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第２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 11 月 16 日(水)午後 5 時～午後 8 時   

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）岡田陽子 

     （千葉県）岩木博之 

     （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 

                              （９人／名簿順） 

欠席委員：大塚榮一、本田崇 

病院出席者：菊地病院長、宇田副院長、布村副院長、大木看護部長、 

江波戸医療技術部長、山内事務局長、市原事務局次長、藤崎副主幹 

 

１ 開   会 

 

２ あ い さ つ 

 

３ 議    題 

(１) 国保匝瑳市民病院改革プラン平成 22 年度進捗状況等の評価書（素案）につい

て 

(２) 経営形態について 

(３) 今後の医療の方向性について 

(４)その他 

 

〔議題１〕国保匝瑳市民病院改革プラン平成 22 年度進捗状況等の評価書（素案）に

ついて 

[議長] 

 次第の順に進めてまいりますが、資料が多いので要点を逃さずに手際よくお願いします。 

[執行部] 

改革プランに関する評価書素案とご意見等に対する回答をご覧いただきます。まず、今回の

改革プランの平成 22 年度評価書素案については、総括的な評価と数値目標に対する増減理由、

点検評価シートに基づく点検内容と評価と課題を書かせていただきました。一番右の「評価と

課題」には、前回は結果だけを記載しましたが、課題が残った部分については課題も記載しま

した。 

次に、資料「意見等に対する回答表」には、第１回会議の後にご意見・ご質問等をいただき

ましたので、回答をさせていただきました。提出者は省略し、本日の資料として提出したもの

は、それが分かるように記載しました。 

素案に戻りますが、14 ページで「収入増加・確保対策」の下の段の右枠で、旭中央病院から

の患者受入れ人数が尐ないのではないかというご指摘がありましたので、再調査の結果訂正し

て記載し直しました。 

[議長] 

第 1 回目の会議の後に、皆さんのご意見等をいただいた中に当委員会で検討する項目がいく



 2 

つかありますが、この場で検討しますか。 

[執行部] 

今回及び今後の委員会でも検討をいただきたい。当委員会として、できるだけ一定のまとま

りの検討をしていただきたいと考えています。 

[委員] 

意見等の回答表の検討項目については、この場で議論しなければならないことですが、一定

の目標がないと水掛け論的になってしまう気がします。目標の再設定、アクションプランの設

定、不満の解決法などが必要と思います。 

全体としては医師確保の問題が数字でも表れています。 

物事には相関関係があるので、医師確保一つを捉えて議論をしても本質が分からない。ター

ゲットを絞って議論をしていきながら、相関を片付けていくことをしないといけないのではな

いかと、回答表を見て感想を持ちました。 

[議長] 

一番の問題は医師不足であり、そのために魅力ある病院をどういうふうにつくっていくべき

か、医師が見てどんなところかと分かる将来ビジョンのようなものが必要と思います。 

[執行部] 

 委員のおっしゃったことは必要と思いますが、この委員会には三つのことをお願いしていま

す。一つ目は改革プランの平成 22 年度の結果をどう評価するか、二つ目は経営形態、三つ目は

今後の医療の方向性についてであります。委員のおっしゃった内容は、３番目の議題の方にシ

フトしているのではないかと思いますので、そこでご論議願いたい。 

[議長] 

改革プランの評価について、達成できた部分と達成できなかった部分を今後どう取り組んで

いくか、いかがですか。 

回答表にある当委員会で検討する項目を一つひとつやっていくと、時間的に相当かかってし

まう。修正が必要な部分や今後検討する部分は、執行部の中でできるものは執行部でお願いし

たい。 

[委員] 

各委員から寄せられた意見に対して、評価書の素案に修正できるものは反映しています。基

本的には、評価書素案の１ページの総括評価と１、２ページの３の視点ごとの評価、特に３番

目の経営形態に関する評価、この辺の問題を中心に議論する必要があるのかなと思っています。

その中で関連する４ページ以降を参考にしながら、１ページ、２ページの評価の文章がこれで

いいのか、確認していけばいいと思います。 

[議長] 

総括評価については、これでいかがでしょうか。その素案に出てきた指標について色々と問

題はあるでしょうが、いかがですか。２番目の総括評価はいかがでしょうか。概ね間違いはな

さそうです。 

[委員] 

事実が淡々と書かれています。全体的に見ていくと、計画に対して▲の数字が割と多く出て

きて、実績が追いつかないという状況が事実として表されています。 

[議長] 

職員一人ひとりの数字を見ると悪くはないのだが、それでなぜ赤字が出るのかよく理解でき

ません。最終的には、人件費のことにならざるを得ない。機器の共同購入だとかはもう尐し余

地がありそうですが、経費はよく削減されています。先生方は結構働いていて、その辺を解決

しようとすれば最終的に、医師の増員と給与の検討をこれから考えていかなければと考えます。 
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経営形態にも関連してきますので、総括の中で触れるのは難しいでしょうから、「プランの達

成に向けて一層努力していただきたい」というような表現を加えるしかないのではないかと思

います。 

[委員] 

「より一層努力」というのはいかがかと思います。できれば「職員の増員を含む」というよ

うな表現が入っていると、大変うれしい。医師不足が一番の問題だという共通認識をしていた

だける。 

[委員] 

「医師をはじめ職員の確保に努めながら」という表現ではいかがか。 

[議長] 

視点ごとの評価になりますが、業務委託についての回答を見ましたがそれなりの評価で、引

き続き業務委託契約はそれでよろしいのではないか。経費節減、給与適正化などがありますが、

経営形態の中で議論することかなと思います。 

そのほかに、医薬品や材料の購入は一応かなり頑張っているようです。私が考えたのは、共

同購入です。足りないのは、病院の内部の診療対応がよく見えないという点で、私が聞いた範

囲ではどんなことを得意としているのか、どんな疾患に対応していただけるのか、ひどいのは

手術をやっていることを市役所のパート職員が知らなかった、ということもありました。その

辺をどういうような形で市民に対して PR していくか、そうすれば市民の受診率が 50％以下と

いうこともなくなっていくと思います。ホームページがありますので、そのほかの媒体も使っ

て PR に努めればもう尐し違うというのが私の個人的感想です。 

新患が増えれば、入院費や病床利用率が上がる可能性もあります。意識改革は病院内で行わ

れているようですから、なるべく多くの職員を巻き込んで話し合いなどをしていただきたい。

外から士気がないように見えますと、患者さんはなかなか来ない。施設改修で病院の中の環境

もよくなっているようですので、その辺も含めてみんなで盛り立てる意識を持っていただきた

い。視点ごとの評価で何か付け加えることはありますか。 

[委員] 

