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第７回国保匝瑳市民病院改革プラン評価及びあり方検討委員会 会議録 
 

開催日時：平成 24 年 5 月 23 日(水)午後５時 15 分～午後８時 00 分   
開催場所：国保匝瑳市民病院第１講義室 
出席委員：（有識者）竹原潤（副委員長）、林吉幸 
     （匝瑳医師会）橋場永尚（委員長） 
     （市民代表）大塚榮一、岡田陽子 

     （千葉県）小原吉彰 

（匝瑳市）角田道治 
（匝瑳市民病院）海野広道、本田崇、大嶋博一 渡邉恵 

                              １１人／名簿順） 
 
病院出席者：菊地管理者、宇田副院長、布村副院長、大木看護部長、 

江波戸医療技術部長、山内事務局長、市原次長、塚本副主幹 
 
１ 開   会 
 
２ あ い さ つ 
 
３ 議    題 

（１）在宅医療の方向性 
・必要機能の検討 

（２）建物建築とＩT 化について 
   ・新築また修繕対応の検討 
   ・病床数及び病床配分の検討 
   ・ＩT 化の方向性の検討 

(３) その他 
 

〔議長〕 
 今日は中身が濃い議題となっていますので、さっそく議事にはいります。議題の１、在宅医療の

方向性についてですが、現在この病院で、どの程度在宅医療に取り組んでいるかあまり見えない部

分があるかと思いますので、その点につきまして、執行部から、どのくらいの体制で、どのくらい

の事をやっているのか説明願います。 
 
（１） 議題１在宅医療の方向性 

  ・必要機能の検討 
〔執行部〕 
 当院の在宅診療、訪問診療をお話ししますと、だいたい２０名弱のケースを持っています。例え

ば、当院の訪問看護ステーションと、あるいは、当院のドクターが主治医となって他の訪問看護ス

テーションとやりとりをしている場合と、ドクターだけが訪問に行っている場合と３パターンあり

ます。おおかたは、当院併設の訪問看護ステーションつばきの里と当院のドクターとのコラボとな

っていますが、あるケースは他の複数の訪問看護ステーションが介入しています。後は、開業医が

主治医で、褥瘡があって褥瘡だけを当院の外科のドクターが往診をするパターンも年間何件かあり

ます。また定期訪問診療の主治医は開業医で、以前かかりつけだった当院のドクターが依頼を受け
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て臨時往診という形で動く場合もあります。 
今、当院の訪問看護ステーションつばきの里には、約８０名の利用者がいて、月平均５００回くら

いの訪問をしています。訪問看護の場合には、主治医から指示書が発行されないと訪問に行けない

という決まりがあり、約６割が当院のドクターからの指示、約４割が開業医、もしくは千葉大、旭

中央と言った他病院からの指示書発行となっています。訪問看護は、医療保険と介護保険と２つの

保険を使い分けるようになっていて、８０名のうち、約２割が医療保険を使い、８割が介護保険を

使っています。当訪問看護ステーションつばきの里は、近隣の多くの居宅介護支援事業所のケアマ

ネージャーよりサービス提供依頼を受けておりますが、介護度が高い、また医療依存度の高いケー

ス、特に、癌の末期の患者さん等で医療保険対象者は自グループの居宅介護支援事業所つばきとの

連携が多くなっています。綿密な情報交換が必要なため、関係職種との顔の見える関係つくりに配

慮しています。当居宅介護支援事業所つばきは、特定事業所加算１（主任介護支援専門員を含めて

介護支援専門員が４名以上配置、要介護３・４・５の重度の要介護者患者の割合が５０％以上であ

り、地域包括支援センターと連携をとり困難ケース等に対応する事業所の条件を満たしている事業

所に対する加算）をとっており、地域の介護支援事業所の中でもリーダー的役割を果たしています。

訪問看護ステーションつばきの里の利用者の主な疾患は、脳梗塞、肺炎や慢性閉塞性肺疾患、筋萎

縮性側索硬化症などの神経難病で人工呼吸器を使用している状態や、褥瘡、経口摂取困難な状態で

経管栄養の必要な患者さん等様々です。また、利用者の２割は癌の末期状態の方で、 期まで自宅

で過ごしたいという申し出も多く終末期ケア、在宅での看取りのケアにも力を入れ関わっています。

今、訪問看護ステーションがどこに配置されているのかという分布図と、それぞれの訪問看護ステ

ーションにカラーがございまして、そのカラーにおいて、どんな処置や、ケアが十分にできるのか

を示した資料をお配りします。平成２３年の訪問看護の月当たりの平均件数は、４６３件。本年度

になって、４月だけで、５４３件とかなり増えています。昨年１年間の事業収益も、大幅に伸びて

います。平成１９年を１００％にしたときに、平成２３年は、１２９％となっています。平成２４

年の４月１か月だけを見ましても、平成１９年と比べて１３３．８％の増収になっています。基本

的には、２４時間体制をとっていますけれども、夜間に呼び出されて訪問しなければならないとい

う割合は、かなり減っています。これはどういうことかと言いますと、予測されますケアを日中に

丁寧におこなっておくことによって、家族が不安なく対処の方法を理解し、それによって、一晩、

家族だけでも乗りきれたりとか、電話だけの対応でそれほど不安のない時間を過ごせるようになっ

てきています。日中のアセスメントやマネジメントがうまくできていることと、後、開業医と２４

時間ネットワークというものを持っていますので、主治医と連絡が取れない場合でも、２４時間担

当の当番医に応援をお願いすると、そこでアドバイスをもらえたり、往診に行ってもらえたりとか

しますので、そのへんも、当院の訪問看護ステーションとしては、安心できる部分になっています。

ですが、２４時間体制を使わなくても、今のところは、夜間出動することは、減ってきています。 
〔議長〕 
 つばきの里で、対応可能な患者さんの数は、今８０名くらいということですが、それくらいが限

度ですか。 
〔執行部〕 
 今、スタッフ７人体制でやっていますので、それでまわりきれる数は約８０件がぎりぎりだと思

っています。管理者は管理業務もしなければならないので、通常のスタッフ２分の１の数です。看

護師長は、今、ケアマネ業務の方を主に置いています。そちらも特定事業所加算１をとるにはケア

マネジャーが４人いなければならなく、主任ケアマネージャー１人と、残り３人のケアマネージャ

ーですが、その中の１人に看護師長がなっているのでぎりぎりの人数となっています。 
〔議長〕 
 執行部、追加することはありますか。 
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〔執行部〕 
 特にありません。 
〔議長〕 
 かなりハードな形で在宅の方をやっているのが分かったと思いますが、委員の皆様、何かその点

で聞いておきたいところはありますか。 
                    ―なし― 
〔議長〕 
 聞きなれない言葉がでてきてすぐに理解は難しいと思います。患者さんが安心して在宅で療養で

きる体制をとっている。今までの病院にはなかった分野ということになります。 
〔委員〕 
 在宅について、国の方向性はいかがですか。 
〔執行部〕 
 この前もお話しましたように、団塊世代がこれから１５年から２０年後に死を迎えるところで、

病床数も限られていますので、現状みたいに８０％は病院で亡くなるということになると、医療が

行えないという現象が起きてしまう。そこで病院で 期を迎えるのではなくて、何とか在宅へ誘導

しようというのが、今、厚生労働省の考えている施策です。そういうことで、在宅に対し、診療報

酬も今回の改定で手厚くなっていますので、ここしばらく在宅重視の方向性は変わらないと思いま

す。 
〔委員〕 
 ある面では施設の充実を、別問題の話にできるようになるのですか。 
〔執行部〕 
 病院医療と全く別で、両輪で動かさないと本来すべき救急医療とか急性期医療が病院でできなく

なるという恐れがあります。ベッドがなくなってしまうことから、在宅にシフトしていただかない

と医療が止まる恐れがあります。そういうことが前提になって、今、在宅重視ということになって

います。 
〔議長〕 
 次に、必要機能の検討とありますが、必要機能とはどういうことを考えていますか。どういうこ

とを想定していますか。 
〔執行部〕 
 必要機能というのは、今も話がありましたが、在宅医療と言いましても、病院がやるのであれば、

計画的な往診、その中で出てきた褥瘡などをケアするために看護師が行く訪問看護があります。後

は、当院もやっていますが、家にいて機能が落ちないようなリハビリするための訪問リハビリもあ

りますし、また、福祉の部分で言いますと、その方の生活のためにご飯を作るのが必要であるとか、

おむつの交換が必要であるとか、お風呂に入れなければならないと、そのための訪問介護があった

り、後、それをプロデュースするために居宅支援のケアマネの仕事があったりと、いろいろとある

と思います。それらを病院が全部やるというわけにはならないのですが、今後団塊の世代がお年寄

りになって、病気にかかって入院して治療しなければならなくなった時にどういった機能をこの病

院が持っておく必要があるのか。今やっているのは、訪問診察と訪問看護と訪問リハで、一番力を

入れているのは、訪問看護で、その次が訪問診察で、今、訪問リハに力を入れつつあるのが現状で

あります。その中で、本当にそれだけでいいのか。前にあって今なくした訪問介護はそのままでい

いのか、他とのコラボという形でやっていくべきか。コラボするなら訪問介護は必要ないでしょう。

連携する必要があるから、やはりコラボに力を入れる機能は必要であるだろうというような論議を

していただくとありがたい。 
〔議長〕 
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 ヘルパーステーションはなくしてしまったのですね。 
〔執行部〕 
 民間参入が２１年くらいから飽和状態になってきたので、当院としては赤字の部署であったこと

と、医療依存度が高いケースを当院のヘルパーステーションで介護していこうということが病院で

ヘルパーステーションを持つコンセプトであったので、そのへんも民間と上手に協力体制をつくり、

訪問看護のスタッフが指導しながらやっていけたらというところで廃止しました。 
〔議長〕 
 わかりました。この地区で２４時間の訪問介護をやっているところはありますか。都会では、聞

