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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) 

に関する意見等に対する回答表 

 

        

ページ 項目 委員ご意見等 回 答 

１～ 評価結果の総括 平成２１年度の評価書に準じて、総括コメントが必要 ご指摘のとおり作成し、第２回会議に提

案 

１～ 評価結果の総括 「平成２１年度評価」に即した表現にすべきではないか。項

目によっては、目標達成に向けた現在の状況の評価を加える

べきではないか。 

ご指摘のとおり作成し、第２回会議に提

案 

１～ 評価結果の総括 各項目について、匝瑳市民病院としての取組内容が、目標と

している内容についてどれだけ達成、効果があったのか不明

である。 

各項目ごとの具体的な目標数値が設定さ

れていなかったため、項目ごと達成状況

を明記することは難しい。 

１～ 評価結果の総括 「未実施」について、今後の対応方針等を記載した方がよい

のではないか。 

対応方針を明記します。 

１～ 評価結果の総括 市民への公表を前提としたとき、より理解を求めるために

○、△、×の区分で評価してもよいのではないか。 

平成２１年度の実績があるので、平成２

１年度に合わせたい。 

４～ 数値目標 各数値目標に係る実績値についてのコメントが必要（どうし

て、そういう結果となったのかについての説明） 

 

ご指摘のとおり作成し、第２回会議に提

案 



 2  

ページ 項目 委員ご意見等 回 答 

４～ 数値目標 ・目標に対する実績が下回っている値についての今後の対策

を至急論じるべきである。 

・要因の分析→目標の再設定→アクションプラン設定が望ま

れる。 

・院内では折に触れて検討していますが、

当委員会でご議論いただければ幸甚で

す。 

・当委員会でのご議論の中で検討させて

いただきます。 

４～ 数値目標 ・病床利用率、入院患者数、外来患者数は、それを診ている

医師数・看護師数に応じて設定すべきです。無理な目標設定

は、職員の慢性的な疲弊を招き、drop outしていくという悪

循環に陥る。 

・具体的には、私の経験では、2次救急を行っている病院の

医師一人あたりの受け持ち患者は、8-12名程度。管理職の医

師については、5名程度が限度と思われます。当初、各科別

の入院目標を示された際に、内科の入院目標数を60名とされ

ていましたが、これを実現するには、副院長職の医師が10

名としても、その他の医師３人で17名平均（常時！）の受け

持ち患者を持つ計算になります。これで、どのような医療を

期待するというのでしょうか？ 

医療現場の状況を勘案しながら、当委員

会でご議論いただければ幸甚です。 

 

４ 

 

(１)財務に関する数値目

標 

病床利用利率…２３年度目標値 ６６％ 

       過去の直近３年間では、２２年度の６０．

６％が最高数値であるが、目標６６％達成に

は何か秘策があるのか。 

特に秘策はないため、当委員会でご意見

をいただければ幸甚です。 

４ (１)財務に関する数値目

標 

平成２３年３月…平成２１年度評価書では、２１年度目標９

３．０→実績９８．０、目標６６．０→実績６１．３、目標

改革プランは、策定後に修正を加えてい 

ます。平成２２年度評価については、総 
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５２．０→実績５４．７。２２年度目標が上から９８．７、

５８．３、５９．０が平成２２年度（素案）では目標が高め

に?上から９９．２、６０．０、６５．０。２１年度の改善

が見られ、平成２２年度で目標を上げたのでしょうか。（平

成２１年度評価の目標数値と平成２２年度のそれが違う理

由） 

務省ホームページに登載されている数値 

を目標として用いています。 

４ (１)財務に関する数値目

標 

個人的見解では、１００％イコール満点と理解し、職員給与

は尐なく、病床利用者はさらに尐なく、収支の比率は大幅に

上まわっているとなるのですが、▲印に不安を感じます。 

一般会計からの繰入金を圧縮しながら、 

目標の経常収支比率を達成するために 

は、全体として高めの目標数値となるこ 

とをご理解願います。 

５ (２)公立病院としての医

療機能に係る数値目標 

手術件数…２１年度から増加傾向にあり、大いにスタッフの 

積極的な意欲が見受けられ心強い。 

医療再生プログラムにおける当院の機能 

分担からも、強化が求められています。 

５ (２)公立病院としての医

療機能に係る数値目標 

患者さんの数は５年前と大幅に変わることなく、尐しずつ減 

ってきていると理解し、このまま続くと赤字は▲印のごとく 

増えると思います。人口は減っているので、問題は山積にな 

ると思います。 

ご指摘のとおりと認識しています。その 

ために、当委員会を好機として有効な手 

立てが導き出されることを期待します。 

９ (３)一般会計等からの繰

入金の見通し 

一般の病院と公立病院の差が尐しずつ理解できて来ました。 

下世話に言えば、もうからなくても帳尻がなんとか合わせら 

れるということですね。 

たとえ不採算な部門でも、地域に必要な 

医療を行うべき役割を担っているため、 

国の制度及び市からの支援を受けていま 

す。 

 