ある患者さんが受付で「どなたかの紹介があったのですか」と言われてすぐ帰されたそうで

す。紹介状がないと受診ができないと受け取られています。 

また、祇園祭のときに小学２年の私の孫が来たときに、病院に電話したら「小児科がないの

でほかで診てもらってください」と言われました。医師や看護師まで伝わって断られたのか分

かりませんが、市民病院としては致命傷ではないですか。 

[議長] 

紹介状がなくとも診察はできるはずです。旭中央病院に関しては、紹介状がないと受け付け

ない科はいくつかあります。市民病院に関してはそういうことはないと思います。時間内でそ

ういう対応をする職員がいれば勘違いではないでしょうか。夜間になると、対応できない場合

があります。小児に関しては、小児科が廃止になって以降医療トラブルを避けるため、専門医

がいなくて診ることができない状況です。 

[委員] 

紹介状がない場合の特別徴収などへの説明が不足だったのではないかと思います。 

[執行部] 

特別徴収はしていませんし、すべて受け入れしているはずです。ただ、その患者さんがどう

いう疾患で、何科を受診しようとしたか分からない。担当の科が開いていない可能性もありま

す。例えば、耳鼻科・眼科だとパートに依存していますので、その日が休診の場合は受け入れ

できません。私としては、紹介状がない人を診ないというのは、寝耳に水の話です。詳しい話
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は分かりませんが、そんなはずがないという感想です。 

[委員] 

断るという部分は、勘違いだと思います。他院にかかられている方が急に来られる場合、紹

介状の持参をお願いすることはあります。ただ、断っているのではありません。 

[議長] 

受付の対応は、同じことを言っても受け取り方が違う場合があります。逆に受け止められて

しまうこともあり、その辺は接遇の問題もあると思います。 

[委員]  

小児科については、例えば子どもが脱臼した場合に自信をもって診られるかと言えば、私は

内科医ですので診られません。整形外科か外科の先生がいなければ診られません。外来で、「あ

なたは医者なのになぜ診ないのか」と言われることがあります。しかし、診られないわけで、

その辺を理解していただきたい。小児科は、大丈夫だと思っていても大丈夫でないことがしば

しばある科です。対応を統一するため、基本的に内科的な小児科はすべてお断りしようという

ことになっています。ただし、受付で断るのではなく、必ず診療側に連絡がきて内容を聞いて

医師から断っています。 

[委員] 

小さい子どもがお腹が痛いと言うと、動揺してしまうものでどこかで診ていただきたい状況

に置かれるものです。 

[議長] 

市内の診療所と市民病院には違いがあると思います。私は外科医ですが、大したことがなさ

そうならば診ますが、ダメであれば小児科を紹介します。病院にそのまま当てはめることは難

しいので、その辺も PR の問題だと思います。投書箱に意見を書けば、きちんと回答してくれ

るのではないでしょうか。 

再編ネットワークは今後に関わってくることで、今すぐどうとは難しいのでここに書いてあ

る程度の「着手したところ」で仕方ないと思います。医療再生計画において連携の話が出てき

ています。これに絡めて再編ネットワーク化が推進されると考えており、市民病院独自ではな

かなか難しく、できればその中で検討がなされればと思います。 

市議会の文教福祉委員会の議員さんは、病院の再編問題にどの程度の認識を持たれているの

でしょうか。 

[委員] 

今我々が検討しようとする項目については、一定の方向性の発言は聞こえていません。患者

サイド、市民サイドでの情報が中心になっています。 

[議長] 

改革プランの平成 22 年度評価書素案については、総括のところを多尐手直しする程度のとこ

ろでいかがでしょうか。 

〔異議なし〕 

[議長] 

それでは、そのように決定いたします。 

 

〔議題２〕経営形態について 

[議長] 

これは大変な議題でありまして、きちんとここで結論を出すことは難しいと思いますが、皆

さんの合意が得られて大まかな道筋ができればと考えています。 

本件につきまして、執行部の説明をお願いします。 



 5 

[執行部] 

評価書の話に戻りますが、いくつかのご意見をいただきましたので、その文言を中に折り込

みまして次回の委員会までに提出しますので、ご検討をお願いします。 

資料の１番、公的病院の運営形態について、自治体病院の運営形態には、地方公営企業、地

方独立行政法人、指定管理者の三つがおおまかにあります。まず、地方公営企業とは自治体が

経営する企業をいい、原則企業の収益で賄います。地方公営企業法という法律で組織、財務、

職員の身分、経営の根本的な基準が規定されています。単純化して申しますと、地方公営企業

は市長が社長の公営の企業です。一部適用については、財務、すなわち予算、決算、契約とい

った部分に関する部分のみを適用しています。現在の匝瑳市民病院は、一部適用の形態で運営

しています。 

地方公営企業の財務は市役所の予算、決算とは違い、お金の出入と収入･支出が必ずしも一致

しません。一般企業もほとんど全部この会計方式です。一部適用は予算、決算の数字上のこと

だけを適用し、職員の身分や組織は市のそれぞれの課と同じ形態です。地方公営企業において

市長は社長といいましたが、一部適用では市長は社長ではなく市長なのです。 

全部適用について資料１中の４番になりますが、一部適用、全部適用の違いです。全部適用

では経営責任を負う事業管理者を置き、これが社長に当たります。民間企業でいえば COO に

なります。そして、事業管理者が職員の任免等を行い、資産を買ったり契約を行うことができ

ます。事業管理者が職員の採用、退職の処理や機械を買ったりする決定を行います。 

職員の給与の決定は、一部適用では人事院勧告をそのまま適用することができますが、全部

適用では病院の経済状況を考慮して決定することができます。そうすることもでき、今のまま

にすることもできます。給料をそのままにして、儲かったら儲かった分をみんなに渡し、儲か

らなかったらその分を減らす。いわゆる民間的なやり方をすることもできるし、今のような形

もできます。この選択は病院と市で決めることになります。 

〔地方独立行政法人・指定管理者の説明 略〕 

[議長]  

