築までの

意見としてはこのへんでよろしいですか。 
            ――――  全委員了解  ―――― 
〔議長〕  
 続きまして次の、新病院構想での必要職員数と施設要件について事務局からお願いします。 
〔執行部〕 
 資料の３ページ目と４ページ目につきましては、前回で新しい病院の機能が示されましたので、

それに対して医師、看護師に限定していますが、どれ位の人数の職員が必要なのかということと、

４ページ目には、 低限の施設の要件にはどういったものがあるかいということを挙げてみました。

これは、あくまでも診療報酬上 低限のもので、実際にこれで回るかといったら回りません。ただ、

これ以下であると診療報酬上認められないので、だめだというものを挙げています。まず病院機能

と病床数ということで、診療面では今現在と同じで、内科、外科、整形外科をメインとした入院機

能、外来については、内科、外科、整形外科、皮膚科、耳鼻科、眼科、泌尿器科、脳神経外科そし

て麻酔科が当面のラインナップかと考えています。そして病床数ですが、前回事業管理者から提案

がありました一般病棟、現在の診療報酬での１０対１の看護で１１０床、そして回復期リハビリテ

ーション病棟で２５床、緩和ケア病床で１０で合計１４５床の形で建築をしていく必要があるかと

思います。それに対して必要な職員として、医師につきましては、１３から１５で現在は１１名で

ございます。これはあくまでも常勤を数えています。内科につきましては、現在の４名に消化器内

科の２名をたして６名、外科と整形につきましては、現在と同じで５名と２名が 低限の形かと思

っています。そしてその下の所ですが、回復期リハビリテーション病棟を行うためには、リハビリ

テーション科を標榜する医師が 低１名必要ですが、それに対して現在は０名であります。そして

緩和ケア病棟を行うためには、緩和ケアに係る研修を修了した医師が必要となっています。これが
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低１名ですが、現在は０名です。ただし、リハビリテーションと緩和ケアに係る研修を修了した

