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第６回国保匝瑳市民病院 

新改革プラン及び建替整備検討委員会会議録 

 

開催日時    平成２９年２月２３日（木） １３時５６分～１６時１０分 

開催場所    匝瑳市民病院２Ｆ第１講義室 

出席者     小林欣夫委員、田中信孝委員、江波戸久元委員、梅原佐一委員、木内成幸委員、 

勝又康之委員、山﨑良夫委員、菊地紀夫委員、宇田毅彦委員、越川則子委員代理、 

角田道治委員、太田和利委員、宇井和夫委員、市原繁委員 

欠席者     なし 

オブザーバー  千葉県健康福祉部医療整備課 

事務局     国保匝瑳市民病院 

事務局長 日下潔、事務局次長 林鉄也、医事班統括 髙村健児、 

建設準備室長 太田和広、建設準備室副主査 濁川光宏 

アイテック株式会社Ｃ＆Ｅ事業本部 

高橋孝治、岩瀬英一郎、河田知美 

                                                 

【次 第】 

１ 開会 

２ 議題 

（１）パブリックコメントの実施結果及び新改革プランについて 

（２）新病院概算事業費について 

（３）新病院収支計画について 

（４）事業スケジュールについて 

（５）基本構想における再協議事項について 

 ①新病院病床数 

 ②経営形態 

３ その他 

４ 閉会 

                                             

【配布資料】 

資料１：新改革プラン（案） 

資料２：パブリックコメントの実施結果について 

資料３：新病院概算事業費と財源内訳 

資料４：新病院収支計画 

資料５：事業スケジュール 

資料６：基本構想における再協議事項 

参考資料：新改革プランの収支計画と新病院収支計画との比較 

                                             

 

１ 開会 

 

【事務局】 

 本日は足元の悪い中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。定刻より少し早いですが、全員

お集まりいただいていますので始めさせていただきたいと思います。ただいまから第 6回国保匝瑳市民病院

新改革プラン及び建て替え整備検討委員会を開催いたします。本日の出席委員は 14 名、欠席委員はございま

せん。したがいまして、本日の会議は成立していることをご報告いたします。 
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続きまして、資料の確認をさせていただきます。事前にお配りしております資料 6 点でございます。資料

1として新改革プラン案でございます。資料 2としてパブリックコメントの実施結果についてでございます。

資料 3として新病院概算事業費と財源内訳。資料 4として新病院収支計画でございます。資料 5 として事業

スケジュールでございます。最後に資料 6 として基本構想における再協議事項、この 6点でございます。資

料は皆様お持ちでございましょうか。よろしいでしょうか。 

また、本日追加で配布させていただいたものが 2 点ございます。1 点目が新改革プランの収支計画と新病

院収支計画との比較資料でございます。後ほど詳しくご説明させていただきます。2 点目が 2月 13日に市議

会議員の方へ説明会を開催させていただきました。そのときに各議員からの寄せられた意見でございます。

これについては、読み上げ資料の補足という事で印刷をさせていただいております。 

配布漏れはございませんでしょうか、よろしいでしょうか。本日の議題は 5 件用意させていただいており

ます。議題 1がパブリックコメントの実施結果及び新改革プランについて、議題 2 が新病院概算事業費につ

いて、議題 3が新病院収支計画について、議題 4 が事業スケジュールについて、議題 5が基本構想における

再協議事項についてでございます。委員会の進行につきましては、委員長に議長をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

【議長】 

 皆様お忙しい中ごくろうさまでございます。本日の議題は説明ございましたとおり 5件ございます。皆様

におかれましては、慎重審議のほどよろしくお願い申し上げます。それでは初めに市議会議員さんからの意

見ということで説明を事務局からお願いしたいと思います。 

 

【事務局】 

 それでは 2月 13 日に開催しました検討経過報告会の際に、市議会議員から寄せられたご意見ということで

3 点説明させていただきます。まず 1点目、経営形態が地方公営企業法の全部適用に移行して 5 年が経過し

ようとしている。この 5年間の経過の検証と今後の経営形態がどうあるべきかを検討してほしいということ

でございます。2点目、新改革プラン案に記載されている経営形態の内容は、指定管理者、民間譲渡といっ

た説明がなされているが、公設公営や公設民営といった記載がないため、市民にわかりづらいのではないか、

もっと丁寧な記載をすべきではないかというようなご意見をいただきました。3点目といたしまして、想定

をしていたことと現実とは違うことが多いので、建て替えにあたっては、周辺で建て替えた事例の中でよかっ

たこと悪かったことを含めて研究してほしいといったご意見等が寄せられております。以上でございます。 

 

【議長】 

 この 3 点ございますが、ただいまの議員の方からの出されました意見について、委員の皆様いかがでしょ

うか。何かご意見ございますでしょうか。具体的に周辺で建て替えた事例をということで、何かおっしゃっ

ていましたでしょうか。 

 

【事務局】 

 特にどこの事例ということはございませんでした。ただ、実際に建設が始まった場合には想定していた計

画とだいぶ違ってくることがあるので、先行して建て替えを行ったところでは、こういった問題があったと

か、こういう点がよかったというものを十分研究してくれというようなご意見でございました。以上でござ

います。 

 

【委員】 

 この委員会に振られてもそんな時間あるんですか。至極当たり前のことしか書いてないと思うんですけど。 

 

【議長】 

 お受けしましたということでよろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 はい。 

 

【議長】 

 この委員会からこれに対する意見はないということで、十分この意見を踏まえまして討議をさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

２ 議題 

（１）パブリックコメントの実施結果及び新改革プランについて 

【議長】 
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それでは、議題 1に移らせていただきます。このパブリックコメントの実施結果及び新改革プランについ

てということで議題とします。事務局から説明お願いします。 

 

【事務局】 

 それでは説明をさせていただきます。資料 1の新改革プランと資料 2のパブリックコメントの実施結果、

この 2点をご用意ください。最初に資料 2 のパブリックコメントの実施結果ということでご報告をさせてい

ただきます。資料の 1 にありますように、パブリックコメントの意見の募集期間としては、1月 16日から 2

月 14 日までの 30日間実施いたしました。意見の提出件数としては 2 件、お二方から 2件ということでござ

いました。最後のページに付けてありますように、住所、氏名が記載されていない意見ということで 3 件ご

ざいましたので、そちらについては参考としてお付けしております。 

1 ページに戻っていただいて、それぞれの意見ですが、まずお一方からいただいた意見については、改革

プラン全般の文言の追加ですとか文言の修正ということでありましたので、それぞれを 1 件とするのではな

くてまとめて 1 件というような形の捉え方をさせていただいております。もうお一方からは具体的に意見の

提案があったということでございます。1ページをご説明させていただきます。意見の脇に事務局案と書い

てあって、修正の欄に無しということが書かれている部分があるかと思うんですけれども、こちらについて

はとりあえずの事務局としての考え方をこちらに書かせていただいていまして、修正をするかしないかにつ

いても、本日の委員会の中で違うご意見で修正をしたほうがいいとか、ここはこのようにしたほうがいいと

いうことがございましたら、その意見をこの資料の回答欄に持っていきたいとそのように考えていますので

参考としてご覧ください。 

では、最初の説明をさせていただきますと、まず 1ページということで改革プランの 1ページをご覧いた

だきたいのですけれども、ここについては策定の趣旨ということで書かせていただいているページです。こ

この 8行目と 9 行目の間に以下の文言を挿入、あとは 19 行目から 20行目の間には文言の修正、24行目もや

はり文言の修正ということで、1 ページ目については 3 点の意見がございました。ちょっと読ませていただ

きますと、8 行目と 9行目「依然厳しい経営環境におかれている公立病院が多いところである」というとこ

ろから「当院においては」と続くのですが、その間に、「その主な要因として自治体病院は政策医療の観点

から在宅医療の両輪となる訪問看護事業や居宅介護支援事業、夜間救急医療、小児、周産期医療などの不採

算医療等を担う役割を使命としていること、2、医療人材、特に医師不足による診療科の縮小、病床機能の縮

小による医療収益の減少、3、国の診療報酬制度の見直し、4、国の自治体病院に対する地方交付税制度等の

見直しが挙げられます」というのを追加したらいかがかというご意見です。19 行目から 20行目については、

これは、「地域医療構想を踏まえた役割の明確化という新たな視点を」という文言を「地域医療構想を踏ま

え、市民や地域の医療ニーズにこたえる自治体病院の役割を一層発揮する視点を」に修正するという意見で

す。さらに 24行目「本プランは将来にわたり持続可能な病院運営を目指すために」というのを「本プランは

市民や地域住民の方々がいつでも、どこでも、誰もが健康で安心して住み続けられるまちづくりの一環とし

て地域医療の充実を目指すために」と修正するというご意見です。事務局で検討させていただきましたが、

案に書いてありますように、策定の趣旨に関する文言の追加修正のご意見ですが、策定の趣旨については現

在の記載内容で過不足ないものと考えますということで、こちらについては修正の必要なしと考えておりま

す。 

続いて 7 ページをご覧いただきたいのですけれども、そこからは同様の指摘になりますので、まとめて 7

ページ、8ページ、10 ページ、11ページとそれぞれ県内の状況が書かれています。病院数ですとか病床数と

いうことで県内の状況が書かれている中に、全国的な平均との比較を書いたほうがいいのではないかという

ご指摘です。これに関して事務局の考えとしては、新改革プランについては千葉県の地域医療構想に沿った

計画とするため、参考資料等については原則として千葉県内及び香取海匝医療圏、横芝光町を含んでの比較

としています。そのため本資料において全国平均との比較は必要ないと考えていますということで、修正は

必要なしと考えております。 

次に 29ページをご覧いただきたいのですけれども、ここは文言の修正ですけど、上から 3行目に「病床機

能」というのを「病院・病床機能」に改めて、そこの文章の中に病院の機能を追加したらほうがいいという

ことで書かれています。「また、病院機能としては、医師や看護師など医療従事者を確保し、地域に不足す

る医療、とりわけ小児医療、周産期医療、眼科、耳鼻咽喉科、整形外科など診療内容の充実を図り、若者の

定住など市民が安心して住み続けられる地域作りに貢献できるようにします。」を追加したほうがいいので

はないかということです。これに対する事務局の考え方なのですけれども、医師確保やそれを必須条件とす

る診療科の増設は、現状では大変難しい状況です。このため、この新改革プランでは現状の体制で病院の経

営改革に取り組むものということで、修正なしでいいという考え方をしています。 

続いて 31ページをご覧ください。31ページの 1 番下ですね、（6）住民の理解というのがありますけれど

も、ここの 3行目に「その実現は難しいものがある」を「引き続きこうした市民ニーズを踏まえて、より充

実を目指すこととします。」ということに置き換えたらいかがかということです。ここにつきましては、市

民病院の経営改善の取り組みに対して住民の理解を確保するための取り組みを記載するものですので、記載
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の変更は必要ないと考えております。 