１１ 

 

表題の項目の修正 「点検」→「点検項目」 

「平成２１年度評価」→「平成２１年度評価結果」 

「平成２２年度評価案」→「平成２２年度評価と課題(案)」 

 

ご指摘のとおり修正し、第２回会議に提 

案 
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ページ 項目 委員ご意見等 回 答 

経営改善 

１１ 対象年度収支計画 赤字補てんを頼みの綱に経営していると理解しました。 たとえ不採算な部門でも、地域に必要な 

医療を行うべき役割を担っているため、 

赤字補てんが行われていますが、補てん 

をどれだけ尐なくするかが課題であると 

認識しています。 

民間的経営手法の導入 

１１ (１)業務委託・契約 点検項目の契約更新時期の見直し、保守契約の見直しの実施

の有無、予定はどうなっているのか。 

今後、検討してまいります。 

１１ (１)業務委託・契約 医療機器購入で「一般競争入札方式にして参加者がなく中

止」とありますが、その場合その後の対処をどうしましたか。 

一般競争入札が中止となった場合は、取

扱業者との随意契約により契約します。 

１１ (１)業務委託・契約 医療機器の購入について、ディーラー１社の応札しかないの

であれば、複数メーカーへの声かけ及びメーカーとの直接交

渉が必要かと思われる。ディーラー１社にて市場を仕切るの

には問題がある。 

・一般競争入札は、匝瑳市に入札参加資

格申請を提出したものであれば、誰でも

入札に参加できる制度であり、参加しな

かった業者に声をかけることは、参加し

た業者に対して公平ではないことから、

参加業者と随意契約しています。 

・今後については、必要機能を明示した

仕様を提示し、仕様に合致した複数機器

から選定する方式に切り換えてまいりま

す。 

１１ (１)業務委託・契約 医療機器の購入について 

・一般競争入札ができた３件についての評価はどうか（どれ

・入札については、設計額に対し約３％

の節減となりました。 
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ほど具体的な節減が可能であったか。）。 

・随意契約となった５件について、価格交渉でどの程度の節

減ができたのか。 

・随意契約については、見積合せの結果

約１３％の節減となりました。 

１１ (１)業務委託・契約 市財政課に依頼した入札は、どのようなものでしょうか。 

（医療機器購入：３件、警備、洗濯、清掃についてですか。）

ほかには…? 

・医療機器、工事２００万円を超えるも

のについては、財政課に依頼しています。 

・業務委託はすべて病院で執行していま

す。 

１１ (１)業務委託・契約 業務の公平化を行うためにも、一般競争入札は必要と思いま

す。経費の削減に大切なことです。 

契約方法は、一般競争入札を基本に考え

ていますが、医事業務等人的要素により

提供サービスに差が出る業務はプロポー

ザルによる選定をしてまいります。 

１１ (２ )業務委託の管理徹

底、モニタリングの強化

等 

現在の委託事業には、どのようなものがあるのでしょうか。

また、それらについては継続だと思いますが、今後増加させ

たり減尐させたりする予定はありますか。あるとすれば、ど

のようなものでしょうか。 

警備、洗濯、清掃、検査、医事業務、給

食、保育業務のほか、医療器械の保守管

理業務があります。新たな業務委託、取

り止める業務委託については、現在のと

ころありません。 

１１ (２ )業務委託の管理徹

底、モニタリングの強化

等 

委託対象業務の中で、本当に必要な業務内容の抽出とそうで

ない業務との仕分けと必要な業務についての精度評価基準

を作成する。→改善指標につなげる。 

・参考にさせていただき、今後検討した

い。 

・契約方法は、一般競争入札を基本に考

えていますが、医事業務等人的要素によ

り提供サービスに差が出る業務はプロポ

ーザルによる選定をしてまいります。 
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ページ 項目 委員ご意見等 回 答 

