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第３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 23 年 12 月 21 日(水)午後５時 15 分～午後 7 時 40 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、本田崇、渡邉恵 

                              （１１人／名簿順） 

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、市原事務局次長、藤崎副主幹 

 

１ 開   会 

 

２ あ い さ つ 

 

３ 議    題 

(１)  経営形態について 

(２)  今後の医療の方向性について 

(３) その他 

 

[議長あいさつ] 

 暮れのお忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございます。 

今日も、色々と内容がありますのでご審議のほどよろしくお願いします。 

 

〔議題１〕経営形態について 

 

[執行部] 

前回の委員会の中で、一部適用と全部適用についての職員説明会を開催するようご指示があり

まして開催しましたので、その状況を報告いたします。 

資料１の 1 で、経営形態に係る説明会の参加状況についてです。職員数 149 名のところ、参加

者の合計は 117 名で、78.5％の参加率でした。 

説明会では私が説明を行い、まず「あり方検討委員会」についてのこと、次に委員会からの要

請に基づいて説明会を開催していること、そして全部適用の内容についてのことを次の 3 点申し

上げました。①地方公営企業法の精神として事業収益で費用を賄うこと、②地方公務員に変わり

がないこと、③給与体系は変わることもあるがそのまま据え置くこともあること、以上を大まか

に説明しました。それに対して、意見・質問を受けました。 

主な質疑応答は次のとおりです。①説明会開催の目的といずれかの選択を求めているのか。職

員の意見は聞いてもらえるのか。②全部適用への不安、給与の引き下げや格下げの問題、全部適

用は独立行政法人や指定管理者への移行の前段なのか。③公務員の地位の問題、診療報酬の技術

料・個室料金についてです。 

私からの回答としては、説明会開催の目的は委員会からの要請であること、給与は今後の展開
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次第であること、不当な引下げや格下げには労働組合から正当な要求が可能なこと、独立行政法

人や指定管理者への移行の前段ではないことなどを説明しました。 

[議長] 

質問をお受けします。 

[委員] 

３回開いたとのことですが、皆同じ内容でしたか。 

[執行部] 

基本的に同じ内容で行いました。 

[委員] 

今の報告で、皆さんが不安に思うのは身分や給与の問題のようです。全部適用の病院で現実に

降格や給与の引下げがあったのですか。本当に不祥事でもないのに降格があったのか、はっきり

しないと不安が出る原因かと思います。 

[執行部] 

当該病院であったかどうかは知りえていません。しかし、健全な経営の病院ならば公営であれ

民営であれ、本来そういうことはないはずです。この病院が全部適用になって仮に起きたならば、

労働組合を組織して話をする案件であり、そのように回答してあります。 

[委員] 

風評被害に似たものであり、その辺を解消していく努力をお願いしたい。情報収集をして、職

員に十分説明していかなければ抵抗感が拭えないでしょう。 

[委員] 

これは当該病院の個別事情であり、当院には当てはまらない。地方公務員には変わらないので、

これまでと同様の勤務をしていた人が明日から給料が下がるということはあり得ない。これは本

当の風評被害で、デマに近いと思います。こういう不安は打ち消していく努力が必要です。 

[委員] 

全部適用の制度を知らない職員が随分多いなと感じます。説明会で制度の説明ができたことは

有意義でよかったと思います。 

[議長] 

本来ならばこの３回の説明会では不十分であって、１月までにということで急いで開いていた

だいたが、本当はじっくり時間をかけて誤解を解くようにすることが必要だと感じます。分かっ

ている人には簡単ですが、それが適用されて自分たちがどうなるか、はっきり見えないと不安に

感じることは事実です。一部適用とどこが一番違うのか、また、絶対に変わらないところを最低

限説明する必要があります。 

説明会の雰囲気はどうでしたか。全部適用は困るという人が全体的でしたか。 

[執行部] 

私は説明と質疑に集中していましたので、出席されていました２名の委員から、客観的な状況

をお聞きいただきたい。 

[委員] 

やはり不安だという人が多くて、その不安が払拭されなかったのが実際でした。職員がお聞き

したことに対して事務局長は、真正面から答えていないような印象でした。例えば、全部適用に

して「メリットとデメリットはどうなのか」の質問に対して、「人によって違うので…」といった

話になっていました。自分たちがどうなるのか分からないままです。全部適用になるように話が

仕組まれているのだ、と感じてしまいました。１回目は質問が出ましたが、２回目、３回目は話

しても仕方ないという雰囲気になっていました。 

[委員] 
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説明会後に集まって話す機会を設けましたが、全部適用後は具体的に「決裁がスピーディにで

きる。赤字が改善されないのに給料が当面変わらない。交渉権もある。」との説明を受けましたが、

当面がどの程度の期間なのか、それが実際かどうか分からないがどの程度の見込みを考えている

のか、曖昧だという意見がありました。次に、立場ごとのメリット・デメリットではなく、現場

の職員としてのデメリットの説明が欲しかったという意見がありました。移行後１～２年は変わ

らないが、その先を見通した病院の姿勢を見せてくれれば受け入れも違うという意見がありまし

た。ある程度全部適用が前提になっているならば、今さら反対意見をどんどん言うよりも、皆で

方向性を考えていく方がいいという意見もありました。管理者がだれになるかが心配で、先生た

ちを呼んで来てもらえて医療が滞りないようにできる方になっていただきたい、という意見があ

りました。管理者に対しては不安が強いとの意見です。 

また、市の高齢者支援課を通じて独居の高齢者や、自分からは病院に行かないような生活能力

の乏しい人も今は受け入れている部分があるので、病院経営が優先になるとそういった患者を受

け入れられなくなることも出てくる。私たちは目の前で困っている人たちに対して、健康レベル

や生活レベルを上げたいと考えているのに、切り捨てられていく不安があります。 

組合を結成できるということでしたが、今は加入が何分の１しかいません。職員全員で上の人

たちと働く人たちがいい方向に向かっていけるような労働組合ができるようにしていかなければ

いけない、という意見が出ていました。分からない不安が消えたわけではないが、前向きに考え

ていける職員が増えていると感じている部分もあります。しかし、気持ちがそういう方向にいき

つつも、本当にその方向に行っていいのか揺れている職員もおり、意見は一つにまとまらないの

が現状です。「職員はこう思っています」と一言でまとめることができなくて、色々な意見が出て

います。 

最後に、移行に前向きに考えている人でも、もう尐し説明会なり色々なことをやってもらいた

いので、４月から即全部適用というのはかなり不安が強いです。 

[議長] 