32 ページをご覧ください。ここは 5 番の経営の効率化という表題の変更ですとか、経営ビジョンという基

本戦略を基本理念に改めるという文言の修正ということになっていますけれども、ここについては事務局と

してはこのままでよろしいのではないかと考えています。基本戦略の 3行目ですね。「地域の医療機関及び

近隣病院との連携強化を進める」というところに、「地域の医療機関を地域の医療関係機関及び保健、福祉、

介護関係機関並びに」と置き換えたほうがいいのではというご提案ですけれども、ここについては近隣病院

との連携強化を念頭に置いていますので、現行の表記としたいと考えています。4 行目、「人員の適正配置

による経費の節減、抑制対策を進める」というのを「人員の適正配置により、効率的、効果的な病院運営を

進める」というふうに修正したほうがいいのではというご意見ですけれども、人員の適正配置による経費の

節減、抑制につきましては、本改革プランで取り組んでいかなければならない大きなテーマですので、現行

の表記としたいと考えております。 

34 ページをご覧いただきたいのですが、③経費節減・抑制対策で、全文改めという意見です。ここには「平

成 25 年医療分野の雇用の質の向上の取り組み」や労働関係諸法の順守を基本に、病院機能、病床規模に応じ

た適正な人員配置に努めますと記載したほうがいいのではということですけれども、守るべき原則は守った

うえでというのは、それはもう当然の上ですので、改めてそこまで細かい記載は必要ないのではないかと考

えて、現状の記載で十分と考えています。 

その下の非正規医療スタッフ等についても、ここでは待遇改善ということが書かれているのですけれども、

職員の待遇改善については、改革プランには馴染まないものと考えていますので、修正の必要なしと考えて

います。 

39 ページ（2）の経営形態の見直しの方向性という中で 9行目に「公設公営、公設民営にとらわれること

なく」というのを削除し、「市民や地域住民の医療ニーズにこたえる病院」と修正という意見ですけれども、

こちらについては委員のご意見として出されている部分ですので、現状のままとしたいと考えています。 

10 行目に「経営形態について」を「運営を目的に」という修正案ですが、現状のままとしたいと考えてい

ます。 

続いて、お二人目からいただいた意見を読ませていただきます。最新の医療機器及び優秀な医師がそろっ

ていれば、市民に意見を求めることはないと思う。詰まるところ赤字対策をどうするかということではない

でしょうか。そこで、以下提案したい。毎年行ってる集団健診や個人の意思による骨粗鬆検査、メタボ検査、

認知症検査、乳がん検査、その他、飲酒、喫煙、アルコール、ニコチン中毒を含めて、すべて受診は市民の

義務とし、もちろん一定年齢以上が対象であるが、これらをひとまとめにして人間ドックとして市民病院で

行う。低所得者や生活保護家庭にはそれなりの補助を行うことは当然のことである。この人間ドックは毎年

行い、例えば、人間ドックを受けない者や生活習慣病の改善が見られない者に対しては健保の適用から除外

し、以後すべて自費負担の強攻策を取る。本人に何とかしたいという意思がない者に対しては健保を適用す

る必要はない。現在、市は病院に対してどれだけの赤字補填を行っているか覚えていないが億単位ではなかっ

たかと思う。人間ドックを市民病院で行えば、かなり赤字は軽減されることになるのではないかと思うとい

うご意見です。 

これに対して事務局の回答ですけれども、市民病院の収支改善のために人間ドックを強化すべきとのご提

案につきましては、検討委員会でも病院の経営改善のために人間ドックや健康診断への取り組みの充実を検

討し、今後の新病院整備の検討過程において引き続き受診者増加につながる取り組みを検討することとして

います。なお、疾病の予防及び早期発見を目的として行っている健康診査等を受けない人や健康保持に取り

組む意思がない人への健康保険適用除外は、国民健康保険制度の趣旨として、そのような運用はできないも

のでありますと、このような回答をさせていただいて、対応なしとさせていただきたいと考えています。 

説明は以上です。 

 

【議長】 

 ただいまのパブリックコメントの実施計画及び新改革プランについて説明でしたが、対応について何かご

質問等ございましたらどうぞ。 

 

【委員】 

 この意見の内容及び意見に対する考え方の事務局案ということで、もう既に回答してしまったのでしょう

か。 

 

【事務局】 

 これは未だ回答してございません。今日の資料ということだけです。 

 

【議長】 

 ここで、このパブリックコメントに寄せられた意見を新改革プランに組み入れるかどうか、それから事務
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局の回答の案でよろしいかをご審議いただくことになります。いかがでしょうか。一つ目のこの意見、改革

プランに反映させたほうがいいかなということに関しましては。 

 

【委員】 

 すみません。よろしいですか。パブコメの最初の人の方の意見というのは、よく勉強されている方だとい

うふうに思っています。ご指摘のように 1 ページ目には、なぜ病院の経営状況が悪くなってしまったのかっ

ていう要因がどこにあるかということは、ここの策定の趣旨の中でははっきりと読み取ることができません

ので、その要因となったものを明確に記載すべきではないかと。この意見はごもっともかなというふうな思

いがしています。 

そして 19行から 20行の挿入部分についてですけど、千葉県の医療構想を踏まえて明確化するということ

で、ここではその前に匝瑳市の地域の実状を市民アンケートで取ったわけですから、その市民の実状という

か市民のニーズ、医療ニーズについてもまず第一にそれを踏まえて、医療構想との整合性と改善とかしてい

くこととかいろいろ議論することであって、この意見も率直に言って、いいのかなというふうに思っていま

す。 

24 行目、3点目ですけど、これは国保病院として市民が安心して住み続けられるまちづくりということは、

全国の自治体病院の倫理綱領の中でも謳われている内容でありますので、当然、この言い方を修正していくっ

ていうことは、この最初の趣旨の中に謳ってもいいというふうに感じています。 

それと 7 ページから 11ページまで病院数とか病床数、診療所数、医療従事者数というふうにあるんですけ

ど、私たちは香取海匝の圏域だけで見ていますが、千葉県の立ち位置っていうのは全国的にどうなのかとか、

今後市民病院が在宅医療を中心とした包括的な地域システムを構築していくっていう点でも、木を見て森を

見ない議論では進まないというふうに思っていますので、こういう全国的な都道府県との比較、特に千葉県

はこの間ずっと医療体制について、私は個人的に思っていることは極めて消極的な対応です。財政力は全国

4 番目で豊かですけど、医師等の医療従事者、ベッド数、病院数、歯医者さんを除く開業医さんの数などは、

下から数えたほうが早いぐらいの最低水準になっていますので、こういう議論も改革プランの中に、みんな

市民が見ますので、きちっとした議論の素材として明確にしておいたほうがいいと思うんです。 

それと 29ページから 31 ページに関連するんですけど、この記載の変更は意見を尊重したいと思っていま

す。医師確保と一体となることからということで、その現実が厳しいものがあるっていうふうに言い切って

しまっていいのかという表現の問題ですね。私たち市民から見ると、厳しいから我慢してくれというふうに

聞こえてくるんです。市民が安心して暮らせるために病院があって、やっぱり私たち市民から見れば、市民

が直接、医師確保のことはできませんけれども、そもそも誰がこの医師確保を含めたスタッフさんの確保を

取っていくのかということと合わせて、事前に市民の方にアンケートを取った意味合いから見た場合、どう

しても取った意味合いからはやっぱり必要なことではないかっていうふうに、個人的には病院だけで努力す

ることだけでなくて、行政も本腰を入れて本当に医師確保を含めた対策本部を積極的に進めるような、そう

いう前向きな姿勢の表現というのは、ここに働く職員の意欲という問題から見ても必要ではないのかと。十

分努力していくことも必要だと思ってます。 

32 ページですけれども、これは市民病院の基本理念っていうか平成 3 年度から既に在宅医療を展望して在

宅支援センターっていうのが立ち上がってから、ずっと病院中心に保健、福祉、医療、介護施設も含めた連

携が行われてきてるのも事実ですし、そういう実務者の会議も介護保険が実施される前までは盛んに行われ

ていましたし、そういう経過からいっても、保健、福祉、介護関係の連携っていうのは、病院がこれまでやっ

てきたという点でも事実ですし、これから地域完結型の包括ケアの実現を目指していくという点でも、こう

いう表記は必要ではないのかなというふうに思っているところです。 

長くなってすみません。34ページですけど、特に抑制という言葉を出していくと、どうしても病院の収支

の悪化の責任は、職員に転嫁するような感じを受けないでもないんですね。このまま病院機能の縮小を進め

ていけば進めるだけ悪循環に陥ると思います。それは何かというと、企業会計ですから事業活動を進めてい

くことによって収益を得るわけで、そういうための医師確保や医療スタッフが前提となっていかないとまず

いので、言い切っていいのかなという疑問があります。 

それと 39ページの経営形態の見直しの議論の前に、やっぱり私は市民病院の役割について、これまで市民

病院が果たしてきた役割から、今後その厳しい条件の中でも地域に必要とされる医療をどうやっていったら

いいのかっていうところを掘り下げていく必要があるだろうと思います。今現在いろいろお医者さんにこれ

以上の負担をかけていくと、やはり大変なことになるので、市民がどういうかかり方をしたらいいのかとか

も市民に提議していくってことも必要だっていうふうに思っています。 

2 人目の意見については最後のほうの、なおから下は、私は「運用はできないものです」っていうふうに

言うんじゃなくて、ちょっとここは工夫が必要かなっていうふうに思っています。この人が心配しているの

は、医療費が高くなっちゃって大変だっていうなら、早期発見、早期治療を徹底しようっていうような意味

合いで言っていることですから、皆保険の目的趣旨には排除するようなことできませんので、行政と一緒に

なって早期発見、予防医療ですか、そういったものもご指摘されているように、充実を図っていきたいみた
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いなことも、やんわりした言い方がいいのかなというふうに個人的に思いました。ちょっと長くなりました