きますが、この地区では、ほとんどやっていないということでよろしいですか。 
〔執行部〕 
 そうです。 
〔議長〕 
それでは、執行部から具体的な機能の検討ということで３点ほど挙がりましたので、まず訪問診

療について論議したいと思います。これについては、まず、外すべきではないと皆さんご理解いた

だけると思いますが、どのくらいの規模でやっていくのか、そのためには、当然ドクターの問題も

絡んでくると思いますが。病院では、どの程度まで患者さんを持とうとか、管理していこうとかと

考えていますか。現在メインになっているのは、癌の末期の方、あるいは難病と言われるＡＳＬで

人工呼吸器で管理している方とか非常に濃密な医療が必要な方が中心になると思いますが、今後範

囲を広げるのか、そのへんの所に限定してやっていくのか、そのへんについてはどうでしょうか。 
〔執行部〕 
 医師の数にも限りがありまして、特に難病については、海野先生におぶさっている状況で、今後

先行き同じように診られるドクターが先々まで確保できる見通しもないので、何名とかは、時々刻々

変化するものだと思います。ただ、現時点で我々が担わなくてはならないのは、難病の所、それか

ら外科で中心にやっている癌です。ですから、そのへんの所は、しっかりやっていきたいと思いま

す。それ以外の所は、介護についての問題も出ましたが、医療についても、当医師会は在宅医療に

力を入れていて、県内の先進地域と評価させている所ですから、お互いに協力し合っていかない手

はない。開業している先生も貴重な医療資源ですので、その資源を有効に活用し、お互いに手を携

えてこの地域医療を進めていく方向で行くとういのが、私の考えです。 
〔議長〕 
 現実にそのへんの部分はやっている所ですし、そこを継続しながら、もう少し充実できる所は充

実させていくということで、現状を維持しつつ発展させていくという方向性になると思いますが、

そんな点でよろしいでしょうか。大変難しい患者さんをお持ちのようですが。 
〔委員〕 
 訪問看護師がたいへんすばらしいので、私は、おんぶされているだけです。常勤の医師が増える

ともう少し増やせるのではないかと思います。今回、内科医が１名来たことで、少し余裕ができる

のではないかと思います。 
〔議長〕 
 後、大学教育の中で、もう少し在宅とかに興味を持ってくれるような教育をしてくれればと思い

ます。皆さん、 先端医療、 先端医療とそちらばかりいってしまうと、どうしても弱者の部分で

落ちこぼれが出てきてしまうのではないかと思います。それでは、続きまして訪問看護ということ

になりますが、先ほど部長の報告にもあったように現在かなりがんばっている。倒れるのではない

かと心配している。医師会でも訪問看護ステーションを利用させてもらっていることが多いですが、

現実に見ていますと、ほんとうにたいへんな努力をしていると思いますが、この部門についてはど

うでしょうか。例えば、他の訪問看護ステーションの機能が充実して出せるようになってきたら、
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褥瘡とかについては他の看護ステーションに依頼するとかいうことはいかがでしょうか。 
〔執行部〕 
 皆さんにお配りした資料は、千葉県北東部訪問看護ステーションご案内というものをコピーした

ものです。これは千葉県の訪問看護ステーションネットワーク事業を推奨しましょうと２年前にお

こなったものです。そしてこのパンフレットは、「香取海匝地域の訪問看護ステーションをご存じで

すか」ということで、大学病院とか、このエリアよりも離れた所の病院にお配りした物です。そし

て実際に協力し合えるようなステーションを目指しましょうというところで、例えば、がんセンタ

ーから依頼を受けたが当院にはお受けするキャパがない場合には、多古中央病院の訪問看護ステー

ションが受けられるだろうというような、情報のやりとりを常にしていて、そこに情報を流してう

ちが受けられる時は受けるけれども、このケースお願いできますかというようなやりとりをこの１

２のステーションの中で常にやりとりをしているという関係性が、この事業を行ったことで構築さ

れ、今では、気兼ねしないでやりとりできるようになってきました。 
〔議長〕 
 ただ、これだけ訪問看護ステーションがあるのですけれども、ここに得意とするところが簡単に

書いてありますが、どれ位のところまで診られるというのが、我々医師会の方で見えないところが

あるのですが、どこかでそれを知る機会があればと思いますが。 
〔委員〕  
 連携をするというのは、定期的に集まっているのですか。 
〔執行部〕 
 千葉県の中に訪問看護ステーション連絡協議会というものがあります。それが、１０地区に分か

れていて、この利根エリア、海匝エリアの１２のステーションが１つの固まりになっています。千

葉は千葉、山武は山武、印旛は印旛という感じで、その連絡協議会の中の地区部会があり、そこで

１年間の合同研修を企画したり、情報交換などをする連絡会を予定しています。顔を合わせる機会

を常に持っています。 
〔委員〕 
 つばきの里は、医療依存度が高いのですよね。他はそれぞれの特徴があると思いますが、そうい

った関係もあって、こちらに医療依存度の高い人が集まって来る傾向にあるのですね。 
〔執行部〕 
 あります。この表の見方を説明するのを忘れてしまいましたが、「香取海匝地区の訪問看護ステー

ションをご存知ですか」というところに、１つ１つステーションに番号がふってあります。その番

号が地図の上に落としこんだ所と合致します。そして訪問看護ステーションの共通サービス内容と

いう、もう半分の所にステーションナンバーが１から１３までふってあり、その番号が、訪問看護

ステーションをご存知ですかの番号と一致しています。訪問看護ステーションつばきの里がナンバ

ー１なので、Ａ４サイズのステーションナンバーの１がつばきの里の番号になって、つばきの里が

どのような対応ができるのかというところに○があったり、△がしてあったりというように見てい

ただければと思います。１３の旭心と暮らしのケアセンターは、精神科に特化した訪問を提供しま

すということを見てもらって、そこに依頼するというような感じでこれをお使いいただければと思

います。 
〔議長〕 
 ありがとうございます。これにはステーション別サービス内容というものがあるのですが、訪問

看護については結局、看護師の数によって限界はあるので、そうすると否応なしに依存度の高い患

者さんをお願いされることが多くなってくると思いますが、心と暮らしのケアセンターは、旭中央

病院の中にできたのですか。 
〔執行部〕 
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 旭中央病院の中ではなくて、中央病院が運営はしていますけれど、海上診療所の２階がこのステ

ーションの事務所になっています。旭中央病院が精神科を縮小した時に、地域で生活ができそうだ

という人たちを家に戻しました。その人たちのフォローをするために、このステーションがたちあ

がったという関係があります。 
〔議長〕 
 これは、よその患者さんも受け入れてくれるのですか。 
〔執行部〕 
 はい、受け入れてくれています。 
〔議長〕 
 どうですか、皆さん、何か訪問看護ステーションの機能についてありますか。ほとんど必要機能

はそろっていると思いますが。これで見ると、ほとんどすべてに一応、対応しているという状態で

すよね。 
〔執行部〕 
 はい。 
〔橋場議長〕 
 これだけ揃っていれば、これ以上の拡大は難しいと思いますし、訪問診療と同じように現在の質

を落とさないようにがんばっていただく。２４時間体制もたいへんでしょうけれども、それでやっ

ていただくという方向性になるのではないかと思われますが。後、ほとんど介護に特化している事

業所がありますよね。先ほどヘルパーステーションを廃止したということですが、そういう所との

連携はどうなっていますか。 
〔執行部〕 
 訪問介護に関しましては、ケアマネージャーのほうが訪問介護事業所とのやりとりを持っていま

すし、後は、サービス担当者会議を必要に応じ開いています。例えば、訪問看護も使っていますし、

訪問介護も必要で、また、福祉用具であったり、デイサービスなど様々なサービスを使って利用者

さんは生活を維持しているところがありますので、常にケアマネージャーを中心にしながら、また、

医療依存度の高い患者さんは、訪問看護ステーションが中心になって必要な情報を発信し、常に必

要な情報を共有することを心掛けてやっています。 
〔議長〕 
 当初は、事業所でもだいぶレベルに差があって、かなりひどい所もあって、利用者とのトラブル

も多かったという話も聞いたのですが、 近はあまり耳にしないのですが、全体のレベルは上がっ

ているということでよろしいですか。 
〔執行部〕 
 そうです。地域包括も年間何回かは、サービス事業所を集めてこのエリアで話題になっているこ

とを課題に挙げながら研修をしているということもレベルを上げる機会になっていると思います。 
〔議長〕 
 １人の患者さんを取り巻く環境を整えるために、それぞれの事業者、ドクターも、訪問看護も、

介護も連絡を密にしながらやっていく必要があると思います。その点についても、今回の診療報酬

改定で、サービス会議などの点数も付加されましたので、いままでよりは、多少経営の面でも前向

きになっているなという感じはします。訪問看護については、皆さんいかがですか。 
〔委員〕 
 訪問看護については、新聞でも今回の改定も含めて在宅医療にシフトしていこうという姿勢は見

えていると思いますが、一方で人材が足りない。それから都市部では、比較的狭い地域で回ってい

くことができるので、時間的なロスが少ないから何とかペイできるが、地方では移動の時間が長い

ためになかなか今の診療報酬が改定になったとしても赤字が増えていく。働けば働くほど赤字が増
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えていくという状況になるのではないかと新聞に書かれていますが、やはりそういうところはある