  全部適用に移行することに対して、看護師に根強い不安があるという意見が出されましたがい

かがですか。 

[執行部] 

全部適用にするためには議会に提案が必要であり、議会は３月、６月、９月、12 月になります

ので、３月議会ならば４月に移行、６月議会ならば７月に移行となっていく予定です。タイミン

グとしては４回のうちからになろうかと考えます。 

[議長] 

医局の中では話はありますか。 

[執行部] 

医局の中での話し合いは、今のところありません。医局は大半がここに出ているので、出てい

ない３人は各科内で話はしていると思いますが、医局会でまとまった話し合いの機会はありませ

ん。 

[委員] 

職員が不安を感じていることは、率直な感想として理解できます。ですが、病院改革プランの

中に平成 21 年度から 23 年度の中で「全部適用について検討する」と病院が作ったところであり、

周知が職員まで徹底していなかったことについて市の執行部としての反省材料にはなりますが、

これまで検討してほしかったというのが私たちの意見です。ただ、性急に行うのは好ましくない

ので、職員の意見も尊重しながら、時期については検討の余地があるのかと感じています。 

[議長] 

決めるのは開設者ですが、スムーズに全部適用のメリットを活かすためには、職員の協力が不
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可欠だと思います。委員さんの意見にありましたように、かなり前向きに考えている職員もおい

でなので、１回だけで済ますのでなく不安を払拭できるような会議等をもっていただけたらと考

えます。 

[委員] 

経営形態を見直そう、そして全部適用にしましょうと決めたら時期を明言する必要があるので

すか。 

[委員] 

検討委員会からの報告書という形で出していただく中で、時期についても書いていただくのか、

それについては市に任せるのか職員の意向もありますので、その辺は委員会次第だと思います。 

[委員] 

仮にターゲットの日にちが出たとしても、問題は先程の委員からあったご要望の機会をあと何

回行えば不安が解消できるかです。前向きの意見があったことから希望が見出せるし、回数を重

ねて理解してもらうこと、経営形態をどうするかよりも病院をどうするかが重要だと思いますの

で、改革プランだけでなく平成 24 年度の中でもプログラムを組んでいく必要があるのではないか

と思います。 

[議長] 

病院がこの先どういう方向でどうなっていくのか見えないことが、大きな不安になっています。

前回の会議で副市長さんから、あと５年くらいは今までどおり一般会計からの繰入が問題なく可

能だとありました。５年の期間が長いか短かいかはありますが、５年間あることは改善・改革の

余地がかなりあると思います。病院の方針が明確になってくれば、医局を含めて職員の考え方も

また違ってくるかも知れません。今後のあり方について、今日のこれからの議題にもありますの

で検討をお願いします。 

１月の中間報告では、全部適用の方向性で出していいのかどうか。ここは私の方に時間をいた

だきたい。執行部を入れて、もう尐し尐ないメンバーで協議する機会があればと正直思います。 

[委員] 

何のために全部適用にするのか、こういうメリットを生みたいために移行するという理解がな

いと、「ダメだ」という理解の方が強いのではないでしょうか。 

[議長] 

何かが変わらなければ一部適用であろうとダメになっていく。全部適用になれば早くダメにな

っていくわけではないのだが、そんな不安が感じられてしまう。 

[委員] 

  その辺は委員長さんにお任せしますが、取りあえず１月ごろに中間報告をお願いしたい。それ

を含んだ上で、経営形態だけでなく次の議題の「今後の医療の方向性」と一緒の形でお願いしま

す。 

[議長] 

職員説明の機会を今後ももっていただきたい。その後、全部適用にしなければいけないのであ

るならば、職員の協力がなければできない。その辺を執行部にお願いしたい。 

[委員] 

補足すると、反対の意見があるならば移行できないのならば、断固反対していくという意見も

あります。ここにきて急に「全適」の話が出てきたため、駆り立てられています。４月ではなく、

病院をよくしていくために本当に困っている人たちが安心してかかれるようにしたいため、みん

なで前向きに考えていきたい。 

[委員] 

全部適用になれば団体交渉が可能になるのではないか。公の場で交渉できるため、今後は皆さ
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んの意見が反映される可能性も出てきます。結果的に、給与や身分以上に病院を維持していかな

ければいけないことが、こういう問題で改善していくのではないでしょうか。先程の委員さんの

「時間をかけて検討しよう」という意見は、大いにありがたいことです。 

[委員] 

現段階で全部適用にするためには、理解が乏しいのではないかと感じています。 

[委員] 

病院はだれのためにあるのか、市民病院は何のためにあるのか。市民が他の病院に入院してい

る状況があります。お年寄りでこれまで市のために尽くしてきた人なのに、この病院に入れても

らえない。それで多古町の病院に入院しています。そういうことをなくしてもらいたいと思いま

す。旭中央病院との連携がどうなっているか分かりませんが、連携を強めて旭中央病院が満室だ

そうですので、手術を終えた患者さんをここで診ていただいて、赤字が黒字になるように、なん

とか入院の部屋を満室にしてください。 

給料を上げるには、収入を上げなければいけない。収入を上げるためには、入院患者や外来患

者を多くしなければいけない。患者さんを多くするためには、医師が患者の心を掴む。看護師も

患者の心を掴む。患者は口コミで５人くらいは増える。逆の場合は 10 人くらいが来なくなる。人

の言葉を信じてしまう。優しく接していただければ患者も分かってくれて、医師も看護師もいい

方のようですので、その面では患者が増えていって赤字にはならないのではないでしょうか。 

不便さがあって、外の薬局まで薬をもらいに行くのは不便で、そういう患者は大事なのだが、

そういう方が多いのでできれば病院内でお薬を出していただきたい。法律上で院外になったよう

ですが、旭中央病院や千葉大は病院内でもらえる状況なので、街中以外は薬局がなくて困ってい

ます。私なりに病院について考えていますが、素人なので何も分かりません。ほかにもう一人二

人分かっている人が委員に入れば、もっと話がスムーズにいくと思いました。 

旭中央病院の院長さん、事務長さんと月に 1 回くらい会ってもらって、中央病院から患者さん

をこちらに送ってもらったり、先生方の支援もいただきながら運営してみたらいかがでしょうか。 

[議長] 