取りあえず、今の病院を考えますと地方独立行政法人、指定管理者は現実にはそぐわないよ

うな感じがします。 

[委員] 

私も来年度に、地方独立行政法人、指定管理者には多分ならないと考えます。今の流れでは、

一部適用を全部適用にするかどうかの議論が順当と思われます。ただし、職員の皆さんがどう

感じられるかの問題があります。 

[委員] 

全部適用にするとすれば、職員採用の権限はどなたが持つのですか。 

[議長] 

全部適用では、事業管理者の権限になります。具体的には、院長が事業管理者になるでしょ

うから院長の権限となります。 

[執行部] 

県内の全部適用の病院中で、院長が事業管理者を兼ねているのは、旭中央病院と公立長生病

院のみです。ほかは、院長と別の方が事業管理者をしています。 

[議長] 

千葉市立も公立船橋も全部適用になったのはごく最近です。今まで全部市が持っていた人事

権を病院独自でできることになり、一部適用と大きな違いとなります。全部適用になれば、市

長に代わって事業管理者が大きな事業を決定できるようになり、独自の給与体系を作ることも

可能になります。 
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 [委員] 

一部適用は、病院の運営に支障があるのでしょうか。 

 [執行部]  

一番の問題点は人事で、医師についてはほとんど 100％通りますが、看護部門の不足や技術

部門もそうで、採用したいと思っても市役所に計画を出して伺いを立てると、「今年度は無理」

と言われて涙を呑んだことが何度もあります。 

看護職は確かに人数はいますが、妊娠・出産・育児があり体調を崩す職員もいる中、昼夜分

け隔てなく動かしていかなければならない。そのためには、最低の人数が必要で看護部長は大

変苦労しています。 

また、機械の購入は市で入札を行うため、対応が遅くなることが最大の欠点です。 

[委員] 

派遣社員の採用は市で行っているのですか。 

[執行部]  

受付などの業務委託は、病院で行っています。 

[委員]  

皆さんのお話を伺っていて、給与決定方法から職員の意識向上のためにも、全部適用がちょ

っといいのではないかなと感じました。 

[委員] 

地方独立行政法人、指定管理者は現実の流れから不可能で、検討するならば全部適用です。

メリットとデメリットがあり、病院関係者がどちらがいいのかの視点も整理した上で議論する

必要があり、今これだけの情報の中でどちらがいいのかは言えません。 

 [委員]  

第１回の検討委員会発足のときに、市長から市の考え方として示されたとおり、市長として

はできるだけ早期に全部適用にしたい、という意向なのでその方向で審議したいというのが市

の立場です。 

 メリットとデメリットの整理と併せ、人事面でこれまで可能でなかったことが臨機応変に管

理者の責任でできるメリットがあります。これまでは、市の意向を受けて病院を運営してきた

ので、病院としてのモティベーションが上がらなかった面があると思います。事業管理者を中

心にやっていこうというモティベーションを上げること、これが最大のメリットではないでし

ょうか。デメリットを克服して、メリットを最大限に発揮していく方向で検討していただくこ

とがいいと考えています 

[委員] 

全部適用の議論は昔もありましたが、今回は本当に全部適用になるのだなという感想です。 

[委員] 

市の方から全部適用が来たことが問題だと思っています。色々不自由があるため病院から全

部適用にしてほしい、というのではない。市としては財務状況が一番の問題なのでしょう。推

測では、一部適用のままでは職員給与に手がつけられないから全部適用にする、これは一里塚

だと勘ぐってしまいます。 

モティベーションを上げるのがメリットだというお話ですが、現場の現状は疲弊しています。

何かアイディアがあれば直ってくるという状況ならば、とっくの昔にできています。それがで

きないで、仕事が忙しくなってきて疲弊しています。アイディアは出つくしており、全部適用

でモティベーションが上がるかというと、決して上がらない。市は不採算部門の病院を切り捨

てしたいのだろう、というのが私の考え方なので逆にモティベーションは下がってしまう。 

医師を呼ばなければならないが、お金が儲かるから来るという医師はほとんどいない。自分
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の技術・知識を最大限に活かせるところに行きたい。できればプラス研修ができて、より自分

を高めてくれるところに行きたいというのがほとんどです。 

公立の病院は身分が保障されていることは分かっているので、自分の力を試したい、又はキ

ャリアアップしたいという考えで選ぶ。医療以外で医者にあれこれ聞かれることは雑音になり

ます。純粋に助けたい、いい医療を行いたい、いい内科にしたいという考え方で来る。雑音が

ない方向にしてあげた方がいいのではないか。「全面的にバックアップするから全力を出してほ

しい」という態度でないと、医師は来ないのではないか。 

今のジリ貧の状態になっているところで、全部適用への移行は危険性が高い。 

 [委員] 

組合の意見としては、全部適用してほしくないのが強い。職員全員が組合に加入してはいな

いし、組合員の中でも全体の意見ではありませんが、全部適用になった場合には辞めていく職

員が多いと思う。公務員の身分に魅力を感じている職員は多く、全部適用でも公務員が継続す

ることはいいのだが、メリットとデメリットを詳細に伝えていくことが必要です。 

 [委員] 

今の２名にお伝えしなければならないことは、１点目として全部適用が市長から言われたこ

ととありました。「全部適用について検討する」というのは、病院改革プランの中で示された方

向です。これは、病院も含めた市が作ったものであり、今回唐突に市長が言い出したものでは

ない。いつまでも進まないので、今回改めて市長から作業を進めてほしいと催告されたのです。 

 次に２点目として、職員の給与を引き下げるとか市から縁を切りたい、市が切り捨てたいと

いうことは決してありません。病院は市としても残さなければならない。全部適用をしたから

といっても必要な支援は行います。職員給与については「経営状況を考慮して引き下げること

も可」とあり、これは可能であって経営状況によって下げることを決定しているわけではない。

全部適用と給与を下げることは一致ではない、と市では考えており誤解のないようお願いしま

す。 

 [委員] 