医師というのは、それぞれ兼務が可能ということですので、 大１５名で、現在の内科や整形外科

の常勤医師の兼務が可能になるのなら、 低１３名で可能となります。次に看護職員ですが、これ

は看護師と准看護師を含めた数ですが、それについては、５ページ、６ページに計算式を挙げてい

ますが、これについては、略させていただきたいと思います。計算式につきましては、それぞれの

病床数に８０％を掛けて、それに対して基準の１０対１とか１５対１を挙げています。そして年間

労働時間の中から現在の看護職員の２３年度の有給休暇のみをピックアップしますと、１人当たり

の年間労働時間が出ます。そして必要な労働時間を割り戻しますと、人数が出てまいりますので、

そのような計算をしています。看護補助者についても、同様の計算をしています。３ページに戻っ

ていただきたいのですが、そう考えますと、一般病床として、看護師、准看護師含めて４２名、回

復期リハビリ病棟で７名、緩和ケア病棟で６名、合計で５５名ということになります。現在は、常

勤換算で５５．４名、内、正規職員は５０名おります。次に、内、看護師とありますが、看護師は

診療報酬上、何％は看護師である必要がありますので、そうしますと、一般病棟で３０名、回復期

リハ病棟で３名、緩和ケアで６名、合計３９名の正看護師が必要になってくるということです。現

在は、常勤換算しますと４５．９名で、内、４４名の正規職員が働いています。そうして考えます

と、診療報酬上のぎりぎりの線で行くならば、だいたい現在の看護師数で良いということになりま

すが、あくまでも 低限ですので、実際の運用になってきますと、当然ながらそれぞれの病棟で何

割かの追加が必要になるということです。次に看護補助者ですが、看護補助の加算を取るための数

字を挙げております。そうしますと、一般病棟で１７名、回復期リハ病棟で４名、合計で２１名が

低限で必要ということです。現在は、常勤換算で１６．１名、その内、１名が正規職員ですので、

明らかにこれについては追加をしなければ、基準に通らないということになります。そして運用上

必要な数を、もう少し追加をしていくことになると思います。これが、一応の機能と職員数です。

次に４ページ目をご覧いただきたいのですが、これは施設の要件です。病院には医療法というもの

がございまして、医療法上で手術室は置くべきである、レントゲンや薬局は置かなければならない

というのがありますが、そういったものは除いています。そういったうえで、一般病棟の１０対１

を確保するために 低限必要な床面積としては、患者１人当たり６．４㎡必要である。そして廊下

幅につきましては、病室が片方だけであれば１．８ｍ以上、現在の市民病院のように廊下をはさん

で病室がある場合には、２．１ｍ以上必要になります。現在は１．６ｍですから５０ｃｍ足りませ

ん。これが一般病棟を拡張したりできないという理由がここにあります。次に回復期リハビリテー

ション病棟ですが、病室の床面積は、患者１人につき６．４㎡以上、そして廊下幅が上と同じよう

に、１．８と２．７ｍ以上で現行は１．６ｍです。それと後、病室の中に 低限浴室と便所は設け

なさいということになっています。次に緩和ケア病棟ですが、これにつきましては、患者１人当た

りの病棟の床面積が３０㎡以上、病室の床面積が１人当たり８．０㎡以上となっておりまして、か

なり広いものが要求されます。また廊下幅につきましては、１．８と２．１で少しはましです。た

だしここにありますように、病棟内に患者家族用の控室を設ける必要がありますし、それぞれの部

屋に患者専用の台所を設ける必要があります。また病棟に面談室と一定の広さを有する談話室が必

要になってきます。以上が 低限の施設要件です。なお床面積は計算上出ませんので、ここにあげ

ていませんが、何れにしましても、回復期リハや緩和ケアを現状で持つことは無理であります。次

に７ページ、８ページ目の新病棟建設に関する手順と役割についてですが、これについては有識者

委員に作っていただきましたので、できれば説明をお願いしたいと思います。 
〔委員〕 
 それでは７ページと８ページを見ていただきたいと思いますが、新病院を建設すると考えた時に、

どういった手順を踏んでいく必要があるかを簡単にまとめてみました。７ページの下に２分の１あ

りますが、基本的な流れをまず見ていただきたいと思います。左から右が進路です。基本構想、基
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本計画、そして建物を建てるための基本設計、そして実施設計、そして施工業者を選定して建物を