１１ (２ )業務委託の管理徹

底、モニタリングの強化

等 

未実施の理由（実施の必要がない、実施にあたり問題があり 

等） 

点検項目中「業務委託仕様の見直し」に

ついてのみ実施したが、残りは未実施と

なりました。 

１１ (２ )業務委託の管理徹

底、モニタリングの強化

等 

一般業務委託については、市の広報紙等で公募し広く募集－

１事業所に偏らないように。病院内の清掃は大切な業務と思

う。外来、入院の患者さんや家族の目に映り、影響を与えま

す。 

清掃業務等３業務については、平成２２

年度から４年間契約を締結したため、本

契約までプロポーザルによる選定は、契

約終了後となります。 

１２ (３)財務分析（管理会計） 医師一人ひとりに、内容についてアドバイスしたらどうでし

ょう。医師にとっては耳の痛いところがあるかも知れません

が、参考になると思います。 

各科別・診療行為別の診療報酬額につい

ては、毎月の運営会議で説明しています。 

 

１２ (３)財務分析（管理会計） どのような分析内容で、今後どのように活かしていくのか。 診療科科別、入院外来別等の収益管理を

行い、運営会議などで職員周知をしてい

きます。 

１２ (３)財務分析（管理会計） 管理会計項目を一度拝見したい。管理項目と目標数値達成の

方法（プロセス）について確認したい。 

管理会計項目として整理されていませ

ん。 

１２ (３)財務分析（管理会計） ・診療科別の分析について、一般職員にどの程度周知された

のか。 

 

平成２１年度では各科の代表者で構成す

る経営改善検討会、平成２２年度では病

院運営委員会で資料を配布しました。 

１２ (３)財務分析（管理会計） 内容・点検は平成２１年度評価と比べ、事務局がかわったこ

とにより、事務的能力が向上したように思う。また、今後の

病院経営についても期待が持てる。 

今後とも事務改善には努めてまいりま

す。 

経費節減・抑制対策 

１２ (１)職員給与の適正化 平成２１年度評価で「旭中央病院…匝瑳市全体の問題として 地方公営企業法の一部適用であることを 
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…」とありますが、どういうことですか。 踏まえて、病院独自では給与制度の取扱 