旭中央病院との連携は、かなりよくとれていると思います。ただ、お互いに忙しいので会う機

会はもちにくいかも知れません。 

経営形態については、１月の会議までもう尐し執行部で内部を詰めていただきたいが、いかが

でしょうか。 

〔異議なし〕 

〔議題２〕今後の医療の方向性について 

 

[執行部] 

  資料の２、今後の流れをステップ１から５までに案として作りました。ステップ１「問題の発

展と状況の整理」で３点、まず地域の状況と要望、病院を取り囲む環境はどういったものがある

のかをピックアップしています。二つ目には、周辺の病院の状況も考えておく必要があるだろう。

三番目には、この市民病院の状況、特に強みと弱みを明確にすること。これら３点を明確にする

ことによって、今後のあるべき方向と問題点が見えてくると考えまとめました。 

  まず、地域の状況と要望については、一つは匝瑳市、旭市、多古町の年齢構成と疾病の状況の

形でまとめています。二番目は、患者さんがどんな指向か委員さんからもありました市民からの

要望がどうであるか。次に、病院と診療所についてですが、考えられるところを四つあげていま

す。現在どういう状況にあるのか、周辺の医療環境が見えてくるのではないかと思っています。

それと市民病院の強みと弱みです。２ページ目で、現在の病院の環境と周辺の医療機関、病院の

強みと弱みをまとめることにより、あり方の検討ができるのではないかと思います。あり方の検
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討においては、強みを活かしていくことをキーワードとして、解決策の検討として次の三つをあ

げさせていただきました。一つは医療の質のサービス向上、他の医療機関との連携強化、地域と

の関係の強化、そのほかにもあろうかと考えます。それと、弱みは常勤医師不足の問題。ほかに

もいくつかあると思います。ここのところを挙げていただければと思います。 

  ステップ３としまして、これらの強みをどう活かしていくか。弱みをどう克服していくか検証

することによって、ステップ２のところである程度道を作っていただいて、本当に実効性がある

のか効果があるのか可能性があるのか検証する必要性があると思います。ステップ２で出された

あり方について、検証項目を委員会にお出しいただき、執行部において調査検討する指示を出し

ていただきたい。そして、２番目としまして、執行部からの調査結果に基づいてステップ２の解

決策を加除していただく形になります。 

ステップ３までの作業を行うことによって、今後のあり方は明確に出てくると思います。取り

あえず、この委員会の最初のワンクールについては、ひとまず終わるのではないかと考えていま

す。ただ、あり方を提示すればいいということではなく、ステップ４の「解決策の具体的実施」

の１番、執行部と職員、さらに市によって出された解決策を具体化して実施していく。ステップ

５として、解決策の実施状況を委員会でできているかモニタリングしていただく。こういう流れ

になろうかと考えています。当面のところはステップ３までを検討していただきたい。 

表面に戻りますが、本日はステップ１の「問題の発見と状況の整理」の１から３まで、それ以

上あるかもしれませんが、意見を出していただきたい。 

地域の年齢構成と疾病の状況についてまとめました。年齢構成については資料３（説明略）に、

厚生労働省が出した「わが国の保健統計」の抜粋が資料５に（説明略）してあります。このまま

推移すればこれから５年後には、入院患者が多くなることが推定できます。入院設備を持つ病院

への入院要請が強くなる予想ができると思います。全国的な医師不足、加えて過酷な労働環境を

避けて勤務医をやめていくという医師が全国的に増えています。入院要望に応需できるか今後の

検討課題として残る、と考えています。次に疾病の状況ですが、資料４をご覧いただきます。千

葉県健康福祉部の保険指導課が、各市町村の平成 22 年５月の国保のレセプトを集計した結果、国

民健康保険の用類別疾病統計表に載せたもので、そこから引用しています（説明略）。 

[議長] 

年齢構成は団塊世代が多いことによるものと理解できます。あと５年後、10 年後になればかな

りの割合が高齢化してくることも予想がつきます。 

[委員] 

この数字は、平成 22 年５月に発生した各疾病の中で、匝瑳市で発生した疾病の数でよろしいで

すか。 

[執行部] 

匝瑳市、横芝光町、多古町の三つを合わせた数字です。３団体の全部の疾病数を分母として、

その中の例えば３団体の循環器系疾病を合計したものを分子にもってきたものです。 

[委員] 

その数字について、そのうちの当院が診た患者さんの数値はありますか。 

[執行部] 

それはありません。国保でそれだけの患者が５月に発生したことが分かっています。 

[議長] 

  当院の実績数が出れば、例えばどの辺の診療科にかかっていないのかなど、分析することがで

きるのですが。 

[委員] 

  第１回目の会議で、国民健康保険のデータをもとにすれば、ここで疾病状況が分かっているの
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だから、どの医療機関にかかったのかまで採れるはずではないかと申し上げた。それは技術的に

難しかったのでしょうか。 

[執行部]  

医療機関のリサーチについては委員から要望があり、市側から指示しますとの発言をいただき

ましたが、会議の後に国保を担当している市役所の市民課長に依頼をしました。ただ、もともと

国保担当ではそういう視点でデータを採っていなかったため、現在調整中です。後期高齢者につ

いては国保担当では持っておらず、県広域連合が持っているため、どうせならば後期高齢者も含

めたところのデータを取り寄せるべく、現在行っているところで結果が出ていません。 

[議長] 

  次に、２番目の「患者の指向」というところです。これは大病院指向というようなことを指す

のですか。 

[執行部] 