建てるという手順がこれから必要になってきます。基本構想、基本計画は何をするのかというと、

病院によってはこれを一体的に捉えてやることもあります。具体的に何をするのかと言うと、先程

この会の中で皆さんいろいろ議論して自分の思いを言っていただきましたが、また、局長から施設

の要件について病床数などが出てきましたが、病院の機能、病院の方向性などを基本構想段階でし

っかり議論したうえで選定することがスタートになります。実際の計画スケジュールとしては、何

年間でこのことをやり遂げるかというスケジュールを作らなければいけません。それと診療圏内の

需要予測、これから５年、１０年、１５年、２０年先にどういった人口状態になるのか、以前もそ

ういった資料がでてまいりましたが、疾病の状況も鑑みながらどういった形で病院の機能を設定し

ていくかとういことがあります。それと何にもまして移転先の候補です。移転先の土地の形状によ

って当然建物の形状というのは、おのずと変わってきます。あるいは、救急車のアクセスの仕方、

道路からどういうふうに入っていいのかは当地の形状によって違ってきますので、そういったこと

も土地がどこになるのかもこの段階で考える必要があります。それと同時に、先ほど林委員から補

助金の話がありましたが、いわゆる経営計画の中での資金繰り対策を考えなければいけないと思い

ます。ですから繰入れの問題もありますし、新しく建物を建てるなら補助金の問題、国、県から制

度補助をいただくのであったら、どういった対応をしていくのかも決めていかなければなりません。

そのためにはこの段階で、あらかたの収支計画を作る必要があります。皆さん方が自分の家を新築

することを考えていただければ、どういう家を建てようか、建てるのならこれくらいの広さが必要

かなどをイメージするのが基本構想の段階です。そしてそれを一歩進めますと基本計画になってき

ます。これには、建築計画、運営計画とありますが、先程言いました病床数、その病床数で診療報

酬上の施設基準で何㎡必要かは、先ほど局長から説明がありましたが、病院全体としての延床面積

はどれ位かという設定も大きく建築コストに関わってきます。前回の議事録を見ますと、８千９何

㎡の延床面積とありましたが、それを病床数で割ると今の１床当たりの延床面積がでますが、５６

㎡になります。５６㎡は今時あまりありません。やはり、７５から８０、大きなところでは、１床

当たり１００㎡あります。そのへんを考えながらどういう規模にしていくかもここで決定していか

なければなりません。それと先程、海野先生から感染症の話が出ましたが、感染症の部屋がほしい

とか、個室を何室にするとかなどの設計・建築に関する条件設定というのも③の部門構成と併せて、

この段階で議論されないといけません。設計業者が提案してくるのではなく、我々はこんな病院を

造りたいし、こんな設えにしたいなどに関しても構想の時に計画としてピックアップする必要があ

ります。当然、運営計画としましては、人員配置計画、そして、外来患者さんが来られて、受付を

して、初診をして、初診をした後どんなふうに流れて行って、そこで診察室にどういうふうに流れ

るかなど、イメージでいいが、どういう運用フローにするか、決めなければなりません。そして医

療機器の計画もどんな形で、どんな医療機器を使っていくかを決めなければなりません。情報機器

も同じです。そうしますと、イニシャルでどれ位かかるか、あらかたわかりますし、収支計画も詳

細に作ることができます。これを基本構想、基本計画と位置づけして、基本設計業者を決める前の

段階で病院としては整備するという流れです。一度これができますと、その次は、基本設計業者を

選定して、基本設計業者に病院の構想、計画はこうであるとして、実際に図面を引いてもらいます。

そういった段階で、建築設計として、設計方針、スペースプラン、ブロックプランを決めます。な

お、今言いました設計方針、スペースプラン、ブロックプランは、病院によっては基本設計業者が

決まる前の段階で、基本計画の中で決めることもあります。スペースはこれ位ほしいとか、救急外

来の横に必ず放射線は作ってほしい、隣接でほしいとか、薬局は近接でほしいとかのブロックプラ

ンは、部門構成に照らし合わせながらやります。これは、設計業者が入ってきた段階でやってもい

いですし、その前の段階で病院として、構想してもいいです。もっと言えば、設計方針としてコス

トを意識して、患者さんの目に見える所はしっかり造って、患者さんの目に見えない裏動線はコン
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クリートぶち抜きでいいという病院もあります。こういった設計方針を考えながら、スペースプラ