けど、以上です。 

 

【議長】 

 いま、何点かのパブリックコメントに対しましての意見でございました。ほかにいかがですか。 

 

【委員】 

 それではすみません。私は全く反対の意見で、○○委員のご意見をお聞きしていて、その逆の意見を述べ

させてもらいますが、まず、1ページのこの主な要因としてということでありますけれども、これはこのパ

ブリックコメントを出された方の個人的意見であって、この場では一切検証されない中での文言かなという

ふうに思います。例えば、国の診療報酬制度の見直し、国の自治体病院に対する地方交付税制度等の見直し

があって厳しいという、その要因はいろいろと語られる部分がありますけれども、この委員会の中で一切語

られて検証されていないことを入れるということに対する危険性、私は避けるべきだと思います。 

それと、次の市民や地域の医療ニーズに応える自治体病院の役割を一層発揮する視点を、ということなん

ですが、この部分についても委員の中から、あるいは院内の検討委員会からも意見が出て、やれることとや

れないことがありますよと。それを明確にしていかないとまずいんじゃないんですかという、私もその意見

に賛成でありました。 

前回のあり方検討委員会のときの一つの提案というものが、お医者さんがあと 2、3 名増える前提の中で、

回復期、リハをやるような、そういう話でありました。前提となるものがカバーされてないとできませんよ

と、そういうものではなくて、今回のこの検討委員会では、やはり地に足を着けた検討をしていかなければ

ならないということで、できることとできないことがある。単に市民ニーズを全面的に受け入れますかとい

うことの中で、難しいという委員からの意見もあったというふうに認識しています。 

それと 2 ページ目の今の何点かのご指摘の中ですが、医師確保が厳しいということの中で、もっと前向き

な表現をということなんですが、医師確保対策については、相当取り組みをしている中で、厳しいというこ

とも実際にこれはどこの病院でも大きな課題としてあるという前提ですよね。やはり、先ほどと同じですね、

地に足が着いたできることとできないことの見分けはここでしないと、また絵に描いた餅をこの委員会が作っ

てしまっては、私はまずいのかなというふうに思います。 

それと、都道府県との比較につきましても、ここの中で議論されるべきものは、やはり海匝香取の医療圏

の中で、千葉県の医療構想との比較ということを崩すべきではないというふうには思います。 

それと、先ほど○○委員から、32ページの基本戦略の部分で、地域医療機関及び近隣病院との連携強化を

進めるという表記を、保健・福祉・介護関係機関ということなんですが、この委員会で基本戦略とするのは

医療機関、この医療分野のものを充実しようということを、この委員会の中で出していこうということであっ

て、決して別にほかのものを否定するものではない。この基本戦略の中で、特に医療機関及び近隣の病院と

の連携を強化しましょうというクローズアップした表記ですから、それはそれで私はそうあるべきなのかな

というふうに思います。 

それと、最後 39ページの指摘の中で、公設公営の部分を医療ニーズにこたえられる病院ということなんで

すが、ここの中での議論はできること、できないことの整理をしてきた中で、やはり今後できることに限定

をしていきましょうというところの表記が、こういうようなかたちでまとまったのかなと。それが今までの

この委員会の議論だったと思いますので、やはりこれも限定したところの話を集約していく必要になるのか

なというふうに思います。 

それと 2 人目のご意見のことで、これはやはりこの提案者の考え方の中で、ソフトな表現で回答すべきと

いうお話なんですが、やはりこの国民健康保険制度の中にはできることとできないことがあって、この適用

除外というのはできないことでありますので、これは誤解をされないためにもきちんと話をしていく必要が

あると。ただし、その前段で上に人間ドックや健康診断に取り組み、充実を検討しますという一文がありま

すので、姿勢は出しているけれどもできないことははっきり回答したほうがいいのかなと。私からは以上で

す。 

 

【議長】 

 それではいま相対する 2人のご意見がございました。パブリックコメントで提案された事項はこの委員会

で集約されているので、改めてご意見を入れる必要はないのではないかというご意見、あるいはこのパブリッ

クコメントは住民の皆さんからの意見なので取り入れてはどうかというご意見。いかがでしょうか。どなた

かご意見ございますか。私はこの委員会でもんできた集約されたものであるというふうに理解して読み込み

ましたがいかがでしょうか。まず 1 つにはパブリックコメントに寄せられた意見をこの新改革プランに反映

していくかどうかということなのですが。 

 

【委員】 
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 一語一句これを、ここで寄って削ってということ、委員長大丈夫ですか。 

 

【議長】 

 そうですね。この委員会としてはパブリックコメントを頂戴して、委員会でしっかり揉んだこの事務局案

を提示するということで承認していただければと思うんですがいかがですか。よろしいですか。 

 

【委員】 

 異議なし。 

 

【議長】 

 はい。ではそのようにさせていただきます。それではまずこの新改革プランについては原案のとおり、よ

ろしいでしょうか。 

 

【一同】 

 はい。 

 

【議長】 

 そして、パブリックコメントの実施結果については別紙のとおり事務局案ということで承認ということで

よろしいですか。 

 

【一同】 

 はい。 

 

２ 議題 

（２）新病院概算事業費について 

【議長】 

 ではそのようにさせていただきます。それでは第 2に移らせていただきます。議題 2、新病院の概算事業

についてです。事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 それでは資料 3、新病院概算事業費と財源内訳という裏表 1 枚の資料をご覧ください。まず概算事業費、1

番で概算事業費積算の前提条件ということでお示ししています。概算事業費を積算するうえで、病床数、延

べ床面積及び建築単価については次のとおりとしました。まず病床数ですけれども病床数は 100 床というこ

とで仮置きさせていただいております。事業費を積算するうえでの一応の目安として 100 床の病院を建設す

るものとしています。 

延べ床面積については 8000 ㎡。これは「80 ㎡×100床」の 8000 ㎡ということです。なぜ 80㎡を根拠にし

ているかというと、これは 50 床から 199床までの公的医療機関の新築病院、出典は 2007年から 2016年の建

築データベースということで取っておりまして、1床当たりの床面積の平均が約 80 ㎡ということで、仮にと

いうことで 8000㎡とさせていただきます。 

建築単価については㎡当たりで 44万 8000 円。消費税 10％込みで計算しております。これはコンサルタン

トをお願いしているアイテックが調査した平成27年度以降完成する病院の建築単価の平均値を用いています。 

概算事業費ということで、建て替え整備に必要な事業費として総額約 51 億円を見込むということです。区

分としまして、設計費は 2億 1080万。これは基本設計、実施設計、設計監理費用込みということです。建設

費については 35億 8400万円。こちらは「8000㎡×44.8 万円」。これには外構工事費も含んでおります。解

体費が 2 億 6220万。これは現病院施設の解体にかかる部分です。医療機器等が一応 10億ということで仮見

込みしております。 

こちらについては現在病院でのワーキンググループと、今後どのような医療機器が必要で、どういうよう

なものが使えるのかとか、そういったところは今後見積もりしていきますので、その中で変更のあるもので

すけれども、仮置きで 10億円ということで医療機器、情報システム、什器備品を見込んでおります。 

その他としては、1910 万円で移転費用等を見込んでいます。土地関連費用につきましてはまだ用地決定し

ておりませんので、用地決定後に用地を取得し、埋蔵文化財の調査が必要であれば調査費、ボーリング調査

等をするということで、トータルで 50 億 7610万円ということで概算の事業費を積算しました。 

裏を見ていただきたいのですが、財源内訳ということですけれども、この主な財源として合併特例債、こ

ちらは起債の充当率が 95％、元利償還金の交付税算入率が 70％という大変有利な借金になっています。それ

と通常の病院事業債、こちらについては起債充当率 100％ですが、元利償還金の交付税算入率が 25％という

ことになっています。また、県の補助金については 4000 万ということで、地域包括ケア病床の整備の関係だ

けを見込ませていただいていますけれども、現状は別途建替整備に関する補助事業がありまして、当院の事
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業着手時に同制度が存続している場合には、2億 5000 万円程度の補助金が期待できるものです。現状はこれ

は見込んでおりません。繰り返しになりますが、県補助金が 4000 万。それから合併特例債が 10 億 7100 万。

対象事業費は設計、建設費、医療機器等。病院事業債が 35 億 9170万。対象事業費は病院設計、建築、医療

機器。一般財源として残りの 3億 7340 万。このうち半額が病院負担で、半額が一般会計負担という形になり

ます。トータルで 50億 7610 万円という積算をいたしました。以上です。 

 

【議長】 

 はい。ただいまの説明に対しましていかがですか、ご意見等ございましたら。 

 

【委員】 

 合併特例債の対象年度は何年度までですか。 

 

【事務局】 

 合併特例債ですけれども、20年間に延びておりますので、合併の年が平成 17年度なので、38 年度までの

20 年間です。 

 

【委員】 

 はい、ありがとうございます。 

 

【議長】 

 はい。ほかにいかがですか。 

 

【委員】 

 これはあくまでもここで建て替えをするということで考えていらっしゃるんですか。 

 

【事務局】 

 これについては、土地関連費用を見込んでおりませんので、どこでということではございません。 

 

【委員】 

 建て替えと書いてありますから、ここを壊して建て直すということですよね。 

 

【事務局】 

 壊すというか、どこかに建ったあとは現施設を当然壊すものという想定でおります。 

 

【委員】 

 私の感覚がおかしいのかな。建て替えというのは現状あるものを壊して建てるから建て替えなんじゃない

んですか。 

 

【委員】 

 どこに建てるかというのはまだ議論はしてないですよね。 

 

【委員】 

 ええ。いや、建て替えという文言があったので、私の認識がおかしいのでしょうか。建て替えというのは

ここに現状のあるものを壊して新しく建てるから建て替えなのかなと受け取ったんですけど。 

 

【委員】 

 通常、現状の建物があって、それを建て替えるという用語の中では改築という言葉を使いますよね。いま

あるものを改築するという場合には、つまりどこであってもそこで建て替えるかたちは一応改築という行政

用語を用いることになります。 

 

【委員】 

 場所が変わろうが何しようが、建てるのが建て替えっていうことですかね。 

 

【委員】 

 そういうことですね。 

 

【委員】 
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 通常改築という行政用語上のかたちで表現していると思います。 

 