  これは、先生方や看護師、それから市の方が実際に肌で感じている要望や、委員には全国的な

指向、どういったところを患者さんが指向されているかをお願いします。 

[議長]  

  一般市民ではなく患者さんの要望のことですね。現実的に患者さんと接しておられる先生、看

護師さん、いかがですか。 

[委員]  

  高齢化が進んで、小児以外はほとんど老人といいますか高齢の方を診ているのが実感です。現

状は病院勤務医が尐なくなって、開業医が増えているとのことですが、勤務医をあえて選択して

いる理由は色々あると思います。急性期医療で死んでしまいそうな患者さんを治したいと考えて

勤務医をしている医師が多いのではないでしょうか。ダイナミックな看護をしたいと思っている

看護師もいると思います。先程の委員さんのようなお話を聞くと、旭中央病院を退院した患者を

受け入れるのは非常に大切なことですが、急性期ではなく慢性期医療になって、社会的入院が多

くなると思います。長期の入院になると医療ニーズがなくなり、そして退院してくださいとなっ

て、ソーシャルワーカーと相談して退院調整となります。それが病院に対する不満につながりま

す。私たちが行いたい医療と患者さんの要望との間には、乖離があることを非常に感じています。 

  当院では、常勤医が非常に尐なくて、旭中央病院の研修医二人を加えてようやく 11 人です。高

齢者が多いと体じゅう具合が悪い患者さんが多いのに、これらを担当する医師が当院では減って

しまい、対応することができません。医者の人数が尐なく科が尐ないと、病院に患者さんは来て

くれないのかなと実感しています。 

[議長] 

病院の方向性の一つに療養病床ということがありますが、現実に市民病院は急性期対応になっ

ています。老齢人口が増えてきていることと併せ、地域医療と患者さんの要望を踏まえてどの辺

の医療を行っていくか、どの程度まで患者さんを受け入れられるか、このあと検討いただくこと

になると思います。 

一般的な事例で一番患者さんから言われることは、患者説明や接遇についてです。それから、

アメニティのこともあります。 

[委員] 

  病院の施設に関しすごく老朽化が進んでいて、病室によっては雤漏りがしています。雤漏りの

原因をよく調べてもらっても分からなかった。定期的に壁の塗り替えをしてもらっても、カビが

生えてくるような状態です。ドアは観音開きで、両方のドアを開けてもベッド移動が困難です。

４人部屋の病室スペースは一杯いっぱいであり、洗面所がないのでお年寄りが部屋を出て行かな

ければいけない。トイレは仕方ないにしても、ちょっとしたところで自由がきかない。個室にし
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ても、医療機材を置くとスペースが一杯でスタッフもかなり窮屈に患者さんに接しなくてはなら

ない。一つひとつのスペースが狭くて、患者さんにお詫びしながら業務をしており、病院自体が

時代に合っていない感じです。患者さんが一人で動けるならばいいけれども、手の届くところに

物を置かなければならない患者さんが増えているのに造りが合っていない。個室料金をいただい

ているが、この部屋でこの料金をもらっては申し訳ないかなと思っています。患者さんの希望で、

一人部屋又は二人部屋に入られる場合はまだいいけれども、病状的にその部屋が必要な場合に、

お金がかかることを言いづらいです。そういうところで設備をもっと整えていって、患者さんも

働く側も新しい人に来てもらうに当たって、今どこもきれいになっている中で人気がなくなる大

きな要因かなと思います。 

[委員] 

  それでも来ていただいている強みは何ですか。 

[委員] 

  旭中央病院などでは研修医の先生が多くて、その先生たちが受け持っていますが、当院ではベ

テランの先生に診てもらえます。手術などの技術的な部分は、内部の者としては非常に優れてい

ることを知っています。医療一つひとつに関しては、売りになっていると思いますが、先生が尐

ない中で限界があって診てあげたいけれども、検査や別の患者の処置があったりして診てあげら

れないことがあります。 

[議長] 

職員がそのように感じていることは、非常に大きなことです。その辺の周知度が足りないので

はないですか。病院の内容の PR について、最初に申し上げました。私はうちに患者さんが来た

ときに、患者さんの「旭中央に行きます。」に対して、「この程度は研修医が行うかも知れない。」

と私が言うと、考え直す方もいらっしゃいます。私から他の病院の評価はなかなか言いづらいの

で、患者さんの口コミ、いい意味での風評が何とか広がってくれないかと思っています。 

[委員] 

  ちょっと心配なのは、ベテランの先生にたくさん患者さんが来てくれるのは嬉しいけれども、

先生の負担が大きくなり過ぎることです。 

[議長] 

いかに医師を確保するかにつながっていくことです。 

[委員] 

研修医に対し本当の医療の中身が見えるように、PR 戦略を打っていく必要があります。ほかの

ところでは、研修医が何も分からないで診察をして患者さんが怒ってしまうのをよく聞きます。

町医者ならば患者さんに怒られながら育つこともあり得るでしょうが、そういう訳にはいかない

ので戦略を考える上で必要なことかと思います。 

[委員] 

当院には千葉医療センターから、毎年春先に１か月くらい地域医療の研修に来てくださってい

ますが、ああいう先生方を受け入れることはできませんか。今いる先生方の負担を減らすために

は、新たな先生に来ていただくしかない。今の先生たちは検査ができないと診てくれない。機械

がないと何もやってくれないので、外来で当直をやっていると、先生たちは検査できないから診

ないということがあります。当院では、ベテランの先生たちの技術を学んでもらえるような病院

だと思います。 

[議長] 

地域医療再生会議の中で病院の新築の話が出たときに、県からお金を出していただかないとと

てもできないということでした。周辺では、多古中央病院も東陽病院も旭中央病院も建て替えま

した。この病院は、建て増しした部分でも 30 何年か経っていますので、施設の中の老朽化はかな
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り苦しい状況です。 

[委員] 

病院そのものを建て替えようという検討は、何年か前にあったのですか。 

[委員] 