いが難しいため、このような表現としま 

した。 

１２ (１)職員給与の適正化 給与については、旭中央病院とよく比較されます。当院職員

としては、匝瑳市に働く者として行政であれ医療であれ、市

民に奉仕する意味から行政との比較も必要と考えます。（旭

中央病院は以前組合立の病院であり、病院会議で給与決定さ

れていたと伺っています。旭市立病院になった今も、給与の

是正がなされていないものと考えます。当院の給与が高すぎ

ることばかり表に出されては罪悪感が生じ、意欲が下がって

しまいます。） 

当院は地方公営企業法の一部適用、旭中 

央病院は全部適用（組合立の時代から） 

なので、その制度の違いから給与決定に 

違いがあります。 

１２ (１)職員給与の適正化 医師の給与は全く上がっていません。（基本給など、）やる気

が出ません。看護師、助手たちの給与が高いとよく聞きます

が、実際本当のところはどうなのでしょうか。高ければ低く

することはできるのでしょうか。 

平成１８年度の給与改正において、人事 

院勧告により基本給が大きく抑制され、 

全職員が例外なく給料が抑制されること 

となりました。ただし、医師については 

地域手当が付加されています。 

１２ (１)職員給与の適正化 旭中央病院よりも給与水準が高いのに患者数が尐なく、赤字

が益々増えていく現状に胸が痛みます。すべて歩合制にして

はいかがですか。今までの考え方を一新して、公務員的な考

え方から株式会社的考え方にしてみてはいかがですか。 

今後、当委員会に資料を提出していく中 

で、ご検討いただく予定です。現在の経 

営形態では、市と同様の給与体系となり 

ます。 

１２ (２)作業の効率化 病棟クラークの導入で看護業務の負担軽減に寄与した。→負

担軽減された分、患者サービスの向上に繋がっているのか。 

看護業務の負担軽減により、結果的に患 

者サービスの向上につながったと認識し 

ています。 
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ページ 項目 委員ご意見等 回 答 

１２ (２)作業の効率化 ・病棟クラーク導入により医師の業務の軽減化はなかったの

か。 

病棟クラークは、看護業務に関する補助 

のため導入しています。ご意見は検討課

題にさせていただきます。 

１２ (２)作業の効率化 病棟クラークの採用により、看護業務から事務処理が減った

のは大きな業務改善です。非常に助かっています。医師の書

類などにも業務拡大できたらいいと思います。どうしてもそ

の職種でないといけない部分を除いては、業務分担ができた

らいいと思います。（特に資格の有無に拘らなくてもよいの

ではないでしょうか。） 

医師の事務処理軽減については、介護保

険の意見書の代行入力など、できるとこ

ろから取り組んでまいります。今後も分

担可能な業務を検討し、取り組んでまい

ります。 

１２ (２)作業の効率化 看護業務の負担軽減が継続していることは好ましいことで

す。医師事務補助作業員の導入については、検討してほしい

と思います。 

医師の事務処理軽減については、今後検

討してまいります。 

１３ (３)医薬品・材料費の削

減 

具体的に数値で示してほしい。また、医業収入対費用（医薬

品・材料費）の比率がどうなっているのか。 

今回配付しました添付資料をご参照くだ

さい。 

１３ (３)医薬品・材料費の削

減 

医薬品のメーカーが多く、それぞれの分野での専門的な研究

の成果も含めて様々な角度から見て検討してほしいと思う。

ただし、ミドリ十字の薬剤のようなことが二度とあっては困

るので、ただ安いからといって購入しないでほしいと思いま

す。そのための臨床試験は必要不可欠と思います。 

仰せのとおりと認識します。臨床試験に

ついては、国により実施、検証されたも

ののみ、使用許可されています。 

１３ (４)在庫管理 市民病院全体では、いくらの在庫金額となりますか。そのう

ち、期限切れの品は金額としていくらになりますか。 

在庫金額：平成２２年度末１２，４８３

千円 

期限切れ：平成２２年度５１０千円 

１３ (４)在庫管理 ＳＰＤ導入により定数化が定着し、在庫も減らせているもの ・在庫数については、各部署と連携し常
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と考えます。各部署の発注も簡素化できたように思います。

期限切れの在庫については非常にもったいないことではあ

りますが、緊急時の物品となると必要最低限の確保をしてい

かなければならないと思います。使用頻度の尐ないものは、

特に発注から納品までの期間を極力短くしていければと思

います。 

に調整していますが、それでも不良在庫

が出てしまうのが現状です。今後は、使

用期限の周知、在庫数の見直しを検討し

てまいります。 

・使用頻度の尐ない品は、納入業者が在

庫していないケースが多いため、納品ま

での期間が長くなる傾向がありますが、

最低量の購入調整を図ります。 

１３ (５)共同購入 他院との連携により、仕入れの情報がどこまで明確になった

か。 

他院で使用している品目ごとの納入価の

最高値と最安値の情報が、明確となりま

した。 

１３ (５)共同購入 共同購入と単独入札のメリット・デメリットの問題である

が、共同購入の方が広く視野が広がるのではないかと推察。

幅広く検討してほしいと思います。 

材料の共同購入は、それぞれの病院機能

により要望品質が異なり、対象品目が限

られてくるデメリットがあり、メリット

とのバランスを含めて検討します。 

１３ 

１４ 

 