のかなと実際心配しています。それで、この地域でまだニーズはあるのでしょうか。人が増えれば

もっと増やしていきたい、増えていくと思われるのでしょうか。そうだとするとお金の問題がどん

どん出てくると思うのですが。一方で、在宅の力が落ちているというのも現実で、厚生労働省は、

一人暮らしであってもやっていけるようにしていくのだという話を持ってきますが、実際、一人暮

らしでやっていくのは、相当難しいと思われるので、やはり施設だということになってしまう。老

老介護と言われている現状ですと、自宅でできると思ってお勧めしても、なかなか自宅に帰らない

現状があります。そうすると、一生懸命旗は振れども、実際には動けない、進まない、入れ物があ

ってもそこは使われない状況もでてきてしまうのでないかと、ネガティブなことも考えてしまう。

そのへんは、厚生労働省が少しずつでも改善していくことで、もう少しうまくいくのでしょうか。

規模を少し大きくしていくことは、考えているのでしょうか。先ほど、８０人くらいが限度である

と話していましたが。 
〔執行部〕 
 スタッフは、増やしていきたいと思っています。訪問看護師の募集をかけているのですが、反応

がないのが現状です。確かに委員の先生がおっしゃるように、家族の力がすごく落ちています。高

齢者世帯も増えていますし、老老介護もかなり増えてきています。ですから、行き場のない入院患

者さんもいますが、施設も数に限りがあるので送れないというのがあります。その場合、私たちが

何をするかというと、施設入所の順番を待っている間だけ、訪問看護のサービスを使って自宅に帰

ってもらっています。施設に行けない人がもっともっと増えてくると思われますので、その狭間の

部分を訪問で補うというのが今取っている対策です。ケアマネが、このサービスを組み合わせれば

この不安は解消できるなど背中を押して、少しだましだましですが、１回家に帰すことで、家の方

が楽だと感じる人もいます。不安材料があって病院から出ていけない人が、ためしにやったらうま

くできたということもあるので、背中を押すことも必要だと思いますが、現実に帰れなさそうな人

も増えてきていることは確かです。 
〔議長〕 
 そのへんは前回職員代表の委員が言っていましたが、今後、どんどん、どんどんジレンマに苦し

むというか、そういう問題が増えてくるのでしょうか。赤字に関しては、どうでしょうか。診療報

酬でかなり介護については上がったと思いますが。 
〔執行部〕 
 赤字でございます。実際に常勤スタッフがほとんどでパートが１名しかおりませんので。年功的

に基本給が上がったりした部分サービスの単価が上がるかというと上がらないので、実際に赤字を

出さないようにがんばるには、訪問件数を増やしていくしか対策はありません。ですから、おっし

ゃるように赤字分野でございます。 
〔執行部〕 
 先ほど収益の話がでましたが、去年１年間収益を見てきましたが、毎月の訪問看護ステーション

の収益と費用を見ますと赤字です。先ほど４月は黒字という話がありましたが、実は期末手当とい

うボーナスもありますし、退職金の積立もありますから、そういったものをトータルしてみますと、

どうしてもマックスの訪問件数のなかでは、黒字転化は非常に難しい、無理です。おっしゃるとお

り診療報酬は上がりましたが、先ほど委員の先生が言いましたように、やはり対象地域が広いとい

うことは、移動時間が非常にかかるということです。そうすると、非常に効率が悪い。マンション

に入って１００人を順番に診ていくような効率の良い形ではないので、そうするとやはり動いてい

るのだけれども１日あたりの数はどうしても限界がでてきます。そうしてもう１つは、人件費の単

価の問題です。訪問看護は、ご承知のように１人で看護師がまわっていきますから、昨日学校を出

てきた看護師がまわっていって仕事ができるかと言えば、できません。１人で判断をしなければな
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らないですから、看護師の知識だけでなく非常に医師に近い知識とテクニックを持っていないと、

判断能力を持っていないと仕事はできません。そうしますと、どうしても単価的に上がってしまう

看護師を配置せざるを得ない。そうしますと、先ほど言いましたように、単価が上がる、効率性が

悪いということを考えますとどうしても赤字部門でしかありえない。少なくてもこういう地域では

ありえないと考えています。 
〔議長〕 
 ただ、地域住民のことを考えると、赤字でもそれはやむを得ない、公立病院で以上そのへんにつ

いてはカバーしていただくということで、当然だと思います。商売として考えたらとてもやってい

けないところは、多分にあると思いますが、ここは医療人のプライドとして進んでもらいたいと考

えています。何か千葉県で、在宅とか、訪問看護ステーションとかそのへんに関してありますか。

この間、県の医師会の会合の時に、井上部長が来て看護師不足の観点からそのへんの部分も触れて

いましたが。家庭に入っている看護師を何とか掘り起こして在宅の方に、病院の看護師も足りない

と思いますが、何とかお手伝いしていただけないかと考えているとおっしゃっていましたが。 
〔委員〕 
 千葉県全域を対象とした第２段の地域医療再生計画の中で在宅医療などについても施策を乗せ、

事業を進めていこうと考えています。ただ、私は担当外なので詳しくは了解していませんが。今言

われたように、世の中の動きとしては、全体が在宅の方向で、介護も医療も含めて力を入れていか

ないと維持できなと考えていると思います。１点お聞きします。訪問看護ステーションの収入は診

療報酬なのか、介護報酬なのかわかりませんが、匝瑳市民病院では赤字とのことです。この資料を

見たときに、株式会社がやっていたり、ＮＰＯがやっていたりしているところがあります。これら

の会社などは、基本的に民間なので黒字でないと本来やっていけないと思うのですが、どのような

経営の仕方で、黒字ないしトントンだとお考えですか。 
〔執行部〕 
 香取海匝地域のステーションのことを言えば、当院のように人件費が高いステーションよりは、

やはりパートのナースたちを集めていたりとか、後はフルタイムの業務ではなくて、例えば、１人

のナースは午前中だけ週３回とかというような雇い方をして、１件の訪問で、介護保険で６０分だ

と８，３００円くらいの報酬がありますが、その報酬の８割を１回の訪問の手当としているステー

ションもあります。経営の方針はまちまちです。 
〔委員〕 
 そういうやり方を、匝瑳市民病院で取り入れた場合いろいろな問題が出てくるのですか。民間の

やり方を取り入れて、多少黒字であったり、トントンにできないのですか。 
〔執行部〕 
 公務員だという事と、病院とステーションとの人事交流がありますので、格差が出てしまったり

とかという問題もあります。今、当院の訪問看護ステーションは、子育て世代で夜勤ができないの

で敢えてステーションで働かせている者もいますし、また病棟とのやりとりで看護能力を実戦で得

ていかなければならない者もいますからそのようなバランスを見ていかなければならない。 
〔執行部〕 
 今配られた資料で、３番が医療法人が、４番は株式会社がやっています。Ａ４の方を見ていただ

くと、３番と４番は横バーや△が付いているところがかなりあります。匝瑳市民病院の場合は、１

番ですから△の付いているところは、腹膜透析と更生医療と育成医療と自立支援医療のみである。

ところが、３番、４番を見ていただくと、３番については、横バーが非常にあることと、４番につ

きましても、中心静脈、点滴注射とか人工呼吸器とか、留置カテーテルとかは要相談になっている。

要は、単体だけで収支をやろうと思うと胃ろうであるとか人工呼吸器であるとかそのような手間が

かかってたいへんな、ましては、看護師の知識とテクニックを必要とするものは、やらなければ、
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実は１回行くのは一緒ですので、採算が取れる。だからパートの看護師で２４時間はいいから、昼

間だけでいいから、休みの日はいいから、難しいことはしなくていいからであれば採算は取れると

思います。ただそうした時に、匝瑳市民病院が医師会と連携をしてやっているなかで、そういった

訪問看護だけでいいのですかという論議になると思います。そうすると、やはりどうしてもそれで

はだめだとなって、先ほど申しましたように、ある程度の知識とレベルを持った看護師を配置せざ

るを得ない、そういう体制を取らざるを得ない。そうすると、パートの方で手の空いた時に来てい

ただくということでは、体制が組めないということになってきますと、コストがかかる。そうする

と、やはり赤字部門になるということだと思います。 
〔委員〕 
 訪問看護は、２４時間でないとだめなのですか。 
〔執行部〕 
 そういったことはありません。 
〔委員〕 
 我々市民としては、２４時間体制にしてもらったらこんな心強いことはないのですが、赤字でな

くなるかどうかわかりませんが、２４時間でなくても救急車とのタイアップを考えればいいのでは

ないか。今の人員からすると、昼間は病院で診て、夜中もやるという話なるわけですよね。疲れて

しまって、長持ちしないのではないか。２４時間体制にしなければならないという規制があるので

したら別ですが、救急体制もあるわけですから、救急車を呼べば病院に運べるので、何も２４時間

体制で構えていくことはいかがなものか。我々市民とすれば、こんな心強いことはないのですが、

長続きするためには、無理をしない、身の丈の範囲内でやっていかないと無理ではないかと思いま

す。 
〔執行部〕 
 ２４時間体制で、計画的に夜間訪問することはありません。２４時間体制というのは、緊急時の

対応ですが、緊急時の訪問は今それほどしていません。 
〔委員〕 
 ２４時間体制では、スタッフは残っていなければならないわけですよね。 
〔執行部〕 
 自宅待機です。電話を持っていて、何かあって電話がかかってきたら対応するという感じです。

出動するのは、１か月でもあるか、ないかです。 
〔委員〕 
 救急車という設備もありますから。やっていただければ、こんなありがたいことはないのですが、 
皆さんの健康のこともあるし、スタッフは足らないという話もありますので、身の丈の話もしなけ

ればいけないと思います。我々市民は何でもお願いしますと言うのは良いが、自分でもがんばる必

要があるのではないか。 
〔執行部〕 
 ２４時間体制がスタッフを苦しめていることは、今はそれほどないと思います。それと、２４時

間体制があるから逆に電話で指示できるので救急車を使わなくても済むことが多々あります。例え

ば、膀胱の中に管が入っていてそれが詰まってしまった場合、膀胱から管を通ってバックの中に流

れなくなっただけで救急車を使うことは、患者さんにとっても負担になります。だから、その時に

訪問に行って、膀胱洗浄をするだけで改善すれば、その患者さんの苦痛も取れるし、救急車も使わ

なくて済む、そして患者さんの家族は安心して一晩を過ごせるということです。ただ、そのような

事で緊急に呼ばれることは、先ほどから言っていますが、ほんとうに少なくなりました。それは、

日中の訪問看護の中で問題を判断予測し、指導ができるようになってきているので、お互いに夜動

くことは、かなり減ってきています。２４時間体制が、今のステーション中で、ネックになってい
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ることはありません。 
〔委員〕 
 そうであれば、我々市民としては心強いかぎりです。 
〔議長〕 
 やはり常に誰かに連絡が取れて対応が取れるということは、理想ではあるし、それに向かって医