建て替え自体はなかった。今回のようなあり方検討委員会は、資料が残っていますがなかなか

実施までいかなくて、成果が出ていません。 

先ほどの委員から病院の強み、いい面があることを出されて非常に心強く感じました。強みを

もっと活かしていき、市民に PR して患者を確保していくことと、病院の医療の理念、基本的な

方向がこれまで確立していなかったので、どういう方向に向かっていくのか、この検討委員会で

目ざす方向をきちんとして、市の執行部の方にもコンセンサスが得られれば、決して改築につい

ても市が全然考えないということではない。ただ、全然方向が決まっていなくて現状のままでた

だ器だけ新しくすれば、すべて解決するものではない。全国的にも、病院は造ったけれども医師

は集らない、赤字が増えた病院がたくさんありますので、そういう轍は踏みたくない。一定の方

向性を出していただいて、それが固まってから改築の話をすることだと思っています。 

[議長] 

そういう要望に応えるためにも、医師確保が重要だと思います。 

[委員] 

この施設では、医師は 100％来ないと思います。 

[委員] 

先程委員からあった機械に頼らないという話について、建物だけでなく先生方の技術、スキル、

ノウハウ、こういったものに頼って来る医師はいないのでしょうか。 

[委員] 

いないと思います。私くらいのスキルでしたらいるでしょう。ここの地域で頑張ろうという医

師はいるかも知れないが、それ以外で何もわざわざ匝瑳市民病院を選ぶ医師はいない。欲しいと

ころはいっぱいあるのです。旭中央病院だって本当は欲しい、欲しくてしようがない。そういう

中で、わざわざここに来たい医師は本当に尐なくてほとんど 100％いない。 

[議長] 

ここのところは地域医療の分野であり、今後は尐しずつやってみたいという医師が出てきてい

ます。その辺は、医師へのアプローチの仕方とか方法を考えて、諦めずに知恵を絞っていかざる

を得ないのではないでしょう。 

[委員] 

そうせざるを得ないが、現実はどうか。銚子の例を見ればよく分かると思います。 

[議長] 

銚子の場合、事業管理者のあり方の問題があるかも知れません。 

[委員] 

銚子は 12 月議会で病院が赤字なので、一般会計からの交付金を追加する補正予算を出したのだ

が、常任委員会で否決になっています。一般会計から繰出しないと、資金ショートが目の前に迫

っているので、再閉鎖の危険性があります。そういう事態は絶対に避けなければならない。 

[委員] 

若い患者は綺麗なところに行くでしょう。交通の便やこの地域でないと困る患者、お年寄りな

ど近くないと困る患者は、来ていただけると思います。あとは経済的に困難な患者は頼って来ら

れるでしょう。しかし、自分が自由に選べる方たちは、まずおいでにならないと思います。 

[委員] 

この病院施設であれば先生方は来ないと言われましたが、副市長が言われたように、病院は造
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ったけれども先生が集らなければ無駄な投資になる。新しくして先生方が来る可能性があるので

あれば、そういった方向は十分あるのではないですか。 

[委員] 

市のやる気の部分も大事で、建てて何としてでもというくらいの意気込みがあるならば、もし

かしたら来てくれるかも知れない。でも様子を見て、来なければ仕方がないかなという所に、生

活を掛けて来るとは思えません。 

[委員] 

市が投資をして建てるとするならば、損益分岐点をきちんと立てる立てて診療科別にどのくら

い稼いでいるのかという話になると思います。 

[委員] 

それくらいひどい建物だということを言いたいのです。 

[委員] 

それはそこで議論を終わらせる話なのか、もし建てたらどうなのか、先生の思いとしてはいか

がですか。新しく建てるならばやりましょう、という話なのか別問題なのかどうですか。 

[委員] 

モティベーションは上がると思います。 

[議長] 

医師を招へいするという観点からはどうですか。 

[委員] 

それは最低限のことです。それができないところで、来るかと言われればそれば無理だと言わ

ざるを得ません。千葉大の医局人事では来てくれるでしょう。一般的な公募では、ほぼ不可能だ

と思います。医師の選択肢は、ほかにいっぱいあるのです。医師の技術は、今平準化しています

ので脳外科の福島先生のような突出した技術を持っているわけではなく、きちんとした医療をや

っていくというだけで特にそこを選ぶ理由にはならない。市の方がやる気を見せないといけない。 

[議長] 

これは代弁する訳ではありませんが、正直のところ前市長は病院と距離を置いていて、熱意を

持っている感じは余り受けませんでした。今の市長は就任１年と尐しですが戦略会議等で懇談し

ており、今後病院と市の執行部との密接な関係も必要と思いますが、その中で熱意を発揮される

と期待しています。 

[委員] 

市長には、現状を理解していただきたいと思います。 

[委員] 

市民意識調査の結果を見ますと、既存の施設の改修を希望する市民が 45％ある。建て替えをす

れば税金の負担が市民に来るので、今の改修で頑張ってもらうしかないというのが市民の考え方

です。先生方から技術力をＰＲされてはどうですか。 

[委員] 

何度も申しているように、現場に期待するのは無理です。これ以上頑張れというのは無理です。 

[委員] 

現場も我々サポーターも一生懸命やろう、と盛り上げながら頑張ろうではありませんか。医師

から頑張れないと言われればガックリです。 

[委員] 

皮膚科の開業医が旭市に移転しますので、病院の皮膚科が忙しくなると思います。私も一生懸

命病院の宣伝に努めていますので、よくなって欲しいです。 

[議長] 
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医師導入が一番の対策ですので、以前にも申しましたように診療以外の雑務が余りにも多過ぎ

るので、軽減できるようにすることが取りあえず当面の課題です。 

市民の要望につきましてはいかがですか。 

[委員] 

先日、銚子の市民と接する機会がありましたが、今のような形になってしまって非常に残念だ、

と切々と訴えていました。 

[委員] 