(５)共同購入 

(６)その他の経費削減 

近隣の病院と経営比較していく上でも、購入物品の価格が違

うことは大きな影響が出てしまうと思います。ぜひ、情報共

有して低価格に抑えられた購入にしていければと思います。 

今回得た情報（価格のデータ等）は、今

後の価格交渉に使用していく予定です。 

１４ (６)その他経費の削減 診療材料の共同購入については、なるべく早く具体的な検討

や協議に入るべきだ。 

共同購入については、直診協会が中心と

なり協議しています。資料、データの提

出など、できる限り協力させていただき

ます。 
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ページ 項目 委員ご意見等 回 答 

収入増加・確保対策 

１４  (１)患者の確保、病床利

用率の向上 

・会議の場で指摘させていただいた紹介件数の実数について

の再調査をお願いしたい。 

・患者を確保する（さらに確保する）ための具体的なアクシ

ョンプランが必要。→地域に存在する患者の実数把握と動向

調査の実施を行う。 

資料を提出します。 

１４ (１)患者の確保、病床利

用率の向上 

これは非常に大きな問題と思います。信頼される病院づくり

で一番大事と思われるものはなんでしょうか。 

安心できる医療の提供ではないかと思い

ます。 

１４ (１)患者の確保、病床利

用率の向上 

連携の手法があれば記載の上、実績を掲載した方がよいと思

う。 

記載する内容はありません。 

１４ (１)患者の確保、病床利

用率の向上 

開業医の先生方から紹介の患者さんは、状態が落ち着いたら

ご紹介いただいた先生に退院後のフォローアップをお願い

して、新規の患者さんをご紹介いただけているのでしょう

か。（今回の趣旨に合っていないとは思いますが、ご自宅で

のお看取りはどのくいいらっしゃるのか、教えていただきた

いと思います。） 

・原則として、診療所から紹介された患

者さんは、退院にあたっては紹介元に情

報提供書を添えて戻すことになっていま

す。 

・自宅でなくなる方の把握はできません

が、匝瑳市で年間５００名の方がなくな

りますが、そのうち約１７０名の方が市

民病院でなくなります。 

１４ (１)患者の確保、病床利

用率の向上 

結局のところ、科の拡大つまり常勤医師を増員するしかあり

ません。増やす方法を考えなければなりません。→それがで

きなければ、中小の病院を合併するとか考えないとダメだと

思います（例えば、匝瑳、多古、東陽、小見川病院との合併

等です。）。 

当委員会でご検討いただきたい。 
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１４ (１)患者の確保、病床利

用率の向上〃 

１.患者の確保、病床利用率の向上 

・病診＆病病連携による患者紹介 

患者紹介についての正確なデータ（外来・入院）が必要で

す。 

一方で、内科に関しては、旭中央病院からの紹介で 

・行き場のない手間のかかる患者が増えている（患者の選別） 

・一部の患者とのトラブルが増えている面もある（大病院指

向、過剰な待遇・検査の要求など） 

 また、一般診療に加えて紹介患者をみる時間的余裕がな

い： 例えば、呼吸器疾患の患者が紹介状をもって来院され

ても、常勤医師の予約は一杯のため、初期対応は一般初診外

来となり、呼吸器科にかかるためには再来予約をとる必要が

ある。患者にとっては二度手間です。病院医師の専門性を生

かせていないとも感じます。 

2．病床利用と管理 

 人数の平均化にこだわると、病棟の専門性を生かした看護

が困難になる。看護師のスキルアップにつながりずらい。 

当委員会でご検討いただきたい。 

１４ (１)患者の確保、病床利

用率の向上 

旭中央病院との患者紹介、逆紹介に加えて診療所との患者紹

介、逆紹介の具体的な実績を。 

 

 

 

 

 

添付資料 
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ページ 項目 委員ご意見等 回 答 

１４ (１)患者の確保、病床利

用率の向上 

旭中央病院との連携は必要と思われる。続けてほしいです。 

１日の外来患者数、千人以上の整形外科が市内に２ケ所あり

ます。３時間以上待たされても我慢して待っています。医師

は一人、あとはリハビリの機械と看護師さんでやりくりして

います。遠くの市からも車で来ます。現代のニーズに合って

いる治療法で大繁盛です。ただし、生死の伴う病気の人はほ

とんどいません。 

有益な参考情報とさせていただきます。 

 

１４ 

 

・収入増加・確保対策→

追加（新規事業） 

よかっぺ祭り…アロママッサージ 新規事業 

       よかっぺ祭りの実演でも女性に大変な人気

であった。 

       市民に大いにＰＲすべきである。（ホームペ

ージに登載なし） 

評価をいただきありがたく存じます。今

後、ホームページに掲載します。 

１５ 

 

(２)病床利用と管理 ・病床利用率について、２病棟の記載がない理由は? 

・「尐ない看護スタッフの補てん……」の文章の存在理由は? 

・病床利用率については、前段の文章表

現により１病棟及び３病棟のみの記載と

したが、２病棟を加えることとしました。 

・ご指摘の箇所は削除します。 

１５ 

 