療人として努力したいという積極的な姿勢だと思います。訪問看護について、他に何か質問はあり

ますか。技術的にも高度なものを持っているステーションですので、がんばってやっていただきた

いと思います。 
〔委員〕 
 そうなってくると、匝瑳市としても支援体制が必要になってくると思います。先ほど赤字、黒字

の議論がありましたが、たぶんそうではないと思います。今の話を聞きますと、医療の部分を手厚

くケアしているとわかります。資料の受け入れ可能範囲の丸、三角を見ても全然違います。ただ、

一般の人にはそういうふうにやっているくらいの範囲しか見えないのではないかと思うので、市と

してもやっている中身が違うというＰＲが必要でないかと思います。同じＰＲするにもそういう気

がします。同じ１３のステーションが横連携で連絡協議会をやったとしても、それぞれが全然違う

のですか。やはり匝瑳市民病院が一番医療依存度が高いということで、全然違うのですか。 
〔執行部〕 
 確かにスタッフの能力に差があることは否めないですが、ただ連携をして行くことによって、例

えば当院の管理者が講演をしたりとか、研修会の事例を提供したりして、こういったケースではこ

うした処置が有効だったなどのやり取りを常にしているので、ケースを通して他のステーションも

育ってきているのは確かだと思います。後、今年度、千葉県が訪問看護育成の実践センターを看護

協会に委託をします。たしか、１億２千万円くらいの予算が付いていると思います。これは、大学

の教育者がリーダーになってどのようなプログラムを組めば、潜在ナースを訪問看護師として実践

に生かせるようになるのかということで大きな予算をもらって教育しています。先ほど井上部長が

おっしゃっていたというのは、このことだろうと思います。この事業を通じて実践に生かせる潜在

ナースを発掘して、訪問看護師数を増やしていく計画です。 
〔議長〕 
 では病院機能の検討ということで、訪問看護については、たいへんでしょうけれども現状を維持

しながらがんばっていだだくということになると思いますし、お互いにがんばってやっていきたい

と考えています。次に、訪問リハビリについてですが、これも非常に大事な部分だと思いますが、

現在の訪問リハビリの状況について説明願います。 
〔執行部〕 
 昨年８月から訪問リハビリの方に、病院の理学療法士０．５人、つまり午後だけを訪問看護の中

の訪問リハビリとして行き始めました。後、ぬくもりの郷のリハビリの方から０．２５人行ってい

ますので、１日の中の０．７５人を訪問リハビリとして行っています。また新たに、５月に理学療

法士が１名採用になりましたので、もう少しして一人前になったらもう１人訪問リハビリに就かせ

ようと考えています。それから、６月１日採用で作業療法士が１名入りますので、そちらはまだ未

検討なのですが、将来的には、訪問リハの方に行けるような体制にしたいと思っております。 
〔議長〕 
 現実に今、訪問リハビリは何件くらいありますか。 
〔執行部〕 
 実際に行ける人数としては、午前中が２件、午後が３件いければいいほうです。地域の問題もあ

りますので、行けて１日５件と考えています。 
〔議長〕 
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 疾患としては、脳梗塞の患者さんが多いのですか。それとも整形外科的な疾患の患者さんが多い

のですか。 
〔執行部〕 
 脳梗塞の患者さんが主です。整形外科的な患者さんは少ないです。 
〔議長〕 
 初のころは、訪問看護師がリハまでやっていたが、本職というかプロがやったほうがより効果

があるのは間違いないと思いますし、半身麻痺があってもリハビリの仕方によってはかなり動き方

が違ってきますし、また、在宅で診てて段々動けなくなって、床ずれができて、肺炎を起こして

後を迎える方が多いので、そのへんにはかなり起用できるのではないかと思います。人的な余裕が

できれば、どんどんその方向へも積極的に係わっていただければと思いますし、余裕ができれば、

医師会でもお願いしたいなと思います。どなたか訪問リハにについて、何か質問はありますか。整

形外科の方で大腿骨骨折などの術後で、お帰りになって訪問リハを利用するケースはそんなに多く

はないのですか。 
〔委員〕 
 そんなに多くはありません。病院でのリハビリテーションによってゴールに達し、後は通院のリ

ハビリでほとんど大丈夫です。 
〔議長〕 
 その程度で大丈夫ということですね。 
〔委員〕 
 ただ、やった方が良いというのは、議長がおっしゃる通りです。今後リハビリが伸びていくため

には、物理的に時間を増やすしかないので、そのためには、新規に理学療法士の採用をすることが

一番だと思います。 近、理学療法士や作業療法士の学校も増えていると聞きますので、良い条件

を提示して新規の若い療法士を採用することが重要だと思います。 
〔議長〕 
 委員の方、特に市民代表の委員の方は、訪問リハビリについて、ある程度内容は解るでしょうか。

寝たきりにならないためにも、この部分も大事だと思います。これは、今後充実していただきたい

と思います。経営上も問題もあるでしょうが、ドクターよりも採用しやすいと思いますので、その

へんを考えてやっていただければと思います。後、残るのは訪問介護ですが、前に持っていたヘル

パーステーションを廃止したというのは、民間がだいぶ充実してきたということが挙げられると思

いますが、この点については、皆さんご意見はありますか。特に廃止したということで、現実に不

自由を感じるとかということは、今のところないのですね。 
〔執行部〕 
 当院の訪問介護職員でないから連携が取れないということでもないので、タイムリーにやり取り

できる体制をつくっていくことで十分対応可能と思います。 
〔議長〕 
 私の患者さんでも寝たきりでつばきの里からの訪問看護と、他の業者の訪問介護を受けている方

が何人かいますが、ノートをお互いに使っています。私も両方のノートを見て情報を得ているが、

そういったことで、訪問介護の方たちと連携がうまくいっているのかという気がします。この点に

ついては、既に廃止したということであるし、今の状況を考えればわざわざ復活する必要もないと

思いますが、皆さんいかがでしょうか。たぶん民間としても介護の方がヘルパーの資格で入れるの

で雇いやすいし、低賃金でも雇うことができるので、そちらの方にシフトするので敢えてそこまで

手を出さなくても良いでしょうということでよろしいですか。一応、在宅医療の方向性として事務

局長から上がってきた点については、だいたい出たと思いますが、その他何か付け加えることはあ

りますか。ないようであれば、議題１の在宅医療の方向性については、これくらいにさせていただ



 12

きたいと思います。 
（２）議題２建物建築とＩT 化について 
   ・新築また修繕対応の検討 
   ・病床数及び病床配分の検討 
   ・ＩT 化の方向性の検討 
〔議長〕 
 先月の会議でも出ましたが、建物の建築とＩＴ化についてということですが、時間的な関係でＩ

Ｔまでいけるかどうかわかりませんが、２つ目ぐらいまでは何とかいきたいと考えています。それ

では新築また修繕対応の検討ということですが、事務局から何か素案がありましたらお願いしま

す。 
〔執行部〕 
 前回のところで入院をどのような機能に持っていくかということで、ある程度、論議していただ

きましたが、急性期だけで行くのか、それとも急性期プラス療養であるとか、回復期リハビリの機

能を持たせるのかについて、もう１つ明快に答えが出されてなかったように思われます。当然のこ

とながら病院の建物は、ご存じのようにかなり古く、４０年も経って、雨漏りもしているかなり狭

い病院です。そうなってきますと、一般病棟だけでもかなり機能が低下しているので、それに対し

てどうするのかということです。そして当然のことながら、療養型であるとか、回復期リハビリテ

ーションであるとか、また、福祉施設のような機能を仮にプラスしていくとなってきますと、今の

ところでは簡単な改築ではできません。完全に病棟の半分を減らして、１つの病棟の半分は使わな

いという力技的な使い方をしない限りは、療養型を作ることはできません。そうなってきますと非

常に経済効率も悪いということになってきますから、いずれにしても建築の事を論議するのであれ

ば、その前にどういう機能を持たせるのかということを論議していただく必要があると思います。

それともう１つ、建築について、一昨年の夏に市民に対しアンケートを取っていて、市民の多くの

意見としましては、建て直す必要はない、改築で何とか動かしてくれという意見が多かった。そこ

のところで言いますと、今の市民の意見としましては、そこまで金はかけるなという意見が多いと

いうことを留意していただいて、建物についてご論議いただきたいと思います。それと同時に、今、

１５７床のベッドを持っていまして、その中の１４５床で動かしています。そうした時に、１５７

床のベッドをそのまま持ち続けるのか、そして療養型とかを仮に機能として付け加えるのなら１５

７でどういうような配分をするべきなのかということも、併せて論議いただきたいということが、

建物改築に係るところでのお願いしたいところです。 
〔議長〕 
 非常に難しい課題だと思うのですが、市民の建て替え、修繕というアンケートを見ましたが、

古くなったから建て替えるという概念からしか市民は見ていないと思います。病院には入れな

いし、家に帰りなさいといっても帰る家がないという時に療養型病床あればということであれ

ば、また市民の対応の仕方も違うのではないかと思いますが。ケアミックスの形をとるか、あ

くまでも今の延長で急性期と回復期程度にとどめておくか。医局側としては、何かその点につ

いてありますか。 
〔執行部〕 
 今地域の中でのニーズを考えると、急性期もそうだが回復期のリハビリが今後ともニーズが

高いと思います。個人の考えですが、療養はあまりやりたくないが、回復期リハはできるのな

ら併設をして一般病床と一緒に整備して市民のニーズに応えていければと思っています。病床

数に関しては、医師数がどうなるかが全く読めない状況である。どうしても、医師の数によっ

て持てる入院患者の数が決まってきますので、そのへんの見通しが立たない状況で、いくつ病

床を持って診られますとなかなか言えません。今、外科は議長がいる頃から５５床と数多く病
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床を持っていますが、現在、平均在院日数を１０日から１１日で回していますので、現実に外