資料中の表現は、ただし書と理解すればいいのではないか。 

 昨年病院が実施した市民意識調査結果では、２位に「よく説明してくれる」、３位に「明るく

対応してくれる」とある。これらをさらによくすることで、病院の知名度や好感度が上がると

思います。 

 [委員] 

説明をするには時間がかかる。例えば、外科医が一人減ったことで、その分を残った常勤医

師がカバーしなければならなくなりました。今まで 50 人診ていたのが、60 人診なければいけ

なくなり、必然的にサービスは下がってしまいます。 

 [委員] 

職員はもっとできるだろう、と計画を立てられると破綻する。その計画はうまくいかない。

市民要望をどうしたら実現できるか、それを職員が頑張れというやり方をされると無理です。

その考え方では職員が辞めていく一方で、過去 10 年間がそうであったとおり今後も進む。発想

としては、何とか外部からてこ入れしてあげることを考えてほしい。 

[委員] 

医師が足りないということは我々も認識していますが、それを実現する方法から始めれば病

院の運営は難しくなる。 

 [委員] 

市が全面的にバックアップしていく。「今まではこうだったから」では、うまくいかない。 

 [議長] 
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近隣の病院がみんな同じ問題を抱えています。地域医療再生会議の中で、県からも具体的に

尐しずつ出てきています。一番の目玉になりそうであったのが、旭中央病院にできた地域医療

支援センターだが、医師が集まらずほとんど現状と変わっていません。 

千葉大と自治医大からの派遣をうまく組み合わせて合理的に配分できるシステムができたら、

もう尐し今と違う感じはします。地域医療再生計画に絡めることが課題です。 

医師の過重労働について、書類が多すぎて作成や説明に追われている。病棟クラークを使っ

て、医師が書く書類の量を減らすことを考えた方がいい。医師不足をすぐに解消できないのな

らば、せめてそんなところから負担を減らして、医療に専念できるような環境を考えることも

大事ではないでしょうか。 

全部適用と一部適用については色々な意見もあるし、メリット・デメリットもありますが、

全部適用は基本的には給与体系を変えられる大きなメリットのある部分といえます。ただし、

職員の納得が得られなければ不可能と思う。組合を結成して団体交渉権もあるので、その中で

どのように協議していくかは運用の問題となります。必ずしも経営陣が給与を下げると言って

も、そのようになるとは限らない。確かにその可能性は含んでいるが、根本的に否定する原因

にはならないのではないかと考えます。 

 [委員]  

全部適用にして魅力的な病院がつくれるのでしょうか。 

 [議長]  

病院の職員が「私たちはこういう病院にしたい」という目標を持って、自分たちがやってい

こうとすればできる。そのための一番大きなことは人事権で、一部適用では市の了解がなけれ

ばできない。全部適用は病院をこういう方向にしたい、というときには大きな力を発揮できま

す。一部適用では、いちいち市長のところに行って頭を下げなければならない。また、必ずし

もその希望が通るわけでもない。全部適用になれば病院の主体性を持てることが、大きなメリ

ットだと考えています。 

公務員の身分は大きな部分であり、年金は民間よりも恵まれています。不況の中では非常に

恵まれている。給与はすぐに手をつけられないでしょうし、職員の応援がなければ院長や執行

部の采配で下げるのは不可能だと思いますので、さほど心配はない。全部適用のデメリットは、

執行部で回答できますか。 

 [執行部] 

経営が悪化したときに給与水準が引き下げられるのではないかという不安感が職員の中に増

し、経営にとってマイナスになることが一番大きなデメリットです。また、市長部局にお願い

していた仕事が、全部病院で完結した形になり主に事務職の業務量が増えること。全職員の同

意を得て移行することになるだろうが、同意を得るための作業等です。 

 [議長] 

病院の業績が悪くなれば、一部適用でも全部適用でもダメになれば同じことです。市から出

せるお金は限られているし、これ以上出せないとなったらいよいよ終わりになる。閉院という

形になるので理屈としては同じことです。逆に、給与が尐なくとも仕事ができることはありが

たいという考え方もある。その辺の理解を職員に伝えなければなりません。 

この委員会の結論がどうなるかは分かりませんが、全部適用にするならば、職員にきちんと

理解される努力が必要ではないかと思います。 

 [委員]  

病院が存続すること自体、かなり難しいのではないかと思っています。そうしたときに、最

後のダメ出しは市長が出してほしいと思います。決して事業管理者が出すのではなく、市長に

出していただきたい。 



 9 

 [議長] 

一般会計からの繰入には限界があるので、繰出ができないとなれば市長が出せないことを決

断する。 

 [委員] 

資料中にあるように、一般会計からの繰入は一部適用と全部適用で全く同じ表現です。全部

適用になっても、これまでどおり一般会計から病院会計に必要な繰出はする、ということです。 

 [委員] 

事業管理者が主体になって病院経営をしていくと、うまくいかなくて廃院だというときに、

市民としては事業管理者がうまくいかなかったという発想になるのではないか。「あなたたちが

できなかったからうまくいかなかった」と。最後の私たちのプライドです。頑張っているのに、

「あなたたちができなかった」それだけはやってほしくない。 

成東病院の内科がそうでした。一生懸命頑張っていたのに、折れてしまった。結果としてみ

んな引き揚げた。引き揚げたことで責められたのは、内科の医師たちでした。あのときに責め

られるべきは、院長なり市長であったと思います。最後の責任は、市長に取ってほしい。 

 [委員]  

それは当然のことで、設置者はあくまでも市ですから。 

 [委員] 

市民はそうは思わないのではないでしょうか。事業管理者に任せておいて、現実は多分うま

くいかない。市の財政も厳しいことは、何度も聞かされているのでこの病院として立ち行くの

は、もう 2～3 年でしょう。その間が勝負で、その間に医師が来て立て直せない限りは、いくら

頑張っても 5 年程度しかもたない。県からも何度も説明を受けました。そういう状況で全部適

用にして立ち行かなくなった場合に、普通の市民からは事業管理者なり働いていた人たちの責

任と言われてしまうのではないか、と非常に危惧しています。 

[委員] 