【委員】 

 ちょっと教えてもらいたいのですが、この 1 床当たりの床面積の平均が 80㎡。そうすると、24坪、48畳、

これは病床だけじゃなくて関連の施設も含めて、あと敷地周りも含めてあるんでしょうか。ちょっと聞きた

いんですけど。8000㎡は別なのかな、敷地は。 

 

【事務局】 

 こちらは延べ床面積ということですので、1 床当たりということで書かれていますけれども、別に 100床

の病床部分だけの面積ということではございませんので、例えば 80床とか 100床をトータルで 8000㎡とか

1 万㎡のものを病床数で割り返すと大体 1 床当たりこのぐらいの面積になりますよという目安で出ているも

のですから、ただ実際には必要な諸室ですとか、いろんなものを積み上げていくとぴったり 8000㎡というこ

とにはならないので、当然膨らむこともあり得るだろうという要素はあるかと思いますけれど、一応現状見

込みでこのようなかたちです。 

 

【委員】 

 じゃあ極めてざっくりなかたちってことでいいんですかね。 

 

【事務局】 

 いまのところはそうです。 

 

【議長】 

 ほかにいかがですか。 

 

【委員】 

 今の建設費のお話ですが、コンサルが平成 27 年以降に完成する病院の建築単価の平均値、これはどういう

規模の病院を対象にされて、この数字は出されているのかということをお聞きしたいのですが。 

といいますのは、私どもの 5、6年前建った病院のことを考えてみますと、単価が高いなという気がいたし

ます。つまり 700床で 200億だったんですけれども、そうすると 1床あたり 3000 万しないですね。大体普通

2000万から 3000万以内でいくんじゃないかと思うんですけど、まあ建築費が上がっているのかもしれませ

んけど、これは 3584万という話になりますよね 100床ということになると。どういう病院のことを念頭に置

いてこの数字が出たのか教えていただければと思います。 

 

【事務局】 

11 病院のデータを取っておりまして、規模的には 180床から 200床前後が多いんですけれども、最大では

550床までを参考にしております。㎡単価については 30万 5000円から高いところでは 50万 9000円まであ

りまして、その単純平均ということで、40万 7000円。その消費税 10％ということで計算して 44万 8000円

ということで出しております。 

建築単価については、コンサルからも聞いておりますし、実際に設計業者さんですとか、ゼネコンさんで

すとかがいろいろご挨拶にみえるときがあるんですけれども、やはり相当高騰しているところで、旭中央病

院さんで建てられて以降、震災の影響ですとか東京オリンピックの影響ですとかで高騰して、今は高いとこ

ろである程度落ち着いていて、今後若干下に落ちるかどうか、これ以上の高騰はないのではないかという話

は聞いております。 

 

【委員】 

 わかりました。ときどきご質問させていただきます。 

 

【事務局】 

 あと、小見川総合病院さんが、多分 7月ぐらいには工事の入札をされるような話を聞いておりますので、

そこでの単価がある程度目安になるのかなというふうに考えております。 

 

【委員】 

 わかりました。 

 

【議長】 

 ほかにいかがですか。 
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【委員】 

 現状のこの病院って何坪あるんですかね。8000㎡というと 240ぐらいですかね、坪数でいくと。今この病

院って何坪あるんですか。何㎡あるんですか。 

 

【事務局】 

 すみません、大体でよろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 はい、大丈夫です。 

 

【事務局】 

 総施設を合わせますと約 9500㎡。付帯設備を除きまして、病院施設のみとしますと約 7800、約 8000㎡く

らいだと思っていただければ。要はこの病院だけですね。 

 

【委員】 

 まあ平地は関係なく、ほぼ同じ型の大きさの病院ができますよっていうことですか。 

 

【事務局】 

 はい。このぐらいのものというかたちになります。すみません。病院施設のみですと 8300 ㎡くらいになり

ます。 

 

【委員】 

 延べ床ということですか。 

 

【事務局】 

 そうですね。それで付属施設を含めますと 9000を超える、9500㎡ぐらいになるかと思います。 

 

【委員】 

 まあ今まで増築、増築でやっていますから、配置が相当悪いので無駄な土地いっぱいありますからね。建

築単価の話先ほど出ましたけど、240坪ぐらいの建物で多分これから建てるっていうと、この値段は私は安

いと思います。外構まで入ってですので。 

現状、人件費もどんどん上がっていますし。東京オリンピックが見えていますので、どんどんどんどんと

上がっている状況なので、最初これでできるのかなと思いました。 

 

【議長】 

 いかがですか。ほかにご意見ございますでしょうか。 

 

【委員】 

 すみません。財源の中で、県の補助金の欄があるんですけれども、今回のこの試算の中では 2 億 5000万に

ついては制度が存続しているかどうかわからないということで見込んでいないんですけれども、平成 29 年度

の予算の状況を見ますと、松戸と小見川が合わせて10億程度、県の補助金の予算がついているということで、

予想としてはこの制度を活用できると考えてよろしいんでしょうか。 

 

【事務局】 

 県は医療整備課が担当なんですけれども、お伺いした段階では、その県の補助金自体が国の交付金のよう

なものが原資となっている部分があってということで、その辺の存続の確証がとれない中で検討してもはっ

きりとした回答はできないという話をいただいています。 

 

【委員】 

 すみません、もう一点。建築単価の話で、国の交付税措置上の単価というものが 36 万円ということで、そ

の 36 万円までは交付税措置の対象になるということなんですけど、それを上回った額というのは、病院事業

債の対象に持ってくことが可能かどうか。 

 

【事務局】 

 病院事業債の対象にはなるということで聞いています。ただ交付税措置だけがないということです。 

 

【委員】 
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 わかりました。 

 

【議長】 

 ほかにいかがですか。 

 

【委員】 

 勝手なこと言いますけど、医療機器、たった 10 億しか入れないんですか。たったという言い方失礼ですけ

ど。聞いたところによると MRI でさえが、いま 1台 6億ぐらいしますよね。まあ内容までは決めてはいない

でしょうけれども、10億ぐらいの金額でそんな、最新鋭といういろんなものが揃うのでしょうか。仮にちょっ

とお話聞きたかったのは、旭中央病院さんの新しくした病院って医療機器どのぐらい入れてるんですか。 

 

【委員】 

 5年前にできた新しい病院ですか。 

 

【委員】 

 はい、さようです。 

 

【委員】 

 100 億です。しかし機能や考え方が全然違うわけですよね。どういう病院にするかという、われわれは高

度急性期病院を担っていますので、当然 100億、しかも毎年 5 億、10 億と使っています。しかし今度こちら

でやられる病院がいかなる病院かということですよね。そういうこと考えたら、10 億もいるのかなと逆に言

えば、そういう発想になりますね。 

 

【委員】 

 パブリックコメントの 2人目の方もおっしゃっていますけれども、人間ドッグをもっと強化して収入を増

やしたらどうだという話を、私は一番初めからしているんですけど。そういう機器、現状のこの市民病院で

はできない検査というのは山ほどあるわけですよね。そういうのもできていく中で、10億で足りるんですか

ね。十分じゃないですかという話もありますけど。 

 

【議長】 

 いかがでしょう。何かご意見ございますか。 

 

【事務局】 

 すみません。今回のここの中に試算で入れさせていただきました 10億という数字につきましては、小見川

総合病院さんで確か当初の基本構想の中で 10 億と数字を出されていたと。いまある機器のどれが使えてどれ

が持っていけるのか。精査ができていませんので、ある程度の数字という仮置きということで大変申し訳な

いんですけれども 10億というかたちで出させていただいているというような状況でございます。以上でござ

います。 

 

【議長】 

 ただいまの回答でよろしいですか。 

 

【委員】 

 まあ、どんな病院にするのかというのが見えていなくて、よくわかってない話ですからね。 

 

【議長】 

 ほかにいかがでしょうか、ご意見等。財源の内訳、事業費、この事務局案なんですが。ここは変えたほう

がいいとか、数字的なもの、財源的な項目ですが、このままでよろしいでしょうか。事務局案でよろしいで

すか。 

 

【委員】 

 現段階で出せる数字ということでの承認は必要だと思います。いろいろ委員の方々からありましたように

医療機器等の精査は、今後やっていく中でこの数字は変わるのかなと思います。現段階の数字ということで。 

 

【議長】 

 現段階の事務局の提案ですが、承認してよろしいでしょうか。 
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【委員】 

 はい。 

 

２ 議題 

（３）新病院収支計画について 

【議長】 

 はい、じゃあご意見がないということで、この新病院の概算事業費と財源の内訳については事務局提案の

とおりということで承認お願いします。それでは議題 3 に移らせていただきます。新病院の収支計画につい

てということで議題にいたします。事務局からの説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 それでは新病院の収支計画ということで、資料 4の A3 版の資料をご覧ください。併せて本日お配りした