  市民病院をやめるのは絶対に避けたい。市民の方ががんにかかり旭中央病院で診てもらったと

きの話ですが、70 歳過ぎまで病院も健康診断も受けなかったが、ある時突然手の骨が折れてしま

った。元は肺がんであったが、手の施しようがなくて家に帰されてしまった。手術もできない、

投薬もできない、ただ痛み止めの強い薬を注射するだけだそうです。その方はお金はあるが一人

暮らしで、近所の親戚が順に見ている状況です。当院に入りたい人がたくさんいるのですが、年

寄りの面倒を見ることになって熱意ある医師が大手術をするのではなく、治らない人が死ぬまで

いるような病院になってしまうのは本来ではないかも知れないが、市民としてはそういう病棟も

造ってもらいたいです。家で見られない方のための施設がほしい。 

[執行部] 

10 年以上も前に、この地域の高齢化が進んでいることを前提にして、市民の医療ニーズに応え

るためにはどうしたらいいのか考えました。行き着いたところは、ケアミックスであり一般病床

と療養病床を両方持つのがいいとなりました。先ほど、市民は改修でという方が多いということ

でした。この病院を改築して療養病床の基準を満たせるのか色々検討しました。とても古い建物

であって、療養病床基準を満たさないということでした。建物を建て直すしかダメで、一般病床

自体も非常に狭くて働きにくくてこれを直すには広げなければならない。ところが、既存の建物

を広げることはできない。一番新しい建物でも 28 年を過ぎて雤漏りもします。今まで手を入れて

持たせてきていますが、これを改築で本当にいいのか、普通自分の家だったらそんなことは考え

ないところです。なおかつ、若い人は入院しないだろうと委員から言われたが、私が見ても自分

の家にいた方が余程快適です。それぞれの住環境は非常によくなっており、本来ならば病院は病

んだ人が療養する場所ですから、自宅よりももっと快適であった方がいい。そのような療養環境

の提供ができない。根本的に変えるには、改築では無理だと思っています。 

医師と同様看護師が足りなくて、募集してもなかなか集まらない。看護部長は大変苦労してい

ます。建物が新しい、綺麗である、働きやすそうだという所に集まっている。医師は必ずしもそ

うではないが、建物は非常にハンディになっています。現在の建物は 10 対１看護の一般病床です

ので、平均在院日数は 21 日以下なのです。やむなく 90 日というような患者もいますが、全部お

しなべてクリアしないと患者さんを増やすことによって診療報酬を減らすことになりかねない。

健全経営のために長期入院を入れていったら経営がもたない、これが診療報酬の実態です。すべ

て市民の要望を入れていくことは、現実的ではありません。だからこそ、ほかの病院に行っても

らうというような連携が大切なのです。療養病床を持った方がいいかどうか、経営の問題からす

ると今の公的病院の職員給与からすると、決して黒字にはなりません。洗いざらい出して計算し

たことがあるが、旭中央病院が黒字経営できているのは超急性期がたくさんいるからです。そう

いった患者さんが多いので、なんとか黒字を出している。旭も市民病院としての役割があるでし

ょうが、長期の患者さんを入れるところは持っておらず、持つとその分だけ嵩んでくる。そんな

ジレンマの中で仕事をしているのです。その辺をご理解いただきたい。 

[委員] 

病院の償還金は今どうなっていますか。 

[執行部] 
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まだ残っていますが、今元利償還金２億５千万円返しているのが平成 25 年になると８千万、順

次５千万とだんだん減っていきます。 

[委員]  

医療機器の起債分が今後残っていきますが、本体の方はかなり減ってきます。一般病床プラス

療養病床、それに地域医療、在宅医療を加えて病院の強みを活かしていくことで、一定の方向性

が出ればそれに向かって市としても改築を検討していくことも一つの方向かと考えます。若干バ

クチ的な要素があるかも知れませんが、何もなくて建てるよりもいいのかと。病院の理念、進む

べき方向を決めた上で改築をして進めていく。医師の募集をして患者確保をしながら建て替えを

するのが、職員にとっても働きやすいし将来展望が持てることになるのではないかと考えます。 

[議長] 

住民の年齢構成からしても、自治体病院に療養病床を入れるのは避けて通れないことです。長

期の入院が必要な人が私の周りにもおり、必然的に増えていくので多尐赤字でもそういうところ

は公共の分野で必要なことです。 

あと、建て替えるには、第一線のスタッフに頑張ってほしい。全部療養型にすることはないと

思いますが、二つの方向、一つは急性期をしっかり担えること、二つ目は行き場のなくなった人

たちを何とか受入れられること、が考えられます。 

[委員] 

高齢化は避けて通れないことですが、だからといって療養病床を中心にという話でもないと思

います。高齢化に対応した上でも、急性期の病院として手術も実施していく施設であるべきだと

思います。もう一つは、地域に住まわれている患者さんが外に出られないと、病院のスタッフは

診に行けないとなると、市として市民の健康管理から診療その先までを、市全体・地域全体で考

えていくことが必要だと感じます。 

[議長] 

在宅については、医師会でも考えていかなくてはいけないことだと認識しています。 

[執行部] 

老健の事務局長を兼務していますが、老健の利用率を尐し上げてくれるようお願いしています

が、職員から出てくる答えは、重症化されている患者さんは結局病院へ行ってしまうということ

がある。当院では訪問看護も行っているが、重症化されている方はすべて病院へ行ってしまう。

なぜかというと、家に家族はいるが介護する人がいない。家族何人かはいるが力がない、介護力

がない。年齢の話をしましたが、今から年齢が高くなってきますと、寝たきりの方は当然増えて

くる。それを旭中央病院を含めた病院がずべて収容できるのか、それは無理だと思います。介護

力を高めていく地域の方々の介護の技術力、知識力を高めていく方策は市も含めて地域全体で考

えていく必要がある。そうしないと、医療が高齢者を支え切れないという状況が出てくると思い

ます。そういう部分も併せて、市の方として広い目で見ていただければありがたいです。 

[委員] 

去年行った市民アンケート調査の中で、市民の一番の要望としては救急医療で 62.2％と多かっ

た。医師・看護師が尐ない中、現状ではなかなか市民要望に応えられていない。それをどうする

かは課題だと思いますので、検討していただけるとありがたい。 

私個人の意見を述べると、近隣の状況などを見ると地域の開業医の方、つまり医師会の方々の

協力を得て在宅当番医制により二次救急を、例えば夜間７時から 11 時まで病院に来て交代で救急

医療を担当していただきたい。当然報酬はお支払いします。それができれば勤務医の負担も減る

わけで、医師会の了解が必要ですが検討できないでしょうか。 

[議長] 