(２)病床利用と管理 ・空部屋のないように、他の病院からの患者の受入れに伴う

看護助手の補充を行い、若者や元看護経験者等の雇用を促進

する。（入院患者は、資産を調べ滞納したら没収するくらい

のことをやらなければなけない。） 

・入院費は個人差をつける。（赤字をなくすためには、金持

ちからは多くいただく。） 

・患者は医術的には平等でも、入院した室やサービスによっ

・看護師の採用に当たっては、若者や経

験を優先したいと思います。 

・悪質な滞納者については、法的な措置

を検討したいと思います。 

・法上、入院費やサービスに差をつける

ことは無理です。 
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て差をつける。 

その他・意識改革 

１５ (１)意識改革 市民病院の共有理念は、どういうものでしょうか。 基本理念は、次の３点です。 

①患者さん、ご家族と職員が一体となっ

た質の高いチーム医療を目指します。 

②常に自己研鑽に努め、適正な医療を提

供します。 

③他の医療機関との密接な連携のもと

に、皆さんが安心できる地域医療に努め

ます。 

１５ (１)意識改革 病院全体の決めごと、目標が漠然としている気がします。年

度の初めだけではなく、毎月の朝礼などを通じて職員全体に

時々確認の意味も含めて、院長先生をはじめ上司の考えや思

いを伝えていただきたいと思います。 

管理者会議や運営会議では、伝達されて

いますが、全職員に周知されていない場

合があるかも知れません。今後は周知徹

底できる方法を検討します。 

１５ (１)意識改革 医師、看護師、事務すべての職員が、具体的に病院の経営が

どのくらい苦しいのか知る必要があると思います。病棟看護

師など手のかかる患者が入院すると、すぐ退院させようとす

る感じを受けます。病院がどれだけ（お金が）苦しいのか理

解していないことも一因だと思います。 

運営会議では、毎月経営状況が報告され

ています。すべての職員に周知されるよ

う工夫したいと考えています。 

 

１５ (１) 意識改革 ・職員提案に対する具体的な行動は? 病院内や市病院運営委員会で検討し、可

能なものから実施しました。 
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ページ 項目 委員ご意見等 回 答 

１５ (１) 意識改革 ・「経営改善のための意識改革に寄与」とあるが、職員提案

以外の具体的な対応方法は何か? 

当委員会の議論により出されるご意見や

あり方提案を逐次職員に周知すること

で、一定の意識改革が図れると考えます。 

１５ (１) 意識改革 赤字をかかえ普通の会社であればつぶれている状態。これを

改善するには、意識改革は必要です。市民の意見を採り入れ

てもらいたい。 

①  薬局は病院内へ移動 

②  今の薬局は整形外科に変える。 

③  お年寄に優しく接する。ターゲットはお年寄（小児科や

産婦人科がなくて、若者が来るわけがない。） 

④  病院内にアンケート箱を用意し、市民の意見を聞いてみ

てください。 

①～③は、当委員会でご検討いただきた

い。 

④は実施しています。設置箇所は、総合

受付及び各病棟にあります。 

１５ (２)住民サービス ・医療職が直接住民と話し合うような機会を設けることはで

きないか（講演会、地区の住民との対話集会等）。 

・各診療科での具体的な診療内容や実績のＰＲ 

（内科系では取扱い結果、専門外来のＰＲ、外科系では行っ

ている手術や実績等） 

・現在、医療スタッフによる出前講座を

検討中です。 

・広報紙を利用し、診療内容や実績のＰ

Ｒを検討します。 

１５ (２)住民サービス ・ＢＳＣの導入による効果は? 

・地域サービスの展開として、他に計画していることはない

か? 

・ＢＳＣは現在のところ導入していませ

ん。 

・医療スタッフによる出前講座を検討中

です。 

１６ (５)未収金管理  未収金対策を実施したことにより、昨年度より未収金が減っ

たのか、結果を踏まえた今後の取組を入れてはどうか。 

・Ｈ２１年度末４，６１９千円→Ｈ２２

年度末４，５７７千円 
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・内容証明による催告書を発送を検討 

１６ (５)未収金管理  ・旭中央病院にも未収金があるとの話を聞きました。今まで

どおり催告は続けるが、今後このようなことがないように何

が原因だったのか、改善方法はあるのか究明する。 

・病院の経営はサービス業の一つだと思います。サービスの

悪いとこには、お客様は来ません。 

・旭中央病院の例も参考に、回収方法を

抜本的に検討します。 

・ご指摘のとおりです。 

１６ (６)診療環境１ 市民意識調査の実施（平成２２年９月）を記載すべし ご指摘のとおり修正し、第２回会議に提

案 

１６ (６)診療環境１ 正直言って、雨漏りするような不潔な病院に入院したい人は

いないと思います。建物が古すぎです。もし、このままで続

けるなら、もっと市民、患者に情報を公開して、開かれたオ

ープンな病院として、開き直ってやっていくしかないのでは

ないでしょうか。 

・平成２２年度に実施した市民アンケー

トで、建て替えを希望する市民よりも改

修で対応する意見が多かったこと、建設

には多額の費用がかかるため、当面建て

替えは難しいものと考えます。 

・病院情報は、ホームページや広報を通

じて公開するよう努めています。 

１６ (６)診療環境１ 私の知る限り、残念ながら最低の病棟設備です。昭和３０年

代の病院のロケを撮りにきたという名誉な記録もあります。 

施設が老朽化していることは間違いあり

ませんが、市も含め財政状況が苦しい中、

当面改修で対応するしかないと考えま

す。 
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ページ 項目 委員ご意見等 回 答 

１６ (７)診療環境２ 

 

・院内保育所開設…利用可能者は病院関係者のみか? 