科医療だけでは、埋まるはずがない。３０床がやっとだと思います。そうすると、他の病床を

担っていくことになるが、では、誰が診ていくかということになります、どうしても内科のド

クターが増えてこないと、本当の意味での各科の運営は難しいとしか言わざるを得ない。 
〔委員〕 
 療養病床については、療養病床の転換をどのように図るかということで、３年前の自民党か

ら民主党に政権が替わるところで、一旦、民主党がストップをかけてしまってそれきり動きが

介護保険の中の福祉施設としてやっていこうと国が動いたのが３年前でそれから一旦止まって

いる。今回、診療報酬の改定で在宅へということになってくると、院長がおっしゃったように

療養型の病床を持ちすぎたりとか、転換したりすると、ある一定期間はいいでしょうが、そこ

から先、数が空いてしまい非常に拙いということで止めてしまった部分もあるのではないかな

と思います。そういった部分では、在宅にシフトしていく流れのほうに診療報酬も傾いていま

すので、療養病床を広く充実させていく方向は、診療報酬の観点からいくと、なかなかいきに

くいのではないかとどうしても思わざるを得ないという状況であります。大ざっぱに言って、

急性期のベッドは、１２０くらいで十分だというのが大ざっぱな計算です。 
〔議長〕 
 回復期を入れてですか。 
〔執行部〕 
 入れなくてです。 
〔委員〕 
 １５７は維持していて、その中でということですか。 
〔執行部〕 
 ドクターの確保によってですが、回復期リハは、非常に魅力があります。 
〔議長〕 
 旭中央病院から依頼されることもけっこうあると思います。 
〔執行部〕 
 やり取りをする上で早期に転院をさせるのは、連携加算などお互いにメリットがあります。

それにしても、建物の基準がありますし、なおかつ、病室以外のスペースが今の医療で重要に

なってきます。今、患者さんが当院に入院すると、家のほうがよほど良いと言いますが、その

とおりです。個室でも自宅の方がよほど良いと思う患者さんが多いわけです。本来は、病気を

癒す、治す場所なので、理想論は、自宅よりも病院の方が環境が良くなくてはならないと思い

ますが、逆転をしているので、若い人たちは、ここの病院を利用していただけないというのが

現状です。赤字、不良債務の問題は別にして、いろいろなニーズに答えていくには、新しい建

物が必要だというのが私の認識です。 
〔議長〕 
 先日、新しくなった旭中央病院の見学会がありまして中を見せていただきましたが、やはり

きれいです。３０年、４０年前は、入院ができて、治って帰れれば良い、また、建築コストも

なるべく安くしたいということでしたが、患者さんの要望も時代とともに変わりますし、それ

に対応できないとやはり病床利用率は上がらないところもあると思います。そもそもの発端は、

病院が赤字ということがありましたが、例えば、病院を建て直すとして、現在の１５７床で、

それにアメニティ部分をプラスして考えるとどのくらい掛かるのか。事務局から出ている資料

で新病院建設想定事業費がありますので、先にそちらの説明をお願いします。 
〔執行部〕 
 新病院建設想定事業ということで、資料を作りましたが、既存の病院につきましては、先ほ
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ど局長から話がありましたように、病棟部分については、昭和５８年、５９年に建てられ、講

義室、内科については、平成３年に建てられています。一番古いのが、待合室あたりで、昭和

４０年代に建てられているということで、いずれにしましても、３０年を経過しています。ま

た、経年劣化により、修繕等もかなり発生して老朽化が進んでいる状況です。病棟につきまし

ても、昔の施設基準で整備されていますので、アメニティについても患者さんに不満を感じさ

せているのではないかと、今説明がありました。一昨年アンケートを実施した中では、４４％

の方が、改修で対応、３３％の方が、新築という結果でした。３０年を経過して、いずれは新

病院を造らなければならないということで、あくまでも想定事業費ですが資料を作成しました。

総務省で平成１１年から２０年に供用を開始した公立病院２３２病院を調査した結果が、資料

に出ている上段の表です。それによりますと、建築単価３０万円から４０万円いちばん多く、

２３３病院のうち、８７病院ありました。平均病床数が１７３．９床、階数が４．８階、平均

延床面積が１３，５６１㎡、１床当たりの面積が７８㎡というところが構成比が高かったので、

その単価を基準として、匝瑳市民病院に当てはめた場合には幾らくらい掛かるかということで、

想定事業を算定いたしました。３０万円から４０万円の建築単価が３５万４千７００円といこ

とですので、匝瑳市民病医院に当てはめますと、１５７床掛ける一床当たりの面積７８㎡とう

いことで、１２，２４６㎡で、それに３５万４千円を掛けますと４３億４千３００万円の事業

費が掛かるとういう計算になります。それと既存の建物の解体費用が、２億６千５００万円で

そのほかに基本設計、設計監理費、それから医療機器を全く新しくした場合に他市を参考に約

１０憶円で掛かるとして、総事業費で５４億９千３００万円というような計算がなりたってい

ます。その財源ですが、 近は国庫、県の助成はほとんどありませんので、ほとんどが企業債、

いわゆる借金で対応するような計算になります。企業債につきましては、基本は事業費の１０

０％を借りることができるのですが、どうしても対象外事業も含まれますので、対象外事業費

を５％見込みますと、施設分で４２億４千９００万円、医療機器分で９億５千万円の借金を負

うような形です。当年度は、一般会計からの負担金が１億４千７００万円、病院負担１億４千

７００万円で、建設年度につきましては、それ程大きな負担もなく事業を進めることが可能と

なっております。当然単年度ではできませんので、この推定では４か年計画ということで、事

業を想定しています。２ページ目ですが、現在の借金がどの位あるかということで、将来の企

業債の償還金を推計したものです。これには通常の医療機械の更新分、約２千万円を見込んだ

形での数字となっています。２３年度の決算では、合計で２億７千８００万円の元利償還金を

返しております。２４年度につきましては、２億４千８００万円ということで、ここまでは２

億円台ということですが、平成２５年度からは、約１億円元利償還が減りまして、１億５千１

００万円、それ以降は、暫時減少していきまして、平成３０年、３１年には、８千万円程度の

元利償還金で済むというようなことになっております。このほとんどが、ぬくもりの郷の元利

償還で、ぬくもりの郷の元利償還は５千８００万円で、平成４５年まで続くということで、病

院本体の元利償還金につきましては、２千万円程度になります。ですから、仮に病院の新築に

伴う元利償還金が入ったとしても、既存の分にプラスとなりますので、それ程大きな負担には

ならないということが、次のページ以降の資料です。まず初めに、いちばん左が現在の元利償

還金の推計が書いてありまして、その次が、病院の建物に係る元利償還金ということで、病院

本体では、４２億４千９５０万円、利率２％と見込んで、基本的には３０年償還となっており

ますので、それで推計しております。その隣が、仮に医療機器を全部更新して９億５千万円の

借金をした場合ですが、５年償還で、利率を１％と見込んで推計しています。合計の欄をご覧

いただきたいと思いますが、平成３２年には、４億５千万円の元利償還、平成３３年４億８万

円、平成３４年４億２千１００万円、平成３６年が４億５千７００万円ですが、ここで医療機

器の元利償還が終わりますので、それ以降は、２億８千万円程度の元利償還で済むということ
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で、平成２３年度と同じ程度の元利償還となっております。元利償還の場合、公営企業の繰り

出し基準に基づきまして、一般会計からの繰り入れが見込めます。基本的には、元利償還金の

２分の１を一般会計から仰ぐという形になりますので、病院負担分につきましては、平成３７

年になりますと１億１千２００万円程度で済むというような計算になってきます。４ページ目

が、今ある医療機器を使用して新しいものを見込まなかったらどうなるかとういこうで、病院

の新築部分だけを見込んだ場合の元利償還金ですが、平成３６年あたりでも２億円程度の元利

償還金済むということで、現在よりも負担は軽くなっているという状況で、一般会計からの繰

り入れを含めますと病院の負担は、７千万円程度で済むというような計算になります。この表

につきましては、あくまでも今後５年後に新築するということで見込んでありますので、平成

２９年から事業開始というような計算となっております。あくまでも想定事業費ということで

説明を終わりにいたします。 
〔委員〕 
 初めに、１５７床というところの考え方をお聞きしたい。この建設想定事業費の中でも、そ

れを前提にされていると思いますが。先ほどの話の中にもありましたが、実際に急性期は全体

で１２０床くらいで、外科で５５床という実情の話がありました。１５７床に固執する必要が

あるのですか。単純なところですが、前回の会議でいただいた資料の中で、平成１３年に医師

が２０数名いて１５７床の経営をしていたが、昨年は１０名程度の医師になってしまったとあ

りました。その状況で、１５７床で、同じように経営をしようとするのが、はたして可能なの

かどうかと考えた時に、まず１５７床の精査をよくやった上で、どういう機能持った病院にす

るのかという論議をする必要があると思います。前回、今の市の財政状況をお話ししましたが、

今いただいた資料と若干かぶっているところは、平成２８度から５年間、合併算定替がありま

して、平成３４年以降は、匝瑳市へ入ってくる交付税が約６億８千万円減額されます。財政上、

いちばん厳しい状況であることも今後この会議の中で議論していく必要もあるのかと考えます。

ただ冒頭申し上げた、病院機能をきちんと持たせてやっていくといった場合には、あまり財政

上の話ばかりしますと前に進まなくなりますので、 終的には政治判断を求めるにしても、１

５７床についてここで一度議論をする必要があるのかと考えます。全体の数字が把握できてい

ない部分もありますので、皆さんの意見をお聞きしたいと思います。 
〔議長〕 
 病院を建て替えた場合の試算、それもベッド数の状況によっては当然変わってくると思いま