ン、ブロックプラン、動線計画、諸室の構成、例えば、外来、内科、何診何室要ります、処置室何

室要るかなども諸室の構成で考えます。もっと言えば、休憩スペースはどうだとか、病室に関して

も、４床室にトイレを付けるのか、集中型にするのか、分散型にするのかなどの議論があります。

そういった１つの構成、階別構成、そして各階の平面計画、そして敷地利用、建物を建てるとなっ

たらどこが病院の顔なのか、顔というエントランスはどこの方角にどう造るのかがあります。そし

てその中で、敷地利用、先程緩和ケアの話が出てきましたが、階別の構成の中でも緩和ケアを一番

上に造る、それとも緩和ケアを別棟にするなどの議論も出てまいります。ですので、そういったと

ころも、計画の中で、基本設計の中でなのか、基本計画の中でなのかやっていく必要があります。

それと、設備設計、医療用の設備計画、空調、衛生、電気、それと情報系のインフラなどの整備が

あります。例えば、オペ室であったら当然無停電の電源設備が必要だし、停電があっても空調は何

時間もたせるかなどいろいろあります。そういったことの計画、これは傍目に見えてはきませんが、

設備設計としてやる必要があります。そしてこの設備も、外から見えませんのでぼろぼろだと先程

お話が出ましたが、ぼろぼろにならないようにもう少し電源装置を施せるような設計を考える必要

があります。そういう基本設計の後に実は、実施設計があります。これは、基本設計で決めたこと

に対して施工業者が施工を行うための施工図を実施設計の段階で設計事務所が作ります。病院が設

計事務所と話をする段階で部屋を交換したいとか、スペースをもう少し狭くしたいとか、広くした

いとかは、あらかた基本設計の段階でおしまいです。実施設計になると設備図面になってしまうの

で、変更はなかなか聞きにくくなってしまいます。そして実施設計が終わった後に建物の建設に入

っていきます。これが一般的な流れです。それではスケジュール的にはどれ位の日数がかかるのか

を次の８ページ目に書いてあります。それとおおよその工期及び整備手法について 近の事例をピ

ックアップしました。基本構想、基本計画は、病院がいかに決断をするかということで、決める病

院はこの基本構想、基本計画を半年で決める病院もありますし、１年、２年かかる病院もあります

ので、ここは決めの問題ですからきちっとした新病院建設委員会を立ち上げて、そういった中で基

本構想、基本計画の中身を１つ１つ潰していきながら決めていく。ですから毎週のように打ち合わ

せをしていきながら、６か月間の中で、あるいは１年以内の中で決めていきます。その下に設計施

工分離発注方式、デザイン・ビルドと書いていますけれど、基本構想、基本計画を作る段階では、

やはり自前で、病院の人たちだけで決めるということですが、ただディテールの所がちょっとわか

らないからということで、コンサルタント会社を入れてあらかた決めます。コンサルタント会社の

中にも設計の心得のあるコンサルタント会社あたりは、簡単なラフプランを書いたりします。やる

ケースも 近増えています。ですからこういう基本構想、基本計画の段階でラフプランを作りなが

ら、コンサルタント会社を入れながらやっていきます。そうしますとその次が、先程言いました基

本設計、実施設計になりますが、今までのパターンは設計施工分離発注ということで、設計事務所

をまず選定する。お金だけで選定するのは仕様書が作り難いので、やはりよくやるのは、プロポー

ザル方式という方式で業者を選びます。先程言いました基本構想、基本計画という案を病院が設計

事務所に示して、土地の形状はこうなっています、今考えているプランはこうですなどを示した中

で、設計事務所がこの敷地の中では何階建てのこういう病院はいかがでしょうかというような案を

持ってきます。それがプロポーザル方式で業者を選定するということです。そういった選定の手順

を踏まえた上で、基本設計、実施設計になります。実施設計が終わった段階で、今度はゼネコンを

決めるわけですが、その時には、実施設計という決められた図面に対して後は施工業者が入札をし

て、実際に建物の金額が決まってきます。と言うのは、実施設計の段階で、施工業者がお金を安く

するために実施設計の図面を変更してまで建物を建てるということは、基本的には無理です。下に

書いてありますが、２００５年１１月に構造計算書偽装問題、いわゆる姉歯事件というものがあり

ました。これによって建築物の確認制度がすごく厳しくなりましたので、実施設計を経て国交省か
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ら認可を受けたものを施工業者が安易に変更して安く建てるというのは、ほぼできません。そうい

った手順があることをご理解いただきたいと思います。 近においてはデザイン・ビルドという方

式で、少し工期を縮めたい、お金を少しでも安くしたいということで、基本設計以降を見ていただ

きたいのですが、デザイン・ビルド方式の詳細設計付工事方式というのは、基本設計は設計事務所

にお願いして、実施設計以降を建設会社にお願いする方法が 近自治体でも増えてきました。どう

いうことかと言いますと、ある病院では、設備設計、いわゆる実施設計の段階で設備を見ることに

関しては、ゼネコンでないとだめである、設計業者では心もとないという病院もあって、このよう

なデザイン・ビルド方式が出てきました。後もう１つは、設計事務所と建設会社が一体となってや

る方法、あるいは、設計事務所なしで施工会社に設計から建物の全部をお願いする方式も 近増え

てきています。ただ、これらの手法は一長一短あります。施工業者はコストに走り過ぎるという懸

念もあると聞きますし、また、設計事務所で全部やると、逆に設計単価が高くなってコスト意識が

なくなるという問題もあります。ですので、どの方法が一番 適かを大いに基本構想段階で議論い

ただいて、設計、建築の業者選定を考えていただければと思います。 
〔議長〕 
 ありがとうございました。今のところでご質問はありますか。これで見ますと 低３年位はかか