今後の医療の方向性という三つ目の話にからんできますが、私は民間企業の一経営者として言わ

せてもらえば、民間企業に補助金などはありません。当然、市からの繰入などはありません。確か

に医療関係のコンサルタントをしているので制度の違いは分かっていますし、医局から又は支援セ

ンターから人を送ってもらわないとダメだとの考え方はわかります。しかし、医局が派遣できない

ならば市なり病院が自ら人を見つけてくる。こういった活動、人材派遣会社に頼るのではなく病院

自ら先生方自ら我々民間会社のように引き抜く方法はいくらでもある。病院業界でそれはタブーな

のか、民間の医療法人は医局に頼らずに医師を募集して獲得しています。 

[委員] 

それはぜひやらなければいけないことだと思いますが、この病院では無理なのではないかと

10 年くらい前から思っていて、自分自身から来てほしいとはとても言えません。 

[委員] 

そうならば潰れないようにするためには、人が来てもらえるようにするためには、どうした

らいいとお考えですか。 

[委員] 

合併ではないでしょうか。ある程度の規模の病院をつくるしかない。それを市なり県なりが

本気でやれるか、本気度が見られない。ジリ貧になるのは仕方がない、とずっと来ている。 

 [議長]  

医師会長の立場で言わせていただくと、医師会で何とかバックアップしようとやっていると

思うが、その理由は市民病院が潰れると東総地域の医療バランスがバラバラになってしまう。

銚子市立病院が休止したときに、結構大きな影響がありました。そこにこの病院まで潰れると、
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旭中央病院がとても患者の受け入れができなくなり、どうにもならなくなる。特に救急が。 

地域医療の面から考えると、何が何でも存続していただきたい。ですから、放っておけば潰

れるではなく、存続するためにはどういったことが必要か、まずどこから手をつけていけばい

いのか。医師会として何ができるのか考えて、なるべく患者さんを紹介しようとしています。 

私が当院にいたころに経営が悪化したときに、東陽病院と多古中央病院と定期的に院長・副

院長で会議を持ち、20 年以上前に共同購入を話し合いました。院長・副院長レベルでは、３病

院を一緒にして効率よく 296 号線の近辺に造ろうという話をしまたが、結局できなかった経緯

があります。東陽病院は山武医療圏に入り多古も行政区域が違うので、今となっては合併は難

しい。 

どの辺で業務を減らせるか、経営に参加したくない気持ちは分かりますが、病棟クラークな

りでドクターを補助できるようなシステムをもう尐し積極的に考える。まだ認定されていませ

んが、近い将来できる制度で看護師が簡単な医師の処置をできるようスキルアップするとかす

ればいい。 

[委員] 

医師の高齢化が進んでいて、残された時間が本当にないのです。大学からの派遣については、

外科はなんとか期待できるかも知れないが、内科はほとんど期待できない。 

[議長] 

病院に対するお願いは大学の医局に行ってもまず無理だと思う。医療再生計画での助成はど

ういう状況ですか。 

[委員]  

再生計画には二つあり、二次医療圏の香取海匝と山武夷隅長生にそれぞれ 25 億ずつ集中投下

するもの。最近内示があったのは、県全体の三次医療圏に対するもので、医師確保については、

県全体での事業分なので香取海匝地域も含まれています。 

[議長] 

県としても、この地域で医療崩壊が起きたら大変なことになるとお考えのはずです。 

[委員] 

最初の計画では、２地域を選んで医療崩壊を防ぐ、あるいは地域再生を進める内容でした。 

[委員] 

それが全く見えてこないで医師が減っていく。医師派遣が今年一人でも増えてくれば、先が

見えたのだが見えない。地域医療をどうやっていこうとしているのかさえも見えない。 

[委員] 

 病院再編のような急激なネットワーク化ではなく、今ある病院機能を活かしていこうとする

計画となっています。 

[委員]  

県からそのような話が以前あって、一昨年県の職員が私たちから聞き取りをしていった。最

終的に何を残していったかといえば、「医局会を毎週１回開いて意思疎通を図りましょう」、「も

う尐し皆さん、頑張ってください」と、これで終わり。その辺でもモティベーションが下がっ

てしまった。結局県は何もしてくれていない印象です。どうすれば、この地域がやっていける

か見えてこない。 

[委員] 

匝瑳市民病院については、計画上では、機能強化、つまり手術対応、二次救急の強化を行う

ための機械、処置室の助成を行っています。 

[委員] 

それでは、２年後に医者がいなくなったときに、どうやって補助していくのですか。 
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[委員] 

医師確保について県が全くやっていないわけではなく、この地域で医師になる方が尐ないこ

とが第一にある。千葉大の医局にもお願いしています。地域医療支援センターを作ったが、実

績が思ったとおりに上がっていないことは認識しています。医師の配置は、全国の中でも千葉

県は一番低い水準にある。ここだけでなく、南の地域などでも本当に深刻な状況にある。県全

体でも不足していて、とても全員の要望に応えられる状況ではなく非常に苦しい。自治医大か

らは苦しい団体の順に派遣していただいています。 

[委員] 

自治医大は長生に集めよう、多古に集めようという形で集まってきていると理解しています。

つまり人数が間に合わない。 

[委員] 

県もやっているのでしょうけれども、我々地方には効果が見えない。歯がゆくて頼りになら

ない。だから先程来のような発言になり悲観的になってしまう。ただ、別の委員がおっしゃっ

たように、大学や県に頼ることも必要だが、自助努力も必要ではないのか。提案があったのが、

病院独自の医師確保、それからドクターのネットワークを通じた医師確保についてですが、そ

れは難しいのですか。 

[委員] 

そこは市が非常に大きな役割を果さなければいけない部分だと思っており、地域の卒業生に

声をかけまくることが大切です。来てくれるのは、この地域の方だけだと思った方がいい。旭

中央病院にも研修医がたくさん来ているが、２～３年でいなくなって高齢化がどんどん進んで

います。ここに住んでいて安心できる病院をつくっていくことが多分みんなの同じ意見だと思

います。そうすると、この地域を何とかしたいと思う医師を手放さないようにすることが大切

だと考えます。 

島根県の事例だと思いますが、毎年、県出身の医学生に会いに行って「こういうことをしま

す。こういう待遇でやります。現状はこういうところですからぜひ来てください」とやってい

ます。その中で何人かが来てくださる。 

[委員] 