すが、ベッド数については、いかがですか。千葉県の医療計画の中で千葉県全体で、３，００

０床の増床が認められたのですよね。 
〔委員〕 
 数の方は詳しく了解していませんが、厚労省の基準に従ってベッド数を算定すると既存の病

床で不足しているのは、千葉県全域です。これは高齢化の数値を加味した時にこの香取海匝地

域にしても、いくつかは忘れましたが、不足の病床数があります。ただ今回の場合ですと、新

しく増床を希望したところは、ほとんどなかったと聞いています。 
〔議長〕 
 現実のドクター不足から見ると１５７床は確かに多すぎるという感じもありますが、これも

ドクターの需給状態によって変わってくると思います。先般、入院機能の充実のところ、ある

いは外来機能の救急業務の充実のところから考えますと、各科の積み上げをしますと、全体で

２０人前後のドクターが将来的にはどうしても必要になってくると思います。一般的に内科の

ドクターは１人で何人位の入院患者を持たれるのですか。昔は、８人から１０人という数があ

りましたが、現在の状況はどうですか。 
〔委員〕 
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 今は、１５人弱を持たないと患者さんをさばけない状況で、当然時間外をしてやっています。

時間外も働くという意識を持ってやっていますが、そういう状況は、長くは続かないだろうと

思います。 
〔議長〕 
 通常は、一般的にはどれくらいと考えればいいですか。 
〔委員〕 
 多くて１２人までではないかと思います。 
〔委員〕 
 昔と比べて倍ですね。 
〔議長〕 
 医療の質も違いますし、年齢も高齢化していますので。他の先生方はどうですか。 
〔委員〕 
 昔は、１０人位だったが、患者さんの数が減りましたので、今はもっと少ないです。昨年度から

常勤医が２人しかいなくなりましたので、患者さんの総数も減ってしまいます。３人の場合は、倍

くらい診ていましたが、結局、医師のトータル人数との兼ね合いもあると思います。 
〔議長〕 
この前の会議で、２次救急まできちっとこなすためには、４、５人のドクターの数が必要である

と言っていたと思いますが、４、５人位の体制になった場合にはいかがですか。 
〔委員〕 
 １人、７、８人から１０人は診られると思います。 
〔議長〕 
 外科の方は、どうでしょうか。 
〔委員〕 
 外科で１０人以上というのは、難しいと思います。 
〔執行部〕 
 議長のころは、胃の手術をしたら１か月くらいかかったと思いますが、今は、２週間くらいで退

院してしまいます。前は平均在院が３０日近くでしたが、今は１０日になっています。１０日とい

うことは、ベッドがその時５０必要であっても、今は１５位で足りるということです。昔は患者さ

んが動かなかったので、１人で１０何人診ていても全然問題がなかったが、このまま平均在院日数

を１０日位でやっていくとしたら、どんどん、どんどん回転していくので、１０人以下でやってい

かないと大変だと思います。 
〔議長〕 
 平均在院日数との兼ね合いもあると思います。 
〔委員〕 
 ３０日で１回転が１５日で１回転となると、１か月の中で２回転するので、そうなると今の病床

ではどうかというのも分からなくはありません。やはり、ドクターの数に影響してくると思います。

あまり小さく造り過ぎると、プラスアルファーの要素が消えてしまうような気がします。半分の７

０床位でいいのかというと、そういう話でもないような気がします。 
〔委員〕 
 個人的な意見ですが、先程、病院の規模の話の中で、ここで回復期リハをやるか、療養をやるか

が出ましたが、規模などを考える場合に市として、匝瑳市民病院にどういうものを希望するのかだ

と思います。基本的に、他でそういう機能があれば市立病院としてやらなくてもいいわけです。訪

問介護であったり、訪問看護は、本来、市民病院として本当にやらなくてはだめなのか。これらの

事業を病院として行うのは、市としてやらなくてはだめで病院に要請がある場合で、当然で、赤字
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の部分は市が病院会計に負担をする。繰り返しになりますが、匝瑳市として療養病床が必要であれ

ば、今はなくても付加しないとだめでしょうし、匝瑳市全体の体制を見た時に、どういうものを基

本的に匝瑳市民病院に求めるかだと思います。医師が集まるか、集まらないかではなく、今の市民

医療を考えた時に市としてどれくらいの機能を持った病院が必要なのかを考えるべきで、今、医師

が何人しかいないからこれくらいの病床ではなくて、今、市民が必要な機能はこういうもので、そ

れを考えた時にこういう病床数が必要ということだと思います。結果として医師が集まるかは、別

の考えとしてあると思いますが。要は、今どれ位必要かという市民の状況を考えての病床数であり、

療養病床なのか回復病床なのか救急なのかというのを考えるべきだと思います。ある意味理想論に

なってしまいますが、理想論の中でいくつの病床が必要なのか考えるべきで、その場合に、どれ位

の経費がかかるのか。この資料の数字は、単純単価を掛けていますので、１５０床が１００床にな

れば３分の２になるわけです。４０億円かかるのが３０億円になる。もし、３０億円で必要なもの

ができるのであれば、市の財政負担もかなり下がるでしょうし、新しい病院もすぐ建てられるかも

しれません。必要な病床数についてはそのように考えるべきと思います。 
〔委員〕 
 実はこの委員会が発足する以前に職員と院長を含めた先生方との運営委員会の中で、その時に示

された当時の県における海匝圏域での匝瑳市民病院の位置づけは、２次救急対応の機能の強化と、

それから手術対応の機能強化というところの指針がでていましたので、院長としても、そこが１つ

のポイントだとして進んできていました。確かにいろいろなアンケートの中で見ますと、療養型へ

の要望も非常に高いという状況はありました。ただ、先生方との議論の中で療養型はあまり望まな

いというのがありましたので、 終的な方向性がなかなか見いだせないでいました。その中で実は、

当時 初に出発した時に、行政が言うのではなくて、病院の先生方と一緒に病院のあり方、方向性

というものを検討しようということで進んでいた状況にあります。そこで議論が止まっていたもの

ですから、私としては数字を先に申し上げましたが、当時のいろいろな意見の中には、先生方はこ

ういう医療を目指したいという意見もありましたし、住民ニーズとしては、療養型も非常に高いと

いうことで平行線で止まっていたのかと考えます。今、行政側としてどうなのかというものが当時

打ち出せなかったのです。 
〔委員〕 
 繰り返しになりますが、市民病院として、療養病床が欲しいのであっても、他にこの地域に療養

病床があれば、市としては、市民病院は療養病床はいらないわけで、救急とか回復期とかに特化す

れば、病床数が変わってきます。この地域でやる所がないとすれば、療養病棟も機能として検討し

病床数を考えないとだめだと思います。市として必要な部分の中でどの部分を市民病院が担うのか

必要です。他でやる所がないから市として必要なので、匝瑳市民病院で訪問看護までやっていると

いうような位置付だと聞いています。訪問看護は、個別の所へ行くわけですから、病院にいればも

っと多くの患者さんを診られるわけで、効率的なものを考えると訪問して人を診るという部分では

非効率だと思います。 
例えば、療養病床が欲しいのであっても、他に療養病床があればここの病院は療養病床はいらない

わけで、救急とか回復期とかに特化すれば、そこでまた病床数が変わってきます。他でやる所がな

いとすれば、逆にここでは療養病棟も機能として持たないとだめだと思います。たぶん市として必

要な部分の中でどの部分を担うのか、先ほど、訪問看護の部分を言われましたが、他の所がやって

いれば、敢えてやらなくてもいい訳で、救急に特化したりすればまた病床数も変わってきます。他

でやる所がないから市として必要なので、匝瑳市民病院で訪問看護までやっているというような位

置付だと聞いています。訪問看護は、個別の所へ行くわけですから、病院にいればもっと多くの患

者さんを診られるわけで、効率的なものを考えると人を診るという部分では非効率だと思います。

ただ、それに力を入れているというのは、地域に必要だからと考えてやっていると思います。ただ、
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他にやる所があれば、匝瑳市民病院がやらなくてもいいかもしれませんし、そうなってきた時に市

全体として、訪問看護であったり、療養であったりについて市民のニーズがあれば、全部匝瑳市民

病院にお願いするのではなく、分散であったり、もし、まとめるのであれば、そういったものを加

味して病床数や機能を考えるべきだと思います。 
〔委員〕 
 そのことが、先ほど執行部が話したことだと思います。ただそれは、そのまま県へ返す言葉では

ないかと思っています。実際、現在の東総地域のことを考えると、ある病院は、入院を断わらざる

を得ない状況で、その地域からは、かなり市民病院に来ているという状況があります。そうすると、

そういうニーズまで匝瑳市の職員が把握できるかというと、難しいと思います。やはり、県の方で

この地域がどのような状況であるか理解していただいて、県の包括的の考えとして、市民病院は、

２次救急と手術とを決めたのですから、その中で、この病院が地域として果たさなければならに役

割、または、人数、診ていく地域をシュミレーションしていくことも大事なのではないでしょうか。

もちろん匝瑳市としてやっていくことも必要だが、実際に来られる方は、匝瑳市の人だけではない。

横芝からも来られるし、旭中央も厳しい状況で受けてくれなくなってきていることを考えると、匝

瑳市だけで計算が成り立つのかというところが疑問に思います。 
〔委員〕 
 いろいろな考えがあると思います。あくまで１つの考えとして、匝瑳市民病院はあくまで匝瑳市

民のための病院であるわけです。しかし、市民は他の地域の病院へ行ったり、逆に他の市町から市

民病院へ来たりがあるわけで、また、病院を持っていない市、町もあります。そういった所は、自

分の市町所では病院は持っていないが、住民の医療圏をどういった形で作っていくかを考える中で、

隣の町、市に病院があれば、そこの市町と調整する形の中で便宜供与する。今の保健医療計画の中

の２次医療圏で、地域で連携しながら医療体制を作るようになっていると考えます。今具体的に検

討するに当たり、どれ位の規模が適当なのかを考える時には、周りの市町村ことを考える必要はな

いと思っています。実際に、どこから自分の病院に来るかを想定するのは難しいと思います。 
〔委員〕 
 地域としてどれ位の病床数が必要かは、試算はできるのですね。 
〔委員〕 
 厚労省の方で必要病床を決める計算は、基準が示されていますので、それに従って今回の病床配