新改革プランの収支計画と新病院収支計画との比較という A4 ペーパー1 枚をご覧いただきたいと思います。 

まず A3 の資料の新病院収支計画です。こちらについての 29年度から 32年度までというのは、改革プラ

ンの収支計画をベースにしています。ただし、ぴったり一致しているわけではありません。新病院の整備を

始めるにあたって、事業費とか発生する部分がございますので、そういった部分を新改革プランの収支計画

に加味するという作りになっております。平成 33年度は開院 1年前ということで、平成 34 年度、新病院開

院年度ということの見込みの中で、開院から 10年間の収支計画ということで作成しております。 

平成 32年度、改革プランでの収支はプラス、黒字に転換ということでございます。翌 33年度も引き続き

黒字基調ですけれども、開院年度以降、マイナスに転落ということです。それにはやはり減価償却費が大き

くのしかかってくるという部分でマイナスになりますけれども、それを開院 6 年目、平成 39年度には大きな

減価償却、つまり医療機器分の減価償却がなくなるということです。仮に 10億円を 5年間で減価償却すると

毎年 2億円ずつを減価償却に含みます。その 2 億円がなくなるところで黒字に転換するということで、以降、

黒字基調でいきますが、やはり外来収益部分でマイナス、下がってくる部分がございますので、大幅な黒字

は期待できないということの全体の作りとなっています。 

ページをめくっていただきまして、主な勘定科目の設定の考え方ということでつけさせていただいていま

す。まず入院収益の考え方ですけれども、ここに開院 1 年目から 3 年目、4年目から 8年目、9年目から 10

年目ということで定義させていただいていまして、まず 1年目から 3 年目につきましては医療圏の患者数、

こちらは以前に資料でお出しした部分になっております。当院の 1日当たりの患者数というのは第 3回の検

討委員会資料において一般病床であれば 56.9という、将来推計にシェア率をかけた部分。あと地域包括ケア

病床を 30床導入することによりまして、27人ということで、83.9人ということで当初見込んでおります。

その延べ患者数 365日分を出して、それぞれの診療単価、一般病床であれば 3万 3467円、地域包括ケア病床

であれば 3万 2000 円ということで見込んだ中での入院収益を積算しております。 

シェア率の 3.3％というのは、この医療圏の患者推計に対する当院の患者数の割合ですので、この 3.3％を

4 年目以降も使わせていただいて、将来推計人口に受療率をかけた患者数に対して 3.3％のシェアを匝瑳市民

病院で来るとした場合には患者数はこうなりますという計算をしています。そのうえで、4年目から 8年目

では 1日当たりの患者数が 85.7 人。9年目から 10 年目では 84.7 人ということで、将来推計人口の伸びと減

に応じて、患者推計数が変わっているというかたちになっています。 

単価等については横滑りで積算しておりますので単純に患者数の増減で収益が変わってくるということで

す。下の外来収益の考え方についても同様の考え方なんですけれども、1 年目から 3年目については 1 日当

たりの患者数 309人ということで、こちらは想定患者数ということで当初作った想定の患者数、それを医療

圏の患者数で割るとシェア率 2.1％ということで、そのシェア率を 4年目以降も想定すると人口の減によりま

して、外来患者数は 293.5人、278.8 人ということで減少する見込みとなっています。単価についてはずっと

同じ単価を使用しています。 

1 枚ページめくっていただきまして、2に関して今度は支出、費用の考え方なんですけれども、職員給与費

については、医師については現状のまま、医療技術員については新改革プランの期間中に地域包括ケア病床

の加算を取得し、またそのための対応ということで 2名の増員をするという計画をしていますので、その 2

名増えた 21 人見込むということです。看護師、准看護師については新改革プランの期間中に減らすというこ

とで収支を立てて、現状 62 ですけれども、3名減ということで見込んでおりますので、59という人数で見込

んでいます。ただし、看護師につきましては高齢層が多いということで、33 年度からの 10年間で全体の 3

分の 1が定年退職ということで、新陳代謝が大きくなりますので、そのぶん単価が微減するというふうに仮

定しております。 

事務職については現在の範囲内。その他は介護支援専門員なんですけれども、こちらは現状の範囲内とい

うことにしております。 

材料費についてですけれども、こちらは平成 28 年度の決算見込みの、過去の入院収益と外来収益に対する

比率ということで、その比率を同様にスライドさせて見込んでいます。 
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続いて A4 のペーパーをご覧いただきたいんですけれども、こちらは改革プランと新病院の収支計画の中

で 29 年度から 32年度が本来なら一致すればいいのですが、数字が変わっているポイントの説明ということ

で、先ほど申し上げましたように、新病院の建築に関する設計ですとか、工事の関係が始まってくるとそう

いった、資本的収支で当然変わってくる部分もありますけれども、収益的収支にも減価償却費ですとか、長

期前受金の戻入ですとか、そういった部分で変わってくる部分と、あと申請手数料ですとか、また起債を借

りれば利息が入ってきたりとかという部分で、変更がありますので、このようなところを示すために作った

資料になっています。以上です。 

 

【議長】 

 はい。ただいま事務局から新病院の収支計画ということで、その主な勘定科目の設定についての説明があ

りました。いかがでしょうか。ご質問等、ご意見ありましたら、はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 資料 4 の平成 29 年度からの収支計画の中で、前に一度きいたかもしれない確認なのですが、経常収支比率

が平成 30年度、新改革プランに取り組みながら 97.3に落ちるんですが、これは何の要因でこういう状況が

発生するんでしょうか。29年度は 98.7で、改革プランに取り組みながら 97.3へ落ちる。さらに 31年度は 99.7、

32 年度は 101.3 と改善されるんですけど、30年度に落ちる理由というのは何ですか。 

 

【事務局】 

 現在、平成 27年度、28年度、29 年度の 3カ年にわたって、病院の経営基盤強化のための特別の繰り出し

ということで一般会計から 9000万円ずついただくことになっています。その 9000 万円が 29年度はあるんで

すけれども、30年度についてはその 9000万円がなくなるので、その分一旦へこむというかたちになります。 

 

【委員】 

 一般会計からの特別繰り出しのその減額に伴った経常の収支率の下落ということですか。 

 

【事務局】 

 そうです。 

 

【委員】 

 それともう一つよろしいですか。確認ですけれども、この表の事業収益のうち、入院収益の推移が平成 30

年度から 8億 6000 万、300 万円の収益が上がるのは地域包括ケア病床の導入と一致した推移なのか、これを

確認させてください。つまり平成 30年度から地域包括ケア病床の導入が現状の中で始まるのか、約 5000万

円入院収益が上がっていますので、そこを確認したいと思います。 

 

【事務局】 

 前回、新改革プランの収支計画をお示しして、○○委員からも収支の内訳、積算の根拠を示してほしいと

いただいた中で、皆さんにお示しした資料にも書かせていただいたんですけれども、平成 30 年度から地域包

括ケア病床を 10床、31年度も 10床、32年度は 20床ということで、取り組んだ場合ということで想定して

この収支になっております。 

 

【委員】 

 収支上でプラスアルファ、できる要素があるならば、思い切って 29年度のできるだけ早い時期からという

想定はできないのでしょうか。何か 1年保留するというのは何か意味があるんでしょうか。 

 

【議長】 

 前倒しでということでしょうか。 

 

【委員】 

 ええ。収支上改善につながるものであれば、もうできるだけ早く取り組むべきという意見なんですが。 

 

【議長】 

 いかがですか。はい、どうぞ。 

 

【事務局】 

 地域包括ケア病床を作るにあたって、さまざまなハードルがあります。その中でまず、診療録管理体制加

算をこの 2月から取れるようになりましたので、そこは一つクリアいたしました。そのあとにデータ提出加
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算というのがあるんですけれども、これはちょっとシステムを使って取らなくてはできないこと。 

あと厚生労働省が恐らく 5月の 10日から 20日あたりにデータ提出加算を新たに取るという病院を集めて

説明会を行う。それに伴って、何月から始めますかということになりますので、そのまず機器の導入と厚生

労働省に対しての手挙げ、あと何月から始めるというところになりますので、私どもとしましてもなるべく

早めにとは思いますが、ハードルがありますので、29年度の頭から整備というわけにはいきません。 

 

【議長】 

 よろしいですか。はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 それではできるだけ早い時期の取り組みをということで要請をしておきたいと思います。 

 

【議長】 

 じゃあこの地域包括病床の利用を早い時期からという委員のご意見ございましたので、事務局よろしいで

すか。ほかにいかがですか。 

 

【委員】 

 ちょっと先走りますけど、事業スケジュール案を見ると平成 32 年から工事に入るわけですよね。それでほ

かに建てるならば病院の収益はこのままの状態で開院しているので変わらないのでしょうけど、もしもここ

に建てるとなった場合には仮設か何かで医療続けていくというようなかたちと考えるのでしょうか。 

 

【議長】 

 その辺はいかがですか。 

 

【事務局】 

 まだ具体的には申し上げられないのですが、いずれにしても現状の診療は維持したまま次の病院を、新た

な病院を建てるということですので、それによる影響はないものと考えています。 

 

【委員】 

 収入の減収はないということなんですね。 

 

【事務局】 

 見込まないというふうに考えています。 

 

【委員】 

 わかりました。 

 

【議長】 

 よろしいですか。 

 

【委員】 

 はい。 

 

【議長】 

 どうぞ。 

 

【委員】 

 この収支計画の中に、この建物と医療機器の除却が入っているのかまず一点確認させてください。 

 

【事務局】 

 見込んでおります。それは先ほどお示しした解体費の 2億いくらですか、それを見込んでおります。 

 

【委員】 

 もう一点ですけれども、医業収益の中の医業外収益その他が、平成 34 年から約 1億 6000 万円ぐらいずつ

増えた数字になっているんですけど、ここは何で増額になっているんでしょうか。 

 

【事務局】 
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 それは長期前受金戻入という収入になりまして、減価償却が始まったと同時に減価償却のうちの補助金部

分であるとか、割合に応じて収益化するというような会計処理がございまして。減価償却が始まると同時に、

そのうちの補助金である部分を減価償却する割合に応じて収益化するということで、収益が上がるというこ

とでございます。 

 

【委員】 

 補助金はとりあえず見込んでないと思うんですけれども、そうすると起債の長期前受金戻入は。 

 

【事務局】 

 起債につきましても、起債の元金償還部分の半分が市から補助していただけるとした場合には、その割合

に応じて、全体の建物のうちの起債の占める割合、例えば 8割が起債であったら 8 割の部分、その割合に応

じた減価償却部分に 8 割をかけた部分がその枠となるわけですけれども、起債の年の償還額の 2 分の 1 が、

補助金といいますか出資金としていただけるわけですので、その減価償却の枠の中で一緒に収益化していく

という、説明がはっきりしてなくて申し訳ないんですけれども、そういう制度がございますので、減価償却

に合わせた収益化部分がプラスとなって、医業外収益として入ってくるというかたちでございます。 

 

【議長】 

 いかがですか。 

 

【委員】 

 勘定科目の設定の中の③、職員給与の考え方、2ページですかね。これ、お医者さんの場合、設定人員 8

名ということになっていまして、考え方として、医師の確保が困難なため現状維持を目指すと、こういうこ

とになっておりますけど。 

8 名というのは、医師の高齢化とかありますけど少なくとも 8 名を割ることがない、絶対に大丈夫だと、

とりこし苦労だと、思わなくていいという、そんな人員の 8名というのは受け取り方をすべきでしょうか、

その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 

 

【議長】 

 事務局、いかがでしょうか。設定人数ということなんですが。 

 

【事務局】 

 こちらの 8名につきましては、先ほどもお話ありましたけど、前回のあり方検討委員会のときには医師を

プラス 2 名見込んだかたちでございましたけれども、今回はそうではなくて、現状の数を基にということで、

確かに委員おっしゃるとおり、何年後かには退職者もございますけれども、それをいま見込むわけにはいき

ませんので、現状わかっている範囲の中で医師を 8名ということで見込ませていただいているというような

状況でございます。 

 