・病児保育の開設は困難か…利用可能者を拡大して利用者数

を増やす。 

・利用者については、病院職員の子ども

を対象としているが、今年４月からは患

者の乳幼児の一時預かりを開始しまし

た。 

・病児保育については、小児科医不在で

の現状では、医学的管理ができず受入れ

はできません。 

１６ (７)診療環境２ 院内保育所について、設置時期、入所定員を記載すべし ご指摘のとおり修正し、第２回会議に提

案 

１６ (７)診療環境２ 院内保育所開設の効果について、工夫や利用状況など報告し

ていった方がよいのではないでしょうか。 

今後検討します。 

１６ (７)診療環境２ 院内保育所開設は非常に評価できる。 今後も充実、継続したいと考えます。 

１６ (７)診療環境２ 保育所の設置については、職員募集の点から大変よかったと

思います。 

評価をいただきありがたく存じます。 

再編・ネットワーク化 

１７ (１)機能分化 ・救急対応に向けた具体的な取組について 

・当直パート医導入の可能性について 

・常勤医師の増員を図るべく、医師求人

サイトへの登録、千葉大への要望を行っ

ていきます。 

・今後検討したい。 

１７ (１)機能分化 ・「検討した」とあるが、具体的にはどのような形をとった

のか? 

・機能分化についての検討の中で、一般

病床の一部を療養型病床へ変更できない

か検討することとしました。 

・手術対応の強化を図るためのＭＲＩの
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入替えについて 

１７ (１)機能分化 ここの機能分化が「市民病院の手術対応、救急対応に向けた

強化」か、「旭中央病院及び一般診療所との機能分担・連携」

なのか。 

機能分化については、旭中央病院と診療

所との役割を明確にし、連携を図ること

を目的としています。 

１７ (１)機能分化 医局会などで時々話を聞きますが、①救急を充実させる。→

大変結構なことだと思いますが、３科のみ常勤９人＋２人

（旭中央の研修）、しかも高齢化している。→これで救急を

充実できるでしょうか。無理だと思います。②手術を充実さ

せる。→これも大変結構なことですが、整形外科は２人に減

らされました。麻酔専門Ｄr.も退職してしまいました。これ

では、やはり無理と言わざるを得ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の医師数で救急の充実、手術機能の

強化を図ることは難しいが、医師の確保

により強化していきたい。 
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ページ 項目 委員ご意見等 回 答 

１７ (１)機能分化 二次医療機関としての役割が期待されている。具体的に

は、内科的には救急対応が要望の第一。 

・内科の救急対応について： 

 日中は、旭中央病院からの派遣の先生を中心になんとか対

応出来ているが、市民より要望の強い夜間の救急は現在の人

数では不可能。その理由として、第一に、医師の高齢化など

体力的な限界。第二に、医療に対する患者側の要求が強くな

っている。ことがあげられます。 

 現在は、内科の当直のときであっても、夜間の救急車は断

っています（今時、救急車で搬送された患者を聴診器一本で

みるなど、医師免許がいくつあっても足りない）。救急を行

うためには、それなりの投資（検査課・放射線科の常駐、医

師を含めた人員の確保など、必ず赤字になります）が必要な

ことを、市民の方にも理解していただく必要があるでしょ

う。 

 市民アンケートを見て思うことは、多くの市民があまりに

病院の現状を知らない。そんな状況では、現場でトラブルや

感情的になることも理解できます。 

 冷静な議論で、市民の要望と現場の体力・資金力との妥協

点を見いだす作業が必要です。 

病院の現状をベースに当委員会でご検討

願いたい。 

１７ (２)医療連携とネットワ

ーク化 

・旭中央病院を中心とした東総地域の医療連携は不可欠で

す。現在は、旭中央病院から研修医の先生方においでいただ

いていますが、３～４年の研修を終えられた先生方は旭中央

・県内で９つある医療圏の中で、香取海

匝医療圏の人口１０万人当たりの医師数

は１６２．７人と県内３位となっていま
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病院に戻る方ばかりではなく、旭中央病院もいずれは医師不