分は検討されています。 
〔委員〕 
 匝瑳市民病院は、緊急体制の指定病院ではないのですか。癌の患者さんを主に診るとか、合併症

の治療を専門にやると理解しています。その中で、病床数の話が出ていると思っています。ただお

願いしたいのは、新病院の建築だけを考えていますが、耐震性を兼ねた改修の部分のデータがない

のか、それも並行して考えていただきたい。経験からすると、仮に、事業費５０何億円とあります

が、これで納まることは絶対にないと思います。必ずオーバーします。また、市は病院に今、数億

円の財政支援をしています。それに輪をかけて病院に支援することは、まず不可能に近い数字だと

思います。返済の見込みは、絵にかいた餅ではないかと思います。財務の方から見ますと、これは

無理だと感じています。 
皆でやらなければならない事ですが、今、病院が置かれている位置はどうなっているのですか。旭

中央病院を中心に医療体制をとって、匝瑳市民病院は、難病対策を専門に扱うという体制で行って

いるのではないのですか。その線が緩んだら病床の数は、２００、３００床あってもおかしくない

数字になってしまうのではないか。ただ、そうはならないでしょう。なんでもたくさんあるのは市

民にとってありがたいことですが、その分市民が、税金で借金を負担することを考えてやっていか

ないとならない。理想を言ってもなかなか進まないので、身の丈の議論をしないといけないのでは
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ないか。事務局からは、新築のデータしか提出されていないが、２２年の病院のあり方の調査結果

の報告では、改修が主であるという結果がでていますので、耐震改修のデータも提出していただき、

どちらかを市民の方が選ぶかだと思います。 
〔委員〕 
 建築の関係は詳しくないのですが、今、国での病院の耐震の耐用年数は３９年位で、実際この病

院もそれ位になっています。耐用年数の近いもの対して改修がそもそもできるものなのか。改修す

るのなら新しい病院を建てた方が早いということも聞きますが。 
〔委員〕 
 改修というよりは、耐震補強だと思います。ただ、問題は、建物の見た目というよりは、設備だ

と思います。いくら地震に建物が耐えられるとしても、中に入っている設備の配管がもうぼろぼろ

で使い物にならなかったら、建物は仮に倒れなくても設備がだめになったら水も来ない、電気も来

なくなってしまいます。ただ、これをどこかの業者が頼んで改修したらいくらになりますかといっ

ても、建物の状態がわからなければ、見積りを出すのはけっこう大変で、建て替えた方が早いとい

う見積もりになるかもしれません。それが、市民のアンケートの中で、市民にアナウンスができて

いないと思います。 
〔委員〕 
 市民は、あまりよくわかりません。私は市民の代表で来ていますが、何をどうするかわからなく

て、だいたい、市が赤字を抱えて困っていることも、あまり理解していない。しかし、私もたくさ

んの友達が入院していますが、地震などの心配があるので早く帰りたい、治るものも治らないと言

っています。いくら立派な先生がいても治るものも治らないでは困るので、やはり病院は建て直し

たほうが良いと思います。また、停電になった時に電気が点く施設も必要ですし、多少は今よりお

金が掛かるかもしれませんが、皆の命を守るのが病院なので、病院はちゃんとしてもらいたい。入

院のベッド数については分からないが、病院を新築することに市民は反対しないと思いますし、そ

のための借金は、話し方によって理解すると思います。借金をいくら抱えたとしても、命の問題な

ので、お金ではないと思います。いざ鎌倉という時は、市民病院を頼りにしていますので、市民病

院はちゃんとしてもらいたいし、立派な先生方に辞めないでもらいたい。市民代表としては、今公

民館などは改築をしていますが、配管がだめになったらどうにもなりませんので、おもいきって新

築をしてもらいたいと思います。規模はわかりませんが、ちゃんとやってもらいたいと思います。

市民も、今のままで直して何とか使えないかという方もいます。しかし、古い家を改築しても改築

費もかかるし、何回かしても 後はだめになるので、思い切って建て直したほうがいいと思います。 
〔委員〕 
 先ほど小原委員からいただいた市の方向性という部分ですが、病床数から議論が入ってしまった

ので誤解があるといけませんので修正させていただきます。このあり方検討委員会は、病院の機能

を皆さんで相談する場であると認識しています。そこで出た機能の方向性を持ったうえで病床数を

検討するということです。直接ダイレクトに市側のニーズがどうかと聞かれましたが、それを今議

論していて、模索の中で病床数がこの数字でいいのか、経営上適当な数字なのかを提案させていた

だきました。先ほどありましたように、合併時以降、監査委員の皆様から匝瑳市も身の丈にあった

経営をしていかなければならいという指示がありました。その方向性を出すためには病院機能をど

う持たせるか、その機能にあった病院の規模をどのようにしたらいいかを出すのがこの場であると

認識していますのでご理解いただきたいと思います。 
〔委員〕 
 たぶん今の議論は、あり方で今まで議論してきて、病院でできる機能は限られている、しかし市

民が求めるものは病院だけではない。市に対してもっと求めるものがあるのではないか。その時に

病院とは別に市全体でどのように考えるかを問うたように聞こえました。それで病床の数の問題も
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でてくると思います。 
〔議長〕 
 非常に難しい面がある。４万人の市の中だけということであれば 157 床は、確かに多い。１５７

床に増床した時、私もいましたが、その当時の状況は、近隣の病院はあったが手術自体は、正直評

価はあまり高くなかったことがあったので、その分こちらで患者をとるという状況でありました。

ＩＣＵをいれたところでの１５７床であったわけだが、回りは他に外科をバリバリやっているとい

う状況でありませんでした。その時々の社会情勢によってかなり違ってきます。現在この地区の状

況は、隣の町の病院も医師不足で入院対応も難しくなっています。千葉県に接している茨城県の病

院もガタガタしている、旭中央病院もドクターも少なくなっている状況。それをどう見るか。中央

病院の資料からも匝瑳市からの入院患者がかなり多い。今後、地元の病院でということになるとそ

れでは病床数をどのくらい見込んだらよいのかという問題にたどりつきます。それに対応するため

にドクターは充足できるのか。将来的なことを考えるとある程度の規模が必要になります。現実問

題として今のスタッフに一人二人増えたところで現実に動かせるベッドはどのくらいかというと精

一杯動かしても１００ないし１２０が目安になると思います。 
[委員] 
旭のような立派な大きな病院でなくてよいと思います。地震が起きても絶対安心な病院であれば

よいと思います。身の丈に合った耐震構造のある病院にしてくれればよいと思います。ベッド数は、

これから入院する人が増えると思うので 初から小さくしてしまうとあとで困ると思います。 
[議長] 
この病院の目指しているのは旭中央病院と同じような病院を目指しているわけではない。そうで

ある必要もない。力を分散するのであれば特徴のある部分で特化していきながら旭のできないとこ

ろを、補うというところに市民病院の存在価値があるのではないか。 
特色のある病院が今後伸びてくる。それをどのように持っていくのかそれがキーポイントだと思い

ます。地域医療再生計画で市民病院に手術機能の強化という命題を与えられたのも逆の面では、そ

れだけ評価を得たということである。その辺を見ながらベッド数を検討する必要があるのではない

か。今この場でどのくらいと決めるのは非常に難しいと思います。 
[執行部] 
今、内科、外科、整形外科の 3 科の常勤で診療しています。この先、地域枠の卒業生が出て、働

けるようになるのが 8 年後ぐらい。今の大学の中のドクターの数、後期研修で戻ってくる数を見て

もとても近いうちに出せるだけのドクターは集まらない。こういった中で市民の方が望む総合病院

に戻すことは絶対不可能です。現時点では、３科でやっていくしかない。できれば泌尿器科もほし

いが大学にドクターはいない。どれだけ患者を診られるかというと外科は回転が速いので、救急で

入院する人は 1 日で７人から８人、一方で退院する人も１０人という中で、ベッド数のことを考え

ると、現時点で今の建物のことからすると、いつでも入院できますよと言えるには、そのベッドの

占有率は、７０％ぐらいでないと無理であります。なぜ入院できないかというと末期がんの患者さ

んや感染症の患者さんがいると隣に入院させることはできない。ベッドが空いていても使えないと

いうことになります。それと一番のネックは、看護師の数が足りない。これ以上入れるとなると看

護師は、患者を診ることはできない。仮に医師と看護師が充足してきたとき、個室が増えて感染症

や末期がんの患者さんの隣に入らなくて済むとしても救急のニーズに応えるには、８０％ぐらいが

限度ではないか。そうしないと市民の方が安心して入院できる体制は維持できないと思います。そ

ういったことを考えて私見ではありますが１２０床ぐらいかなと考えています。それと外科に慢性

期はあり得ない。手術が必要な患者を入れて手術をして病気を治して退院させる。内科では高齢者

の方が合併症を患っており、なかなか外科のようにはいかず慢性期の医療になっている。その中で

外科が平均在院日数を 10 日ぐらいでやっているので全体として１０：１の枠をはみ出さない。不満
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足ながら１０：１看護基準でそこそこ動かせている。療養病床は、九十九里ホーム病院、多古中央

病院、東陽病院で持っている。これからニーズは高まるのは重々承知しているが、私としては、療

養病床を持とうという認識はありません。銚子から成東にいく手前までで外科でがんの手術をやれ

るのは旭中央病院と市民病院だけである。そういう意味では、他の病院と連携して療養型はお願い

する、その代り手術は引き受ける、そうした連携を進めることに活路があると思います。 
[委員] 
回復期リハを別枠で１２０床ぐらいということだが、回復期リハを入れた場合は、どのくらいを