【議長】 

 よろしいですか。どうぞ。 

 

【委員】 

 ということは、開院 10年後の平成 43年までは 8名の医師を、例えば退職とかいろんな要素があっても、

確保が困難な場合であっても、現状維持の 8名は、これはずっとこの数字として大丈夫なんだと、こういう

ことでよろしいんでしょうか。 

 

【事務局】 

 すみません、そこまでは。医師を招聘できるできない話に、またなってしまいますけれども、今はそういっ

たものは加味せずに、現状を基にということで作成させていただいているということでございます。 

 

【議長】 

 はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 将来的に医師確保をするということで、現状、2名の学生に奨学金を出しております。その 1 名がこの 3

月に卒業しますので、あと 2 年後には戦力として入ります。もう 1人がまた来るわけですけど、定期的に奨

学金を出す学生さんを募集しておりますので、将来にわたって何とか確保できるように工夫してまいります

ので、8名はボーダーラインとして確保できるかなと思っております。 
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【議長】 

 よろしいですか。ほかにいかがですか。それでは、なければこの病院収支計画については、事務局案のと

おりということでよろしいでしょうか。 

 

【一同】 

 はい。 

 

２ 議題 

（４）事業スケジュールについて 

【議長】 

 新病院の収支計画については事務局提案のとおりと決定いたしました。それでは議題 4 に移らせていただ

きます。この新病院事業のスケジュール案について、資料 5の説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 はい。それでは新病院の事業スケジュール案ということで、ご覧いただきたいと思います。こちら、従来

方式を前提としたスケジュール案とさせていただいていますが、これに関しましては、以前ご紹介したよう

に、設計と施工をそれぞれやる方式、実施設計に施行業者が絡んでくるような DB 方式といわれるような方

式など、いくつかの方式ができていますとご報告させていただきました。 

これはこれまで匝瑳市でもずっと取り入れている設計と施工は分離した従来方式を前提としております。 

皆さんに、基本構想・基本計画ということで検討していただく中で、平成 29 年 9 月を目途に基本計画を策

定することとしています。 

そして基本計画策定後、用地取得に入ります。この期間を一応 6カ月ということで見ています。その後、

基本設計は通常プロポーザルというかたちで業者を決めるようになろうかと思いますが、そのための公告期

間ですとか、業者の選定期間ということで、3 カ月程度取っています。その後、基本設計は 9カ月程度で、

基本設計の業者と実施設計の業者は通常同じ業者が受けるということになりますので、この間っていうのは

ほとんどタイムロスなく 2週間程度の期間を空けて実施設計に入ると思います。 

それが約 12 カ月。その後、実施設計に基づいて工事を発注するわけですけれども、ここもやはり公告です

とか業者選定期間ということで 3カ月程度を取ったあと工事を発注して、約 22カ月程度で完成。それから開

院準備期間をある程度取ったあと、ここでは 3カ月としていますけど、その後、開院ということですので、

34 年度半ばぐらいの開院の見通しになろうかなというようなスケジュール案になっております。以上です。 

 

【議長】 

 はい。ただいまスケジュールの説明がございましたが、スケジュールについては事務局提案のとおりでよ

ろしいですか。何かご質問等ございましたら。 

 

【委員】 

 一点だけいいですか。この基本計画、建設場所の位置をどうするかというか、そういう考え方の議論とい

うのはこの検討委員会でやるのでしょうか、あるいは、いつどういうふうにして進められるんでしょうか。 

 

【議長】 

 用地ですか。用地の設定の。 

 

【委員】 

 そう、場所。 

 

【議長】 

 場所なんですが、選定をどうするかというのは。 

 

【事務局】 

 用地につきましては、当然、基本計画の中で反映していきたいと考えています。そのうえで用地取得に進

んでいくという前提になろうかと思いますので、この検討委員会の中で建設用地、建設場所ということで、

いつかの段階でお示しして皆さんにご検討いただくというかたちになろうかというふうに考えております。 

 

【委員】 

 先ほど、現在のところうんぬんという話もありましたけど、用地の取得を 29年度にして、例えばの話です

けど、事務局ではその辺を見込んでいるかどうか知りませんけど、ここ以外のところに建物を建てるという
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ようなかたちで用地取得をして、34 年度の早い時期、半ば頃にと、これ以外のところでもそれは可能という

ようなことでこのスケジュールは組んでいるんでしょうか、それをちょっと聞いておきたいです。 

 

【事務局】 

 ご質問いただいたように、仮に場所が決まりまして、そこの用地取得を始めて、その用地取得が難航して

用地取得ができないというようなことがあれば、当然そのスケジュールというのは大幅にずれ込むことにな

るかと思います。ですから、ここはあくまでも 6 カ月ということで見込ませていただいているということで

お考えいただきたいと思います。用地が決まらないうちには、基本設計には入れませんので、そのような状

況です。 

 

【委員】 

 同じような話になるんですけど、このスケジュールで見ると 29 年度 6 月までには基本計画が決定している

ということですよね。 

 

【事務局】 

 9月です。年度で考えていますので半分だと 9 月いっぱいということで。 

 

【委員】 

 なるほど。それまでに決定していなければ用地取得交渉も入れないということですね。いまの段階でもま

だ、もう 2月、3月に入るんですけど、決定はしてないということなんですか。先ほどの○○委員と同じよ

うな質問になるんですけど。 

 

【事務局】 

 もちろん用地については、この検討委員会の中にお出しして、そこでの決定ということになろうかと思い

ますので、まだ事務局案としても持っていない状況です。 

 

【委員】 

 いつ頃になるのでしょうか。スケジュールとしてはいつ頃の段階でこの委員会に出していただけるという

ことでしょうか。 

 

【事務局】 

 いつ頃というのはまだはっきりと申し上げられないです。 

 

【委員】 

 確認ですけど基本構想・計画が 9 月までにできあがる、その過程の中で敷地なり候補地を出してきて検討

委員会で検討するということでよろしいんでしょうか。 

 

【議長】 

 以上でよろしいですか。 

 

【事務局】 

 そのように考えております。 

 

【議長】 

 はい。ほかにいかがですか。では、なければ、スケジュールはこの事業スケジュール案ということで、事

務局からの説明どおりでよろしいでしょうか。よろしいですか。 

 

【一同】 

 はい。 

 

２ 議題 

（５）基本構想における再協議事項 

【議長】 

 では、なければ事務局案のとおり決定いたしました。それでは、議題 5に移らせていただきます。議題 5、

基本構想における再協議事項についてということでございます。事務局からの説明をお願いします。 

 

【事務局】 
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 はい。それでは資料 6基本構想に関する再協議事項ということでペーパーを用意しています。裏表で 1枚

になっています。まず 1点目として、新病院の病床数についてということで、適正病床数について再度検討

するということで提案させていただきます。 

これまでの経過を申し上げますと、新病院の病床数については第 3回検討委員会において 100床、一般病

床 70 床、地域包括ケア病床 30 床を適当とするということが決定されたものの、第 4 回検討委員会において、

新病院の事業費や収支計画が示されていない現状では決定を保留すべきとの意見が出された結果、現在のと

ころ病床数については決定されておりません。 

第 3回検討委員会資料よりということで 9 月 29日に示した一般病床 70 床、地域包括ケア病床 30 床の計

100床。診療科ごとには内科 30、外科 30、整形 10、混合 30の計 100床というようなかたちで、一応の了承

をされたものの、まだ保留段階ということですので、本日、概算事業費及び収支計画をお出ししたので、再

度、病床数についてご検討いただければと思っております。 

説明を続けさせていただきますと、②の経営形態の検討につきましては、病院の経営形態についても再度

検討ということで、経過としましては、第 4回検討委員会において、経営形態については「公設公営、公設

民営にとらわれずに、医師確保と経営基盤の強化向上につながるよりよい経営形態について継続的に検討し

ていくもの」とされたところです。しかしながら、第 5 回検討委員会において、経営形態に関する議論につ

いては、さらに深める必要があるとの意見がありまして、建替整備基本構想・基本計画の検討時期も含めて、

引き続き検討していくこととされたところです。 

これを受けまして、新改革プランにおける経営形態の記載は次のとおりとなっています。「経営形態につ

いては、公設公営、公設民営にとらわれることなく、医師確保と経営基盤の強化向上につながるよりよい経

営形態について、今後の建替え整備に関する基本構想及び基本計画の検討時も含めて、継続的な課題として

引き続き検討していくものとする」というような記載となっておりますので、経営形態についても再度検討

していただければということで提案させていただいた次第です。以上です。 

 

【議長】 

 ただいま事務局から説明がございました。2 点ございます。新病院の病床数についてということですが、

初めに病床数を議題にしたいと思います。事務局の説明のとおり、病床数はこのようになっておりましたが、

今の説明で 100 床ということで、皆様、病床数についても収支計画、概算費用と検討いただいてきましたけ

れども、100 床ということでいかがでしょうか。何かご意見等ございますか。 

 

【委員】 

 新病院の収支計画を 100 床で組み上げたものを承認したんですから、ここで変えようがないじゃないです

か。 

 

【事務局】 

 それについては誤解あってはいけないと思います。やはりどっちが先かという部分があると思うんですけ

ど、本当は病床数を先にと思っていたんですけども保留のままだったので、やはり何かないと収支計画の作

成ができないものですから、仮置きということで 100床で作らせていただいたものですので、誤解ないよう

にお願いいたします。 

 

【議長】 

 いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 病床数と経営形態ですけれども、新病院の経営形態が例えば民営ということになった場合、その民営を公

募するというかたちのうえで病床数が変わってくるとか、病床数といいますか総枠は 100 であっても、内科、

外科あるいは混合というのでしょうか、そういうことがあるという前提を承知したほうがいいということで

しょうか。 

 

【議長】 

 いかがですか。 

 

【事務局】 

 ここの病床に関して言いますと、いまここには内科、外科、整形というふうに取らせていただいて、あと、

大枠でも一般病床と地域包括ケア病床ということで、70、30ということで当初、提案させていただいていま

すけど、病床自体には色がありませんので、仮にどういう配分になろうとも、それは今後いくらでも対応で

きるということにはなります。 
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【委員】 

 総枠は変わらないという意味ですよね。100床の中身は入れ替えが利けても、100床という数は変わりませ

んということですよね。 

 

【事務局】 

 変わりません。 

 