私も個人的に考えています。やろうと話してはいますが、なかなか了解が得られない。戦略会
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議でも意見は出たのですが、山武市や八千代市といった大きな市の例があるが、市民のことを考

えれば本当はできればいい。 

[委員] 

医師会もやや高齢化していることは承知ですが、医師会には頼れないですか。 

[議長] 

正直、難しい。例えば当直を月２回程度の形が可能かどうか、医師会としては大きな話であり

市の予算も必要になる。その辺のところは担当理事さんと市長さんとの話し合いが必要かと思い

ます。 

続きまして、２番の「周辺の病院、診療所の状況について」、これは何かデータはあるのですか。 

[執行部] 

データは用意しておりません。 

[執行部] 

旭中央病院から内科医師を２名派遣していただいていますが、旭本体の医師が実は３年くらい

前から徐々に減っていて、更に今年度末でかなりの数が減るようです。 

東陽病院も内科医が減るという話が聞こえてきます。 

多古だけ現状維持の予定で、その他はすべてマイナスという状況です。非常に厳しい現状です。 

[委員] 

旭中央病院の年齢分布はどうですか。 

[執行部] 

若手、中堅が抜けて尐なくなるという噂です。 

[議長] 

駅前の皮膚科医院は 12 月 27 日をもって医師会を退会する予定です。 

医師会の先生には、親譲りで２代、３代でやっている方と私のようにほかから来て始めた者と

いますが、それなりに生計を立てていられる程度には患者を診ているところです。病院との連携

につきましては、病院からはデータが取れない状況なので、どこへどの程度行っているか分から

ない。私の医院からですとこの前ザッと調べたら、外来、入院と検査で年間 100 人くらい紹介し

ています。旭中央病院へは 60～70 人くらいの紹介件数です。開業当初は病院に結構お願いしてい

ましたが、開業して 20 年近く経ちますので、だんだん紹介は尐なくなってきています。医師会と

の連携を見る上では、どこから何人くらい来ているのかデータは病院で持っていただければあり

がたいと思います。 

[委員] 

データについては、人の問題ですかそれとも技術的な IT の整備環境の問題ですか。 

[執行部] 

  まずは IT 化されていないことがあります。IT からもってくることはできない。そうすると、

各診療科のところで紹介状を持って来られた方を引っぱっていかなければならない。今までのと

ころ、意識的に取る形をしていなかったので、あるところとないところとがあり統一されていま

せん。 

[委員] 

さらにこれ以上負担をかけるのか、ということに繋がってしまう。 

[執行部] 

それは医師に聞かなくてもできますので、今からそういった形を構築いくという形でしかでき

ない。過去に遡って引っぱるのはかなり困難です。 

[委員] 

ダイレクトにクリニックから先生にかかってくる電話があるが、そこは先生から地域連携室で
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一旦受けて回していくようにしないと、データが取れない。 

[議長] 

多分この場合は診療情報提供料が取れますので、必ず紹介状の情報が行っていると思います。

手作業になるかも知れないが、数えれば出るはずです。それを病院としてどういうふうに行うか。 

[執行部] 

  以前でしたら、病院と診療所の診療情報提供料は違っていましたが、一元化されました。その

提供料は引っぱって来られますが、その内訳は分からない。 

[議長]  

紹介状を持ってきた患者さんのチェックは、各科の受付でできると思います。 

[委員] 

外科では必ずやっています。 

[執行部] 

私は前から全部チェックしていましたので、外科についてはどこから何件かは把握しています。

全科でできているかは分かりません。 

[執行部] 

内科も外来を通したものは、全部チェックしています。 

[委員] 

事務局で集計できていないのはなぜなのか。検討したいのにデータがないことは結構あること

です。IT のせいなのか、それとも仕組のせいなのか、人のせいなのか。 

[執行部]  

基本的にはデータを取ってという視点では、今まで事務整理がされてきていませんので、「でき

ていません。」ということになります。 

[議長] 

これから経営をどうしていこうかということなので、何とか改善をしていかなければと思いま

す。 

周辺医療環境については、この辺のところでしょうか。 

[委員] 

県の方ではどんなふうに把握されているのでしょうか。 

[議長] 

かなり危機的だと思われていることは事実だと思います。 

[委員] 

７月ころからどういう状況か確認していますが、院長先生が言われたことは最近になって出て

きた動きだと思います。県では年明けに全体的な動きを把握することになっています。かなり厳

しいことはこの地域だけではなく、ほかの地域も同じような状況で、地域の病院に来てくれるお

医者さんが尐ない。 

[議長] 

全国的にも千葉県は医師数が非常に尐ない。 

取りあえず、今日のところは３番まで進めたいと思います。市民病院の強みについてです。 

[執行部] 

抽象的なものではなくて、国保の病院としてすべての病院が基本的な理念として挙げている地

域包括ケア、医療というものがあります。それに基づいて我々のところでは、在宅ケアを早くか

ら始めていてその一環として地域ケア部を作っています。その中の核になっているのが、24 時間

態勢の訪問看護ステーションです。訪問看護ステーションで看護部長がターミナルケアに取り組

んできましたので、がん末期を含めて 24 時間ケアするというシステムをずっとやってきています。
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その中で医師も訪問医療を行い、なおかつそれが当院だけのものではなくて橋場会長率いる匝瑳

医師会が在宅の 24 時間共同診療システムを行っています。それ程多くの患者さんを扱っているわ

けではありませんが、医師会と当院が密接にタイアップして地域医療に取り組んでいることは、

ほかのところでは見られない特色であろうと思います。その辺のところを周辺は我々を目標にし

て、尐しずつ整備しているところは誇れるところです。ただ残念ながら、訪問看護も訪問診療も

出ていく医療は、どうしても赤字になってしまうのが今の診療報酬制度の現状です。これから本

当に高齢化が進んで、多死の時代に入ります。どこで亡くなるかという話ですが、病院でみんな

亡くなるというと、病院の病床の３分の１が死ぬ人のためになってしまうという状況があと 30 年

経つと来ますので、これだけは避けなければならない。そのためには、在宅医療を地域の病院と

医師会とそこの社会で共同して構築していくことが一番大事なことだと思います。この辺のとこ

ろは、さらに前進させていきたいと考えます。頑張っても赤字が解消できない訪問看護も、そう

いう意味では悩みがあります。私は当院の一番の強みはここにあると思います。 

[議長] 