匝瑳市出身の医大卒業生に市が働きかけてほしい、という意見には同意でありやっていきま

しょう。行政だけでは相手方も信用が足りないでしょうから、医師と一緒に行くことによって

相乗効果が出るのではないでしょうか。医師の立場から訴えていただくことが効果的です。個

人的には、新年度からそういった事業をやりたいと考えます。 

[議長] 

最近は地域医療が見直されてきて、地域に入って住民のために自分のできることをやってみ

ようという医師も尐し出てきている。大学の中でも色々な科を診られる教育を始めています。

スキルアップということであれば地域医療支援センターを利用して、そこでの研修でスキルア

ップすることもできる。地域医療をしながらスキルアップもできることをアピールしながら、

医師を集めることが大事だと考えます。 

 さかのぼれば、千葉大の方針に地域医療はなく、各医局がその場その場で対応している状況

でした。このように地域が医師不足の現在、千葉大の医局員が半分になってしまってどこにも

出せない状況になっています。私が当院に来た頃も同じでした。医局に行って余裕のあるとこ

ろは出してくれ、余裕のないところからは跳ね除けられた。一番確実なのは、自分の後輩や自

分の考えを伝えて一緒にやれる医師であり、一緒にできるのは病院のためにもいい。先生方の

ご協力が必要になります。医局の人事は難しいところがあって、教授が行けといえば行くので

しょうけれども、教授が言わなければ難しい。 
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[執行部] 

私はいまだに教授の指示でここに来ました。前の病院に 10 何年間勤めてきて、還暦を過ぎ私

もそろそろ異動もいいかなという部分がありました。この病院に行きたいからこの病院に来た

のではなくて、ひとえに千葉大の医局人事で来ました。それはずっと続いてきている。ここに

勤める外科医はみんな千葉大の第１外科からの派遣の医師で賄われている。千葉大の医局の教

授から昔からのスタイルで「君あそこへ行きなさい」と言われれば、命令に従う世界です。 

常勤医師の数は去年の時点で 11 人、今年は 9 人で業績を去年よりも上げようとすると、なか

なか大変になります。それまで診ていた外来患者を私が診ることになり、今は外来が正直きつ

く感じています。前にいた病院よりも余程忙しくやっています。 

この地域に来ていいなと感じたこともあります。こちらの患者さんは、ある意味素朴な面を

残しており、千葉市の患者さんよりも接するのが楽しくなってきました。この地域の人たちに

は、日本人のいいところが残っていると感じています。他院ではトラブル続きの手術をちゃん

とこなせる院長もおり、外科医５人が協力してやりがいもある。しかし、麻酔医がいなくなり、

救急の手術には対応が難しい病院になっている。ですが、この病院にはクレーマー患者はほと

んどいなくて、手術して非常に喜ばれ、たとえ再発しても最期まで診られるシステムができて

いる。訪問看護や介護のネットワークがきちんとできており、私も半年で３人ほど家で看取る

ことができました。これは素晴らしいことで、今まで 30 年病院の医師をやっていましたが、癌

の末期は難しいもので最終的に病院で亡くなる方が多かった。当院に来て家で亡くなる場面を

経験して、それがどうもこの病院の生きる道かなという気もしています。 

今までの皆さんのお話をずっと聞いていて、この病院が歴史的に大変なときだなと感じてい

ます。去年から今年に医師が二人減って増える見込みがあるかというと、なかなか先が見えな

いのが現実です。千葉大の第１外科はまだ送ってくれると言っているが、ここの病院の方向性

として手術はやらないとなれば全員引き揚げられるかもしれません。それは、教授の一存で決

まってしまう。そうなれば、外科の医師は他の病院に異動することになるというのが現実です。 

そこを何とか続けさせるには、次の人たちがこの病院で医師としての生きがいを持っていけ

るかどうかを考えなければならない。私自身は、今までにない経験をしてそれなりにいい病院

だと感じています。 

[議長] 

後期研修が終わった先生方の動向はどうなのですか。 

[委員] 

数字で表すことはできませんが、都市部での勤務あるいは大きな病院に行かれる傾向が強い。 

[議長] 

旭中央病院でも後期研修を終えるといなくなってしまうようだ。その辺がネックで、それが

残ってくれれば可能性があると思うのですが、恐らく新臨床研修制度が始まって４～５年は仕

方ないと思っていましたが、その頃には大きな病院が一杯になってくるので、だんだん田舎に

回ってくると期待していましたが、全然その傾向が見えない。事務局長も色々と手を尽くして

メールを打ったりして頑張っていらっしゃるようだ。市と病院と一緒になってやっていくしか

仕方がないと思います。改革プランそのものが医師が充足されれば、ある意味よくなっていく

ものだ。もちろん、経費節減や市民の理解を得るとかを放っておくことではないが、医師確保

を最重要課題として取り組んでいただきたい。地域医療再生会議には、市長、院長、私も出席

していますので、その中でも何とか医師確保、地域医療支援センターの活動が活発になるよう

働きかけたい。 

先生方には諦めないでいただきたい。昔、私が来た頃は病院を開けると毎日 70 万円の赤字が

生じていました。外来の患者さんも 15～16 人で、当時はえらいところに送り込まれたものだと
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思っていました。医師の余分な業務に関しては、何とか減るように考えてあげていただければ、

もう尐し医師の見方も変わってくるかも知れません。その点をお願いします。 

経営形態についてこれ以上議論しても進まない。後は職員の皆さんがどう考えるか、全部適

用がどんな意味を持っているのかを理解していただき、その上で決定になっていくのではない

かと思いますので、その方向については病院の方で努力をお願いしたい。結論を出す期限はい

つ頃までですか。 

[執行部] 

経営形態については、大体１月中くらいに結論を出していただけるとありがたいです。 

[議長] 

それまでには、病院としての考え方を職員に理解してもらわないと、ここで決めてしまうわ

けには多分いかないと思います。それができたとしても、今後決してうまく機能するとは思い

ません。それに対する努力はお願いします。 

[執行部] 