足の状況が切実になってくるのではないでしょうか。東総地

域全体の医師不足は免れないと思います。 

・千葉県内の医療機関として千葉大学からの派遣をお願いし

ていくとともに、新設の大学病院誘致や看護大学や医療技術

大学との連携、斡旋していただくことはできないのでしょう

か。医学部の学生や医師、医療職を目指している高校生の奨

学金制度等は行っているのでしょうか。（予算がないのでし

ょうか。） 

すが、安房地域は３２７．４人と１６４．

７人の差が生じています。現在は、旭中

央病院にも研修医が集まっていますが、

今後も継続するのか心配されます。 

・千葉大学との連携は今後も継続、千葉

大学自体研修医が大幅に減尐し、医師の

派遣が難しくなっています。 

・医療技術大学等とは、研修生の受入れ

などにより連携を図っています。 

・奨学金制度は、今後の課題です。 

１７ (２)医療連携とネットワ

ーク化 

医療連携室などの現場では、患者の受け入れ、施設への紹介

など非常な活躍が見られています。 

・旭中央病院との「機能分担」に関しては、当院各科での認

識がバラバラな印象があり、病院としての意思統一が図れて

いないと思います。 

・内科は診ることが可能な患者は原則受けるようにしていま

す。その結果は上記「病病連携による患者紹介」で述べたよ

うなことが多いのですが、匝瑳市民に関しては義務と思って

います。経営上はマイナスでしょう。 

・「ネットワーク化」とは、具体的なイメージがわきません

が……。東陽病院、多古中央病院を巻き込んでのネットワー

ク化（あるいは統合）は、地域医療を守る有用な手段だと考

えます。 

 

当委員会でご検討いただきたい。 
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ページ 項目 委員ご意見等 回 答 

経営形態の見直し 

１７ (１)経営形態の見直しの

方向性 

文章を全部適用を踏まえた文言修正にすべきではないか。 当委員会において、具体的な表現をお示

しいただきたい。 

１７ (１)経営形態の見直しの

方向性 

公設民営にしても、今の医師数ではやっていけないと思いま

す。尐なすぎです。 

ご指摘のとおり、かなり厳しい状況だと

思います。 

１７ (１) 経営形態の見直し

の方向性 

・全部適用のメリット・デメリットの評価、特に独自給与体

系とすることが可能であるか。 

今後、当委員会に資料提出し検討をお願

いします。 

１７ 

 

 

(１)経営形態の見直しの

方向性 

地方公営企業法の全部適用のメリットとデメリットを、広く

公表していただきたいと思います。当院の地方公務員という

立場は非常に魅力があります。公務員でなくなるとしたらや

めていく職員は激増すると思います。 

地方公営企業法の全部適用へ移行する場

合にも、地方公務員に変わりはありませ

ん。 

１７ 

 

 

(１)経営形態の見直しの

方向性 

方向性１＆２：経営形態を見直すことで、問題の解決になる

とはどう考えても思えません。問題の根本は医師・看護師不

足にあるのであり、全部適用で責任を病院に限局させること

は、医師・看護師招聘をより困難にさせる結果となることは

明らかです（誰が、つぶれるかもしれない病院に来るでしょ

うか？）。市や県が全面的に責任を負う体制を示したとして

も、集まらないのが現状です。 

今後、当委員会に資料提出する中で検討

をお願いします。 

１７ (２)経営形態の見直しの

方向性 

・比較や調査を実施したとあるが、結果として市はどのよう

な対応、対策をとったのか? 

・人事体系や研修体系の未実施とあるが、いつするのか? 

・全部適用への移行について検討するこ

ととしました。 

・現在は未定です。 

１７ (２)経営形態の見直しの

方向性 

旭中央病院の附属病院化の可能性はどうか。 現在の給与体系や累積欠損金の問題など

が解決されない限りは、可能性としては
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難しい。 

一般会計負担金 

１８ 繰出基準の整理 基準内繰入と基準外繰入の整理において、基準外繰入がなか

った場合を想定しての収支計画等の立案を行い、真に収益を

確保しなければならない。損益分岐点管理のシミュレーショ

ンの実施をお願いしたい。 

今後、検討します。 

１８ 一般会計等からの繰入金

の見通し 

「見直し計画未作成」について、今後どうするのか。 平成２４年度予算編成に併せて策定しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