今後否応なしに在宅医療は高まってくると思います。医師会としても在宅ケアフォーラムとい

う市民向けの講座を行っています。医師会は医師会なりに在宅の活動をしているところです。 

[執行部] 

私も当院に来て、こういう病医院と在宅が密接にかかわる素晴らしいシステムを作っているの

は、県内にもほかにないのではと思います。千葉市にもそういう病院はないのではないか。そう

いう面では、全国的にもそういうシステム全般を作っている病院は非常に珍しい。 

病院内だけでも忙しい現状ですが、在宅を回り始めています。本当は在宅支援病院の指定を取

ろうとすると、24 時間医師も対応しなければならない。在宅支援病院の資格を取れれば経営的に

かなりプラスになるが、やはり医師が尐なくて現実的には今のところ取れていない。 

[委員] 

今のお話は市の行政側でどれくらいお分かりになっているでしょうか。 

[委員] 

地域ケア部の話は、来月号の広報そうさの病院コーナーに特集の形で掲載予定になっています。

市民の方にどんどん PR して、病院の強みだとか訴えていくことが必要だと思っています。やれ

ばやる程赤字が出るという部分もあるのでしょうけれども、強みは活かしていく必要があるのか

と思っています。私は素人ですが、在宅医療、地域医療をやりたいという医師が多いのではない

かと思います。匝瑳市民病院がそういう病院であることをアピールして、全国から医師を確保し

てその医師に救急医療の部分も若干担っていただく、ということで強みを活かしていく。一般病

床も確保しておくという方向ができないものかと思います。 

[委員] 

市がどのくらい本気でバックアップするか、金銭的なことも含めてだと思います。 

[委員] 

介護保険の話をすると、在宅医療の方が施設医療よりも報酬額が低いから財政的にも負担が低

くなる。特養とか老健に入ると、それだけ報酬額、費用が上がりますので市の財政負担も上がっ

てしまいます。在宅医療を推進する必要性は、市としても認識しています。 

[執行部] 

地域ケア部のことをもう尐し説明しますと、居宅介護支援事業所が特定事業所加算といって、

主任ケアマネージャーを一人置いてケアマネージャーを全部で４人置くと、利用者１名に対して

５千円加算がつきます。県内で特定事業所加算を取っている施設は７事業所しかありません。 

特定事業所加算(Ⅰ)を取っている事業所は、地域包括支援センターよりたくさんの課題を抱えて

いるケースのマネジメントの依頼を受けることができます。地域包括支援センターと強いパイプ



 16 

でつながっていることで、ケースの紹介を受ける。そこから、必要に応じて自グループの訪問看

護サービスへつなぐといった事業展開が可能になっています。顔の見える関係から地域の中で課

題を抱え、生活困難なケースを拾い上げ支援していくこの地域ケア部の活動は、大きな強みだと

思います。 

また、全国的にがん患者は増えていますが、当院でも診断から手術、抗がん剤治療、終末期ケ

ア、在宅における看取ケアまで、トータル的にかかわっています。大病院では難しい細やかなト

ータルケア（最初から最後まで）は、地域に密着した市民病院だからこそだろうと思います。 

 [委員] 

病院のいいところ、当院に来れば旭中央病院にできないようなことをどんどん広報そうさやホ

ームページで紹介してください。具体的な病気や症例を含めて説明してあげた方が市民は分かり

やすいです。 

[執行部] 

３月号で予定しています。 

[委員] 

ホームページでどんどん広報した方がいい。 

[委員] 

今日お話を伺っていて当院のよさを再認識し、心強く思いました。 

[議長] 

一生懸命やっていることを分かっていただくよう、医療の中で建物やその他の問題もあると思

いますが、プライドをきちんと持って日々努力されるようお願いします。職員に嫌われるような

病院になってはどうにもならないですから。 

弱みは先程から出ていた医師、看護師不足と建物の老朽化の二つでしょう。救急についても病

床利用についても医師、看護師で解決する問題です。 

[執行部] 

市民から一番要望の強いものは、救急、特に夜間救急ですが、医師だけでなくて放射線科や検

査科の人数も尐ない。医師の今の数の中で夜間救急をきちんと受けるというのは、もうとても今

はできない。医師が疲弊してしまって、申し訳ないけれどもこの辺については、現状では頭を下

げるしかないです。せめて夜中でなく、夕方のスタッフのいる時間になんとか救急を受けていた

だきたい。そういうことで今動いています。近隣のところの医師が減尐しそうだという話をしま

したが、現にいる医師を減らさない努力をしており、私が院長になってからずっとそんな話をし

ています。なんとか止まって一緒に仕事をしてほしいのが現状で、あと５年経つと地域枠の医師

が千葉大から 30 数名出てくる状況です。その辺が転機になるのかなと、楽観的な見方をしている

教授もいます。尐なくとも県内に止まる約束の医師が、年間にそれだけ出てくるわけで尐しは回

復するだろうと思います。そこまでは耐える時期かも知れません。 

[議長] 

地元の高校生へのアプローチについて局長と話しましたが、高校レベルよりも中学レベルでの

情報収集してみてはいかがかということで、お願いをしました。 

県では、自治医大の卒業生の情報はどうですか。他県では余剰も出ているようですが、そうい

った医師は呼べませんか。 

[委員] 

義務年限を終了した自治医科大学の卒業生が集まった組織として地域医療振興協会というとこ

ろがあり、指定管理者として活動しているようですが、具体的なことはよく見えていません。 

[議長] 

次回は 1 月 25 日（水曜日）午後５時 15 分の開催とさせていただきます。 
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以上で、本日の会議を終了します。 

 

４ 閉 会 