ちなみに、青葉病院は今年から全部適用になったところですが、去年３回くらい市の健康部

の方から全部適用の方向性の話が全職員に向けて行われました。その上で納得するしないは別

ですが、そういう形になったということで従ったところです。 

青葉病院は来年から整形外科のセンター病院にする予定で、海浜病院の整形外科医は全部引

き揚げるくらいのドラスチックな変化を今しているところです。それが本当に千葉市民にとっ

ていい方向かどうかは分かりません。しかし、船橋医療センターのように、職員の人事をほと

んど変えなくて、収支がよくなっているところもあります。 

[議長]  

経営形態については今日のところはこれくらいにして、12 月にもう１回委員会がありますの

で、職員の意見を多尐なりとも聞ければと思います。 

議題３に移ります。 

 

〔議題３〕 今後の医療の方向性について 

[執行部] 

資料２から９までが、あり方に関するものです。 

資料２：厚生労働省が毎年調査しているデータで、最新は平成 21 年度の数字ですので、当院

と比較するため一般病院の 100 床から 199 床のデータを採っています。医師一人当たり患者数

の入院・外来です。医療法人の「外来１人当たり患者数 10．71 人」とあるのは公表されている

数字です。以後、一人の医師、看護師、職員がどれだけ患者対応しているかを表わしています。 

資料３：今年上半期の当院の機能を表示しています。１はやっていない、２は非常勤対応、

３は常勤対応を表しています。 

資料４：旭中央病院から当院に入院していただいた患者数と割合を調べたものです。 

資料５：標榜科の実質患者数の調べ、常勤、非常勤が何人おり年間の入院患者数と外来患者

数がどれくらいあったのかをあげています。 

資料６：今年９月 30 日現在の職種別職員数を掲載しています。 

資料７：匝瑳市、旭市、横芝光町、多古町の５歳別年齢の人口分布です。 

資料８：匝瑳市の国保会計における療養給付と疾病別分布です。国保加入者のデータを分析

したものです。 

資料９：平成 23 年１月から 3 月までの地区別の外来患者受診状況です。 

〔説明の詳細 略〕 

 [執行部] 
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資料８について、ここまで調査してあるのならば、匝瑳市の住民で国民健康保険に加入の方

のデータを使ってどの医療機関にどの期間、いくらで受診されたかデータが取れるのではない

でしょうか。 

 [執行部] 

このデータの元は市の国保担当からであり、かつ、匝瑳市内の医療機関についてのみ載せら

れています。また、この資料についてだけでも市の担当者にご苦労をかけて作っていただいて

います。元データにもないものを調査していただいています。 

[委員]  

ここまで出されるのならば、そこは知りたい。それが見えれば戦略が打てるのではないか。 

[議長] 

疾病までは難しい感じはあります。 

[委員] 

委員の要望に応えられるかどうか、次回までに検討してみてはどうか。膨大な事務量が必要

ならばご容赦願う、ということでいかがでしょうか。ご要望があったことは私も承知しました

ので、担当課と相談してみたい。 

[委員] 

それで了解ですが、これは場合によっては市の協力となるかと思います。国保担当が出せる

範囲の中で局長に判断していただきたい。 

 [委員] 

お医者さんの定年はなくすことができないですか。お年寄の先生にずっといてほしいと思い

ます。 

[議長] 

パートの形では可能かと思いますが、地方公務員には決まりがあるのですか。 

[委員] 

せっかく医師になられて、まだまだ勤まるのに定年で病院にいられなくなるのは、もったい

ないです。市民病院にはいてほしいと思います。 

 [執行部] 

今のままではかなり厳しいです。全部適用ですとか独立行政法人にもっていけば、市との協

議により事業管理者の采配の中でできます。全部適用になれば市とのバランスを考える必要が

なくなります。 

 [議長]  

民間病院ではだんだん定年が延長されて 65 歳までになってきています。非常勤の形での対応

になろうかと思います。定年年齢が上がれば当然それまでは勤務が可能で、開業医には定年が

ないというのはそのとおりです。開業医と勤務医とどこが違うかというと当直業務で、勤務医

は夜中に寝られなくて、そのまま翌日引き続いて仕事をするというきつい勤務状況がある。あ

る程度の年齢になってきますと、当直まで含めた勤務は外から見るよりもかなりきついことは、

事実だと思います。ですから、非常勤の形でお手伝いいただくのは可能だと思います。 

[執行部] 

提案ですが、あり方を検討していただく上でモデルといいますか、そういったものもあって

いいのではないかと、長野県佐久総合病院は農村医療から立ち上げてきて、地域医療の老舗の

ような病院です。そこに当市の市会議員が夏に視察に参りまして、道をつくっていただいたの

で、そこで地域医療を担当している先生から要請があれば来て話をしてもいいというお話があ

りますので、当委員と執行部も含めて聞いていただければという提案です。 

〔異議なし〕 
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[委員] 

どんな内容になるのですか。 

[執行部] 

佐久総合病院で先生がやっておられる医療について、こういうことでモティベーションを持

ってやっている話になると思います。こちらからのリクエストにも応えてくれると思います。

地域の医療をやっておられるので、生の声を聞かせていただき参考にしていただければという

趣旨です。 

[議長] 

佐久総合病院は元々小さな診療所から始まって、若月先生という有名な方がいまして、旭中

央病院と並ぶくらいの日本で一、二を争う病院になりました。その間に、色々なことがあった

とは思うが、現在は長野県内で一番大きな病院になっています。 

[委員]  

長野県厚生連が運営している佐久総合病院で、821 の病床数があるが、今分割して再構築し

ているところです。急性期と療養と何もかも一緒になってしまったので、450 床と 300 床に分

けようとしています。一つの病院を二つにしようとプロジェクトを組んでいます。450 床はで

き上がりました。これから 300 床の地域医療センターを造ろうとしています。 

[執行部]  

委員会が主催で、病院職員を含めて話を聞かせていただければと考えています。ご承認いた

だければ話を進めたい。 

〔異議なし〕 

[議長]  

今一番見えている方向性としては、医師が尐なくてほかの病院と比べると労働過重になって

いること。入院収益と外来収益を比べると、外来収益にシフトしており外来頼りの病院になっ

ていること。そのことは入院が尐ないということの裏返しになります。その辺が見えてきてい

ますが、今後どのようにもっていくのか。入院が大変ならば外来主体でやっていくのか、もう

尐し市内の医療機関との連携をうまくしながら外来を減らして入院に力を入れていくのか。も

ちろん、医師の負担を減らすことは先ほど申し上げました。 

[委員]  