【委員】 

 先ほどの話だと、多少増えてもという話ではないんですか。 

 

【委員】 

 もう増えないです。だから 100床以上になることはない。 

 

【委員】 

 いやいや、○○委員の話が、何か増えるのも含めてという話だったから。だって 100床で作るのですから

それ以上増えようがないじゃないですか。 

 

【事務局】 

 それはそうです。 

 

【議長】 

 はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 どちらかといえば 100床が前提ということで、経営形態を今後検討されるのかどうかということなのです

か。 

 

【事務局】 

 現時点では、今の医師数であるとかそこから全部弾き出しておりますので、例えば民営化どこか指定管理

というかたちで、じゃあ医師をもっと派遣するよというかたちになった場合には、それはそのときにまた協

議になるかもしれませんが、あくまでも現状の医師数をもとにしています。 

経営形態についてはこれからご議論いただく部分もございますけれども、あくまで現状の数字で積み上げ

た場合には 100 床というようなかたちで出させていただいております。 

 

【議長】 

 よろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 そうすると確認ですけれども、経営形態を議論、検討するうえでは病床数、内訳も含めて総数が変わって

くることもあり得るということですか。そうではなくて、100 床というのが基本的な押さえ方としておいて、

それを前提に経営形態の議論を進めていくということになるんでしょうか。 

 

【委員】 

 地域医療構想において、このあたりは過剰病床ですよね。ですからできるだけ新たに作り直すにしろ、病

床数を減らして建てるというのがやはり基本になると思うので、これから一旦は 100にして、これを 170、

180とかそういうことはまずあり得ないのかなというふうに思っておりますので、100 とお決めになったら

100というスタンスじゃないかと思いますが。 

 

【議長】 

 よろしいですか。 

 

【委員】 

 はい、わかりました。 

 

【議長】 

 ほかに、いかがですか。 
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【委員】 

 じゃあ、どうですか、病床の次に移っていいですか。 

 

【議長】 

 ちょっと待ってください。病床数をまず承認をいただきたいと思いますが。それでは病床に関しましては、

いかがでしょうか、一応 100 床ということで事務局案のとおり、これで基本的に考えていくということでよ

ろしいでしょうか。 

 

【一同】 

 はい。異議なし。 

 

【議長】 

 では 100床ということで検討していっていただきたいと思います。それでは 2番目の、経営形態の検討に

ついてということで、ご質問どうぞ。 

 

【委員】 

 経営形態の変更ということで、公設民営とする場合の方法なり手順、あるいは今の公設公営とは異なるメ

リットなりデメリット、そして新しい匝瑳市民病院にそれを導入することになったときの課題なり、その克

服方法なり、その辺についてちょっとご説明をしていただきたいと思います。 

 

【議長】 

 事務局、よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 はい。お待ちください。経営形態の、まず大まかな区分ですとかそれぞれのメリットですとかという部分

については、メリットというかそれぞれの違いというものについては、第 4 回の検討委員会の際に経営形態

の検討資料ということでお示ししております。いま○○委員のおっしゃった部分というのは、ここに書いて

ない部分ということでしょうか。 

 

【委員】 

 うん。もう少し。これから匝瑳市民病院を新病院にするんだよと、それは今までは公設公営で、医師の補

充、不足が補えないと、そういうのが一番大きなネック、課題になっているわけですから、それを今度公設

公営から公設民営へと、そういうかたちで新しい病院をやってこうと。そうした場合は、いかなる方法、手

順でそれを進めるようになるんですかと。そうした場合、今までの公設公営とは違ったメリットなり、ある

いはこんな心配、デメリットいうのがあると、その辺をもう少し明確に示してほしいということです。 

 

【事務局】 

 第4回の検討委員会の際に出した資料に、院内検討委員会の意見ということでおつけした部分というのが、

まず一つは参考になろうかと思います。公設公営、独立行政法人も公設民営という捉え方でお話をした場合、

これちょっとはっきり公設民営と言えるかどうかわからないんですけれども、公設民営というかたちで捉え

てお話をさせていただくと、過去の事例を見ると、やはりこの経営形態については経営状況の良好な病院が

より柔軟な経営を行うときには有効な手段ではあろうというふうな検討委員会の中での検討結果です。ただ

し、それをもって医師の確保が容易になるとかっていうようなことは、単純には考えられないのかなという

ようなことを検討しております。 

公設民営ということでもう一つ、指定管理者制度については、やはり医師の確保と病院の医療機能が確実

に担保されるということが前提であれば、それは選択肢の一つとしては考えられるということで資料にも書

かせていただいております。 

ただし、その指定管理団体が将来的に匝瑳市において医療をずっと提供していただくということの担保を

確実に取るということが大事になるのではないでしょうか。民間譲渡については、それはもう公設というこ

とではなくなってしまいますので。そのようなことでよろしいでしょうか。 

 

【議長】 

 ○○委員、よろしいですか。 

 

【委員】 

 ちょっとその辺がわからないですね。例えばこんな例はどうなのですか、例えば、私は野栄の出身なんで

すけど、東陽病院というのは横芝、光、野栄の組合立の病院だったんですけど、これなんかは言うところの
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公設民営ではないと思うんですが、そうなんでしょうか。 

 

【事務局】 

 公設民営ではないです。 

 

【委員】 

 公設公営ですか。 

 

【事務局】 

 そうです。 

 

【委員】 

 今のお話からすると、そうすると指定管理者というようなかたちなら、今度の匝瑳市民病院についても検

討する価値があると、こういうことですか。 

 

【事務局】 

 いや、単純にそういうことではございません。 

 

【委員】 

 ということは、公設公営以外には変えられないと、こういうことですか。 

 

【委員】 

 すみません、いいですか。経営形態が先みたいな議論になっているんですけど、匝瑳市民病院がこれまで

やってきた医療、不採算といわれる救急や在宅医療、地域住民の医療ニーズに応える努力をこの間にしてき

ていますので、病院として地域医療を進めてきた。そういったものを今後も高齢化が進展する中で必要とさ

れる、そういったものが担保できることであれば、民間でね。また医師確保の問題でも、民間であれば医師

が確保できるのであれば、それはこだわることはないんだろうと思うんですけど、そういう地域医療や医師

確保を含めた院内での議論でも、心配というか出されていることの検討状況というのが、まさに示している

んじゃないかと思っていますけど。今どうこうっていうふうに決めるんじゃなくて、今後ふさわしい形態を

検討していくっていう点でよろしいんじゃないかなと思いますが。 

 

【委員】 

 私が話してるのは、やっぱり今までずっとご苦労なさっていますけど公設公営では、やはりお医者さんが

集まらないっていうのが最大の課題、ネックになっているということですから、これをどうにかして方向づ

けなりして、お医者さんに集まってもらうというようなかたちのものを検討していかなきゃいけないんじゃ

ないかと思うんですよ。ですから、今までの方針と違うようなかたちのものでお医者さんに来ていただける

ような、そういうものがないでしょうか。あったらその辺のことについて教えてもらって討議をしたいと、

こう思うんですよ。 

 

【議長】 

 では、医師確保に対するご意見ですが、なかなか難しいところだと思いますが、何かいい案を持ったご意

見の方、いらっしゃいますでしょうか。 

 

【委員】 

 良い案があるわけではありませんが、私もよくわからないので教えていただきたいことがあります。この

ような、言わば地方と言っていいかどうか語弊あれば申し訳ないですけれども、このような地域で公設民営

としてうまくいってるところがあるか、調べてみないといけないと思います。民営にしたからといって医師

が地域の医療をやりに来てくれるかというと、そうではなく、医師を集めるために非常に高い給与を払うこ

とで医師確保が行われた地域がありました。公設民営の良い見本があるか調べてからにしないと、思ってい

ることと違う方向にいくこともあると思うので、気をつけないといけないと思います。 

 

【委員】 

 民間で手を挙げるところなんか、あるんですかね。 

 

【委員】 

 私の知る限り、千葉県では公設民営の病院はないですね。 
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【委員】 

 安房地域医療センターはいかがですか。 

 

【議長】 

 医師会ですね。 

 

【委員】 

 安房は医師会ですから民営ですね。 

 

【委員】 

 亀田総合病院が強力に支援していますよね。ただ、現在は亀田総合病院もそんなに余裕はないと思うので、

いまは、それを例にすることはできないと思うので千葉県には公設民営の良いモデルはないですよね。千葉

県以外で、ここと同じような地域で、公設民営でうまくいったモデルがあればいいと思うのですが、モデル

がないのだったら公設民営は無理だと思います。 

 

【委員】 

 指定管理が鋸南に 1 カ所あるんですけど、あそこは前からいたドクターがそのまま残って運営を続けてい

るので、指定管理にしたから医師が集まったということではないです。 

 

【委員】 

 増えてないんですよね。 

 

【議長】 

 いかがでしょうか、○○委員。民営化にしたから医者がこれだけ集まりますということはまずなかなか難

しいかなと思いますが。 

 

【委員】 

 この辺の問題じゃないですもんね、千葉県の問題ですよね。 

 

【議長】 

 事務局の案のとおり公設民営、あるいは公設公営、あるいはそれにかかわらず民間的な手法を取り入れて

も、何とか医師確保をしていただき続けて検討していくということで、事務局案のとおりでいかがかなとは

思いますが。いかがでしょうか。 

 

【委員】 

 いや、何回も議論をしていますし、書いたものにありますけど医師確保は困難であると、ずっと一辺倒で

きているんですよね。医師確保は困難であるっていう現状のうえで、ただ建て替えだけすればいいのかって、

何かそんな感じに、短絡的に取られそうなんでね。 

やはり医師確保の方策、方向性というのをこの検討委員会で、まさに検討すべきと思うんですけどね。千

葉県にそういう事例がないから無理な話だよということは、常識的にはそうなんでしょうけど、何か例えば

この前の委員会か何かでちょっと出たような話ですけど、一つの医師確保の方法として、この辺にあるとこ

ろ、例えば匝瑳、多古、東陽病院などが一つになって、千葉大なり旭中央病院に医師確保を要請するという

窓口を一つ、究極的には統合を目指すと。 

しかし、すぐに統合はできないけど、病院長なり事業管理者が横の連携を取りながら、医師を派遣しても

らえるような条件を作っておくことによって、私は一歩前進するものができんじゃないかと、そういうこと

を促進してやるべきだなと、そんなことも私は一つの考え方じゃないかと思うんですけどね。 

 