るということですか。 
〔委員〕 
 基本構想、計画を長くて１年見ていますが、ここまである程度方向性が固まっていますので、場

合によっては早くて半年でいけそうな気がします。ただ問題は、設計、実施設計が１年近くはどう

してもかかってしまうと思います。病院の規模が１５０に満たないですから、施工に関しては、２

年かかることはないと思います。１年、１年半のスパンで施工は行ける気がします。 
〔議長〕 
 この場合、埋蔵文化財の検査が必要になるのですよね。それはこの前１年位かかったのですか。 
〔執行部〕 
 老健だけですが、半年ちょっとで７千万円位かかったと思います。 
〔議長〕 
 ここでやるとしたら駐車場のスペースしかないわけですよね。 
〔執行部〕 
 ここで診療を続けながらやるということは、駐車場を潰して、他で駐車場を確保して、後ろに建

てて前を潰すしか方法はありません。 
〔議長〕 
 この上全体がかかるのですか。 
〔執行部〕 
 全部かかります。丘の上は全部埋蔵文化財があると指定されています。 
〔議長〕 
 調査の間に基本設計とかできますが、余分なお金がちょっとかかってしまいます。と言っても、

ここを壊してもう１回立て直すのは無理ですね。収入を上げながら建築を進めるのが一番負担にな

らない方法だと思います。 
〔執行部〕 
 デザイン・ビルドの方式、私たちが老健を造った時もその方式だったのですが、この規模くらい

でやるとしたら、３種類あるうちのどれがお勧めですか。 
〔委員〕 
 設計事務所に基本設計をきちっとやっていただいて、実施設計以降をゼネコンにやっていただく

のが一番良いような気がします。設計事務所と建設会社が一緒になってやってもお互いお見合いを
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して前に行かないような気がしますし、建設会社だけにお願いするのは、選定された業者のスキル

にも依りますがちょっと怖い気がします。 
〔議長〕 
 医療機関を専門にやっている所だと多少違うと思いますが、実績の問題もあると思いますし、医

療機関になるとかなりノウハウが必要になると思います。 
〔委員〕 
後は市としての考え方もあると思います。こういった病院事業となってくると、普通の建物を建

てるのとは違う規模になってきますから、地元の業者を含めた発注などいろいろな制約がでてくる

自治体もあります。実施設計から施工となってくると、やはりそこの所をきちっとわかった大手や

準大手でないと厳しいと思います。そうすると、ＪＶ方式で下請けで参加できる方法はあると思い

ます。 
〔執行部〕 
 老健もゼネコンと地元のＪＶでした。 
〔委員〕 
 年数的な所はこの表でわかるのですが、後、やはり市としても、現状ハード面での工事の予定が

ありますので、今後起債を起こしていく上での財政計画などのいろいろな計画をしなければなりま

せん。そのへんと睨み合わせで今後やるというのであれば、当然検討していかなければなりません。

今この段階で申し上げられるのは、平成２６年度の大きなものは、給食センター建築で、そこまで

で学校関係のケリがつくと思います。２７年位までが、給食センター、学校の建築となっています

ので、その後の償還の計画とか起債事業の状況との相談になるのかと思います。そのへんが検討の

時期かと思います。 
〔議長〕 
 この件に関して他にありますか。 
             ―――――― なし ――――― 
〔議長〕 
 それではその他ですが、事務局、何かありますか。 

―――――― なし ――――― 
〔議長〕 
 ないようでしたら、次回はいつにしますか。 
〔執行部〕 
 今回で一通りあり方についての議論は、終わったかという気がしています。そうしますと、今ま

で出された意見等を１つの文書としてまとめて、あり方委員会の提言書として諮問されました市長

に提出する形になるかと思います。それで、文書とするお時間をいただきたいので、２か月程いた

だきたいと思います。ですから、９月の終わりか１０月の初めにもう一度集まっていただいて、そ

れまでに素案を作らせていただいて各委員にお渡しいたしますので、そこで、加除修正、検討をい

ただいて、この場で検討いただいてまとめるというスケジュールにしたいと思っていますので、９

月２６日か１０月３日のどちらかでお願いできればと思います。ただ２６日は９月議会の 終日で

すので、副市長が時間を取られるではないかという懸念があります。 
〔議長〕 
 長らくありがとうございました。紆余曲折ありましたが、何とか１つの形はできて提言はできる

と思います。素案ができた時点で皆さんの所へ事務局が回ると思いますので、中を確認していただ

いて、検討することがありましたら１０月に検討したいと思います。今日はご苦労さまでした。 
次回は１０月３日の水曜日、１７時１５分からの開催とさせていただきます。 
   