戦略の立て方を具体的にどうしていくのか、ということも課題としては整理していく必要が

あるかと思います。 

 [議長] 

ある程度の外来収益は必要だと思います。それと入院とのバランスになります。入院の方が

当然単価は高くなりますので、収益性から考えればどのくらいの形でやっていくのがいいのか、

具体的な数字で表す。それが達成できるかできないかは結果になると思いますが、目標値を考

えていただきたい。 

病床利用率が尐ない理由は何だと思いますか。市内の医療機関からの紹介、これは割と入院

に結びつきやすい患者が多い。どのくらいの紹介があるのかが出れば医師会の中でも話がしや

すい。しかし、現時点では無理だとの説明です。 

[執行部] 

元々そういうデータの取り方をしていませんし、システムがそういう形でできていません。

資料３の最後のところに医療連携機能というところに、数字をあげさせていただきました。こ

れもノートから拾ってきた数字で、ある意味概算の数字です。今後、オーダリングシステムや

電子カルテでは考えていかなければならないことです。今現在は一つひとつ手作業で行ってい

るのが現状です。 
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[委員] 

それをやっていくアクションプランが必要です。 

[議長] 

通常、医療連携室でやっているけれども、ここの連携室はどうなのですか。 

[執行部] 

当院の医療連携室はそこまでしていませんで、前回の旭中央病院からの数字は医療連携室か

ら出た数字で非常に尐なく集計されています。今回は医事班から吸い上げた数字です。前回は

医療連携室を通過したものだけカウントされた数字です。直接医師同士が紹介したものはカウ

ントできていませんでした。 

[委員] 

追加資料の提出を行った方がいいのかと思い提案したい。給与水準ですが、全部適用の検討

で必要になるが、今回の改革プランに対する委員さんの意見の中で、職員給与の適正化に関し

意見が出ています。旭中央病院と比較したデータや行政との比較、近隣の公的病院との比較、

そういう比較の中で匝瑳市の給与水準がどういう状況にあるのか、データがあると思いますの

でそれを各委員さんにお示しした方がいい。 

[議長] 

事実の認識になってしまうが、確かに行政職も含めて決して安いところではないですね。千

葉市の青葉病院も人件費が下がったようです。 

[執行部]  

毎年、給与は下がっています。 

[委員] 

病院の給与水準を下げるために言っているのではなく、実態を市民や委員さんにお知らせし

た上で、病院を残すにはそれなりの水準が必要だという共通認識を持つ必要がある。しっかり

と情報公開すべきだと思います。 

もう１点、全部適用の問題で先程の委員さんのご発言が強烈に印象に残っています。医師の

認識として、この病院が２～３年で潰れるという発言がありました。本当に医師の方がそうい

う危機感をお持ちだと、衝撃を受けました。我々執行部としてはそういう気持ちはありません。

尐なくとも医師確保の面では大変だと思いますが、財源的な面では匝瑳市は平成 18 年に合併し

て 10 年間は地方交付税がある程度余分に、補助金という形で来るようになっています。当面、

財政的には比較的余裕があります。ですから、毎年５億 6～7 千万円を一般会計から繰り出す形

で補助していますが、それは数年間必要があれば同水準では可能ですので、決して財政的に市

から見放されるのだと悲観していただく必要はない。交付税は平成 27 年度以降だんだん減って

くることになっていますが、平成 27 年度までは約 7 億円プラスして交付されることになってい

ます。尐なくとも平成 27 年度までは何とかなりますので、その間に病院を健全にしていきたい

というのが市の考えです。 

[委員]  

多分、医師だけでなくほとんど職員全員が誤解しているのかも知れませんが、お金がなくな

って病院が危機的状況になるのではないかと、理解しているところです。それは県から一昨年

にもそういうご説明がありました。 

[委員]  

それは県が脅かしすぎてしまったかも知れません。県としては指導的にそう言ったのでしょ

うが、我々現場サイドとしては市長もそうですが、市としては市民病院を残さなければならな

いことを大前提に考えています。だからこそ、残すための努力をしなければなりません。 

[委員] 
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４年間のうちにはお金がなくなる。病院で持っている保有財産も２年程度頑張れると聞いて

いますが、４年なり６年なりの間に何とかしなければならないという問題だと思っています。

その間に何とかなるかは悲観的です。 

[委員] 

４年とかで期限を切る考えは、我々にはない。一つの目安として平成 27 年度までは財源的に

結構余裕があり、それが来たら面倒を見ないということではない。 

[議長] 

経営形態を含めて今後の医療の方向性は、非常に大きなテーマです。限られた中で市民にど

れだけアピールできるものを打ち出せるか、色々検討が必要だと思います。病院の立地とか住

民の高齢化を考えた場合、地域医療を何とか支えていこうということは、どうしてもはずせな

い命題ではないかと思います。まして、今後 10 年間にさらに高齢化率は進んでいくわけです。 

県の関係者と先ほど在宅医療について話したのですが、今後はなかなか病院に入れなくなり、

在宅での医療ニーズが増えていく。従って、医師会も在宅をやらなければいけないのではない

かという話も出ていました。今後の高齢化社会を見据えた上での病院運営も考えていかなけれ

ばいけないと思います。特に訪問看護ステーションなどは、今後ますます必要となりますが、

残念ながら今のままでは頑張れば頑張るほど赤字になってしまう面があります。その辺も行政

と対応しながら、赤字の分をどういうふうに解消していくかが問題です。大きな転換点となり

ますので、その辺まで踏まえて議論して方向性が出せればと思いますがが、方向性を出す必要

はあるのですか。 

[執行部] 

今日は論議だけになると思います。最終的には３月までに一定の方向性を出していただきた

い。 

[委員] 

諮問していないので答申の形は取らずに、報告書でお願いしたい。 

[議長]  

委員の皆さんにも医療の方向性について、思い巡らせていただければありがたいと思います。 

次回は、12 月 21 日（水曜日）午後 5 時 15 分の開催とさせていただきます。 

以上で、本日の会議を終了します。 

７ 閉 会 