考えているのですか。 
[執行部] 
どれだけリハを見られるドクターを確保できるかだが、今は内科系のリハが増えています。心筋

梗塞、脳卒中後に対応した内科的なリハビリが行える医師の確保が必要である。 
[委員] 
数的にはどうか。 

[執行部] 
１２０床も上乗せした数だが、リハを持つとしても 大で１４０床が限度であると思います。細

かな計算はしていないが、リハに入れた患者を平均在院日数を何日で退院させるか、そういった計

算が必要。いずれにしても病床は回転させないといけない。 
[議長] 
ただ、高齢化になるとどうか。 

[執行部] 
あらゆる病院で受け入れ先がないので困っています。出せないので急性期病院に留まってしまう。

そういう意味でも在宅というのは、非常に重要であると思います。 
[委員] 
在宅も病床の一つと言っている方もいます。 

[執行部] 
国保直診病院の共通の理念として、地域包括医療ケアとして予防から始まって医療、その先の在

宅、福祉、そこまでを一人の人間として患者として支えていく。地域の中で連携して支えていく、

自分ですべて対応しなければならないとは言っていない。そういう意味で在宅医療はますます重要

になります。 
[議長] 
また、否応なしに施設も必要になってくる。多古と東陽の療養ベッドは何床ですか。 

[執行部] 
多古は１６６床のうち療養病床が５６床、東陽は１００床のうち４５床が療養病床です。 

[議長] 
近では、有床診療所を利用するという動きもあるが、この地域には、有床診療所自体が少ない。 

[委員] 
この病院だけで解決できる問題ではない。広い範囲での課題であります。 

[議長] 
この検討委員会でどうするということは難しい。この病院を部分的に改修した場合の見積もりは

可能ですか。 
[執行部] 
耐震改修費ということであれば見積もることも可能でありますが、先ほど話がありましたように

給排水、空調などはかなり老朽化している。こういった費用と病床のアメニティ対応のための改修

費まで含めた費用を見積もることは難しいと思われます。 
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[議長] 
待合ホールもかなり老朽化しているようだが。 

[執行部] 
雨漏りもかなりの個所で発生しています。 

[執行部] 
玄関を入ったところの天井から水漏れがしていますが、業者に調べてもらったところ、どこから

水が回ってきているのか全く分からない。通常のであれば防水シートが破れているなどの原因が分

かるが、ここでは配管から漏れているのか、雨が吹き込んでいるのか全く分からない状況です。こ

ういう状態で改修にどれくらい掛かるのかを調べるには、極端な話、解体してみないと分からない

レベルであります。ですから改修費を見積もることは非常に難しいと思います。 
[委員] 
だからと言って、新築するとなればどこに造るのか。そこからスタートするのではないですか。 

[執行部] 
病院を新築する場合、大きく分けて２つあると思います。１つは、今の北側の駐車場に病棟を建

てて、出来上がった段階で移動し、古い建物を解体する、あるいは、規模の大きな病院にするので

あれば、３分の１、半分できた段階で移動させて、空いた病棟を解体する方法。もう１つは、全く

違う場所に新築して、引っ越すという方法があります。違う場所に建てるときには、当然地元の住

民や医師会との相談ということになるので、別の意味でのハードルが出てきます。 
[委員] 
新しい土地を見つけて建てた場合、この概算事業費では間に合わないのではないですか。 

[執行部] 
市立病院ですから、市の土地に建てることになると思います。 

[委員] 
新たに土地を購入することにはならないのですか。 

[執行部] 
ならないと思います。 

[委員] 
どこかそういう土地はあるのですか。 

[委員] 
現状ではありません。 

[委員] 
駅前の土地ぐらいしかないのではないですか。 

[議長] 
やはり現実的には、北側の駐車場に建てることではないか。そうすれば収入を落とすこともあり

ません。いずれにしても、病棟は５８年に建てられ３０年近く経っています。もたもたすれば耐用

年数に達する。いずれ近いうち建てなければならないということであるとすれば、それを少し前倒

しすることによって、療養環境を良くなり、入院される市民の方も気分よくなれるということにな

ります。 近では個室が多くなってきています。旭中央病院もかなり個室が多いです。アメニティ

の面で、患者さんが喜んでもらえる環境ができれば、確かに市の財政は厳しいし、大変なところは

あるが、新築することも見逃すことのできない案であると思います。 
ただこれを今日１日の会議で結論を出すことは無理な話だが、何か一つでも判断の材料となるデー

タ等はないか。将来見通しとか。 
この資料に解体費用が入っているということは、北側駐車場に建てることを前提としていると思う

が。 
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[執行部] 
その通りです。 

[議長] 
ただ、 後に病棟を建てたときに、この辺りは古い地域だから出土品が出たのではないか。ぬく

もりを建てたときもそうだったのではないですか。その辺もプラスアルファになるのではないです

か。 
[執行部] 
ここ一体は、発掘調査を行わなければ許可がおりない地域です。 

[議長] 
ぬくもりの郷ではどのくらいかかったか。計画も伸びたのではないですか。 

[執行部] 
７，０００万ぐらいだったのではないかと思います。指定地域になっているから発掘調査は行わ

なければならない。 
[委員] 
文化財保護法上の規定で、発掘は前提条件になっています。 

[議長] 
建設について早急な結論を出すのは、非常に難しい。 

[委員] 
多分、永遠に議論は終わらない問題でしょう。 

[執行部] 
この前の震災で、建物に亀裂が入った程度で済んだが、私が一番恐れていたのは、水道配管が破

れて水浸しになるのではということであった。配管は相当に傷んでいると思います。 
[委員] 
私も話を聞いていて思ったのは、配管が建物の中でずれているのでは、そのずれも微妙にずれて

いているのではないかと思いました。 
[議長] 
内科の病棟を建てたときも、水道管がぼろぼろであったと思う。水道管は、地下に埋設ですか。 

[執行部] 
一部は外付けです。 

[委員] 
３０年近く経つともう図面もないのではないですか。 

[議長] 
非常に難しい問題である。他の委員さんのご意見をいただきたい。 

[委員] 
問題なのは、建て替えはいいよ、それでは、財源はどうするのか、そこが問題であると思います。 

[委員] 
お金の問題ではないと思います。 

[委員] 
まち自体のインフラ整備が第２の夕張になるのではという心配がある。そうなる可能性はある。

財政の硬直化を考えればこれ以上の借金はできないのではないでしょうか。 
[委員] 
前に進むか、ここに留まっているのかだと思います。 

[委員] 
建て替えの話は、精神的な話で、色んなところで選挙戦の話題にもなっている。皆さんのご意見
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を拝聴する必要がある。 
[議長] 
そうはいっても、そう長くはこの建物は、もたないのではないのでしょうか。 

[委員] 
私もそうは思うが、新築がベストかという話である。改築は本当にダメなのですか。 

[議長] 
耐震に係る費用は出せますか。 

[執行部] 
建築士に聞いてみます。 

[議長] 
次回の会議に出してもらいたい。以前の会議で、この建物を見たら医者は誰も来ないですという

話がありましたが、確かに器は、患者さんにとっても、そこで働くドクターにとっても大切である

と思います。基本的に財政に余裕があれば皆さん新しく建て替えるのに反対はしないと思いますが、

終的には、市の財政の問題になります。市の財政課と相談する必要があるのではありませんか。 
[委員] 
財政的な問題だけで話を進めると、この場の議論が止まってしまいます。委員会の中では、方向

性を出してもらってよいのではないか、 終的には、政治的判断になると思います。財政を前提に

話をするとすべての議論を拘束してしまいます。今後、財政が厳しくなるのは見えていますが、こ

こでの議論は、皆さんの意見ということで委員長のほうでまとめていただければと思います。 
[議長] 
財政を考慮しなくてもよいのであれば、新築のほうが、色んな意味で望ましいということでどう

でしょうか。 
[執行部] 
このままの病院に勤めようと思って、見ただけでやっぱりやめようかというのは当たり前、もし

新築しなければ、この病院に来る人が本当にいるのか。ドクターの数が増える見込みがない中で、

このままの病院に勤めようとするドクターは考えづらいと思います。私が前にいた青葉病院でも新

築したことによって医者が増えました。新築効果はあると思います。この建物のままでは、５年先、

１０年先になるとドクターは今よりも必ず減ることになります。地元に関係するドクターでないと

この病院には来てくれないと思います。 
[議長] 
新築という形でまとめてよいですか。 

[委員] 
財政を考えなければ、新築という結論になるということに異論はありませんが、５４億円の建物

を造るにしても一般会計からこれだけ繰り出す、病院もこれだけ負担するという前提を考えた場合

には、新築という方向であっても、病院経営の改善と並行して検討するという付帯意見を付けさせ

ていただきたい。財政的状況を見極める必要があると思います。 
[議長] 
当然そういうことは考慮する必要があると思います。次に、病床数と病床配分の検討についてで

すが。 
[委員] 
これについては、現状の稼働率で行った場合の収支計画を作って、アッパーでどのくらいの収益

を確保できるのかなど、予測を出してもらわないとこの場では病床数や配分を決めることは厳しい

のではないですか。何パターンか案を出してもらい、それについてこの中で検討するというような

ことが必要ではないですか。 
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[委員] 
病床数の検討については、我々素人には、判断はできません。当然、医師の数や人口、高齢化の

問題などを勘案しなければならないと思うが、プロの判断をたたき台にするしかないのではないで

すか。 
[執行部] 
現状のまま、外科が消化器内科をやるパターンと医師が確保できたパターン、何パターンかを次

回までに私案として提出します。 
[議長] 
今日は、これまでとしますが、病床の案については、次回病院側から提出願いします。次のＩＴ

化の検討についても、現在どんなシステムを使用しているのか、ドクターやナースはどんなシステ

ムを考えているか、オーダリング一つとっても、どんなものかわからない方もいると思うので何か

分かるような資料を用意してもらいたい。 
次回は６月２０日の水曜日、１７時１５分からの開催とさせていただきます。 
 
 
 
 
 