【議長】 

 今の○○委員の意見に対して事務局いかがでしょうか。大変貴重な意見だと思いますけど。 

 

【事務局】 

 今度の 3月に、千葉県の主催で、東総地区の公営病院を持つ自治体の事務レベルでの打ち合わせが予定さ

れておりまして、まずはとっかかりとして 3月の 21日に旭市で会議があります。それがどのような方向にい

くかというのは未知数な部分はございますが、県としてもなるべくそういった連携ということでやっていく

というところです。以上でございます。 

 

【委員】 
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 この辺だけが医師が足りないということではなくて、千葉県が一番ひどい状態にあるということですよね。

ちょっと見たもので覚えているのは、人口 10 万人当たりの医師数が確か全国で 45 番目、それから看護師に

至っては 46 番目。関東では最低ですよね、千葉県は。 

何でこうなってしまったのかというのを是非、何で千葉県はこんなに医者が集まらないんですかというの

を聞いてみたいんですけど。余分な話ですけど、今度、県の会合があるということであれば、ぜひ聞いてみ

てほしいですね。あと思い切った施策というか、小池東京都知事が給料を、東京都とそれから国で一気に 4

万円ぐらい、子どもの、何でしたっけ、介護士じゃなくて。 

 

【一同】 

 保育士。 

 

【委員】 

 保育士ですか、増やすわけですよね。そうすると恐らく関東中から東京に集まるというようなことになる

と思うんですけど。千葉県は給料が安いのか、何が問題なんですかね。 

 

【委員】 

 一つの要因としては、都市部に人口が多いことです。都市部の人口と医師数を比較すると、相対的に医師

数が少なく見えてしまうのです。千葉県以外の非都市部も医師が不足している。ただ、千葉県は都市部に人

がたくさんいるので、医師も他県と同じくらいいるけど、相対的に低くなってしまう。同じ理由で埼玉も低

くなっていると思われます。 

 

【委員】 

 千葉県の人口は約 620万で、埼玉は 700万人以上ですよね。当然向こうだって農村部もあるわけですよね。 

 

【委員】 

 埼玉の人口比の医師数は下から 1、2 番です。 

 

【委員】 

 急激に人口が増えたところは、そういうことになってくるということなんですか。 

 

【委員】 

 千葉県だけが特殊というわけではないと思います。 

 

【委員】 

 でも 45番目、46 番目というのは、ちょっと愕然とする数字ですよね。 

 

【委員】 

 そうなのですが、やはりそこに先ほどの理由が効いてくると思われます。 

 

【議長】 

 ほかにいかがですか。 

 

【委員】 

 ちょっとつけ加えますけど、日本のお医者さん、看護師さん含めて極めて少ないですよね。だから千葉県

にも努力してもらうんですけれども、もともとの国の施策が変わらないと。今の日本の医療サービスはお医

者さんと看護師、医療スタッフの過酷な労働のうえに成り立っているということで、よくいう費用対効果と

いうのが優れているんですよね。 

 

【委員】 

 弁護士さんもどんどん増やしているのにお医者さんだけ、最近医科ができたというのは仙台でしたっけ。 

 

【委員】 

 仙台と、今度成田ですね。 

 

【委員】 

 仙台と成田と、二つしか増えてないんですよね。これだけ足らないって言っているのに。 
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【委員】 

 ただ、医師研修制度が変わる前は、匝瑳市民病院にも医師がある程度いたわけですよね。医師研修制度を

国が変えてしまったことによって、多くの若い医師が東京など大都市に集まったのです。医師が絶対的に不

足しているわけではないのです。だから医学部を増やしたからといって、すぐに変わるものではありません。

今の制度のままだと都市部だけに若い人は集まってしまいます。 

 

【委員】 

 匝瑳市のほうは増えないんですかね。 

 

【委員】 

 増えないと思います。国の施策が間違っていて、できないと思いますけど、元に戻せば前と同じように医

師の派遣ができるはずですよね。そこが問題なのです。医師の絶対数の問題ではないのです。現在、東京で

は医師が少し余りつつあるんです。最近千葉県にも少しずつ研修医が増えてきて、県全体としては研修医数

が増えています。都市部が飽和してきているからです。ですからだんだん増えるでしょうけど、千葉県のす

べての地域まで行きつくのは 10 年 20年先だと思います。 

 ドイツで言えば、この地域に医者は何人と枠が決まっています。そうすると都市部には枠がないから、若

い医師は非都市部で働くしかない。そして都市部の先生が引退したら、都市部に移れるようになります。 

 

【委員】 

 定員制ということですか。 

 

【委員】 

 そうです。日本と同じように研修医のマッチングをアメリカでもやっています。海外からも医師が入って

くるので、研修医の数に対してポストがちょうどか、少ないぐらいです。そうすると研修医として働くため

に、非都市部に行かざるを得ない医師も出てきます。しかし、日本はそうではなくて、都市部でもたくさん

研修医ポストを作っているので、非都市部のポストが余っているのです。だからこういう地域で研修医を募

集しても来ないのです。国の施策が悪いと思います。元に戻せばいいだけで、簡単なことだと思うのですが、

なかなか実行できません。職業選択の自由が侵されると言う人もいますが、研修医の 2年が終わったら自由

に選択できるのだからいいと、国がそこまで言い切ればいいだけで、それができないことには、医師不足と

いうのは簡単には解消できないと思います。 

 

【議長】 

 いかがでしょうか。医師をどのように確保していくのかというのは、なかなか難しいところでございます

が、一応、経営形態に関しましては、○○委員のご意見も含めまして、先ほどのお話でしたように、公設公

営あるいは民営にとらわれることなく、医師確保に一番良い手法を取り入れて何とかして確保していくとい

う方向での経営形態ということで事務局も示しているわけですが、いかがでしょうか。一応そのとおりで今

後努力していってもらうということでよろしいですか。 

 

【一同】 

 はい。 

 

【議長】 

 ○○委員、よろしいですか。 

 

【委員】 

 私は物足らないです。国の全体の話も聞きましたし、千葉県の特徴の話もしましたけど、今われわれはま

さに新しい匝瑳市民病院の話をしているので。今までの匝瑳市民病院でどうにもならなかった経営改善がで

きなかった医師不足の方法、取り巻きの情勢はわかっていますけど、匝瑳市の中でそれを何か打開する方法

ということをやはり議論することが、私は必要ではないかなと思います。 

ただ、これはもうできません、国がこうだからできません、県がこうだからできませんと、これは今のま

まですよと、8名のままでやるんですよと、ただ衣を替えるだけですよと、それだけでは私は検討がちょっ

と足りないんじゃないかと思います。 

 

【議長】 

 引き続き、しっかりとこの委員会でまだまだ検討していく課題だと思いますが、一応この案のとおりで承

認いただければと思いますが、よろしいでしょうか。 
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【一同】 

 はい。 

 

【委員】 

 そういう私の意見も加えていただけるのなら、私は結構です。 

 

【議長】 

 では検討していくということで、よろしくお願いします。それでは新病院の基本構想に関する再協議事項

を終了させていただきます。それでは先ほどの新病院の病床数についてですが、合計 100 床ということで、

一般病床 70、地域包括ケア病床 30、合計 100床ということで再確認ですがよろしいですよね。 

 

【一同】 

 はい。 

 

３ その他 

 

【議長】 

 ではよろしくお願いします。以上で議事は終了しましたが、その他に移ります。委員の皆さん何かござい

ますか。 

 

【委員】 

 先ほど建設場所については、事務局からたたき台が出るという、その時期はまだはっきりしていないとい

うことですが、やはり場所はどこでということではなくて、市民病院として利用しやすいというか、そういっ

た基本的なアクセスがいいとか、基本的な考え方はみんなで議論をしておいたほうがいいのではないかなと

思います。これからはみんな車で来られるという時代でもなくなってきているし、そこら辺の問題もありま

すし、そういった基本的な考え方が必要ではないかなと思います。 

 

【議長】 

 ではそれを踏まえまして、基本計画の中で早めに候補を議論するということでよろしいですか。はい。ほ

かになければ事務局でお願いします。 

 

【事務局】 

 それでは事務局から、2点ほどお願いしたいと思います。まず 1点目といたしまして、次回の日程につい

てお諮りしたいと思います。次回日程は 4 月 20日木曜日 14時、この場所でと考えておりますが、いかがで

しょうか。 

 

【委員】 

 予定がある。2時半ごろであれば。 

 

【議長】 

 では 4 月 20日木曜日 2時半でお願いします。 

 

【事務局】 

 次に、改めて新改革プランの策定に関して、今後のスケジュールをご説明させていただきたいと思います。

市議会に対しましては、3月 3日に開催される市議会の全員協議会で新改革プランについてご報告いたしま

す。市議会の全員協議会において、議員から意見が出されることも考えられますので、その意見を踏まえて

新改革プランに反映するかどうかを委員長とご相談させていただきたいと考えております。内容に影響を与

えない程度の小さな修正であれば、委員長との相談のうえで反映するものといたしまして、皆様にご協議い

ただかなければならない場合には、その部分を皆様にお示しして判断を仰ぎたいと考えております。最終的

な新改革プランができあがりましたら、委員長から匝瑳市長へ答申いただきます。 

ここで事務局から提案させていただきたいのですが、新改革プランにつきましては、簡易な修正につきま

しては委員長の裁量で決定させていただけるよう、あらかじめ委員の皆様にご了承いただきたいと考えてお

ります。いかがでございましょうか。よろしくお願いいたします。 

 

【議長】 

 今、事務局から説明がございましたが、いかがでしょうか。承認いただけますか。 
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【一同】 

 はい。 

 

【議長】 

では、皆様の了承をいただいたということでありがとうございました。ほかになにかございますか。それ

では議長の進行はこれで果たさせていただきました。ありがとうございました。 

 

【一同】 

 ごくろうさまでした。 

 

【事務局】 

 それでは皆様、長時間にわたりましてありがとうございました。以上をもちまして第 6 回、国保匝瑳市民

病院、新改革プラン及び建替整備検討委員会を閉会いたします。 

次回、第 7回の検討委員会につきましては、4 月の 20日、木曜日、午後 2時 30分からこの会場でという

ことでお願いいたします。どうもありがとうございました。 

 

【一同】 

 ありがとうございました。 

 

４ 閉会 

 

 

以上 


