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第 10 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 10 月 3 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 
     （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 
                              ９人／名簿順） 
欠席委員：小原吉彰、岡田陽子  

 
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）国保匝瑳市民病院改革プラン評価及びあり方検討員会 終報告（案）について 

（２）その他 
 

〔議長〕 
 悪天候の中お集まりいただきましてありがとうございます。今日は 終報告ということで事務局

に取りまとめていただきましたので、そのまとめについて皆さんで検討していただきたいと思いま

す。では、さっそく議題に入らせていただきます。 終報告案について事務局からお願いします。 
議題１ 国保匝瑳市民病院改革プラン評価及びあり方検討員会 終報告（案）について 
〔執行部〕 
 事前にお手元のお配りさせていただいてあります、「国保匝瑳市民病院改革プラン平成２２年度評

価及びあり方について（案）」にありますように、２番目の所で改革プランの２２年度の評価の項を

入れてあります。ご承知のように、平成２２年度、２３年度の評価と今後のあり方を検討していた

だく委員会でございますのでこういう形を取りますが、２２年度につきましては、中間報告という

形で全部適用の可否に合わせて事前に提出してありますので、ここにありますように、評価書の別

添のとおりという形で、 終報告（案）の後につけさせていただいて、 終報告とさせていただこ

うと考えております。本日は、ここにありますように、先日にお配りしましたあり方についての内

容について、加除もしくは修正等がありましたらご意見をいただいて改めて修正させていただいて

終としたいと考えておりますので、委員の方々のご意見を頂戴したいと考えておりますのでよろ

しくお願いいたします。 
〔議長〕 
 それでは３番以降について各項目ごとに検討を行っていきたいと思います。まず、「３．病院のあ

り方について」「（１）国保匝瑳市民病院を取り巻く環境」の１）」階層別年齢構成と受診傾向ですが

これはすでに出ていた数字をそのまま載せてあると思いますが、この項につきまして何か間違えて

いるなどのご指摘はありますか。 
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〔委員〕 
 ここの部分に限らないのですが、アンケート的なものと、それからデータ的なものが出されてお

ります。提案ですが、データの出所とかが一通りまとまった形で出されるべきだと考えます。基本

は、この報告書は我々委員が読むのではなく、提言する市長、更に市民が読むわけですから、デー

タ的なものをきちんと裏付ける必要があり、別冊でかまわないと思いますが、この数字の根拠はこ

ういう所から出ていますというように整理しないと、どういう根拠に基づいてこの論理を展開して

いるのかが解らないと思います。そのような整理をお願いいたします。それと、資料の出所を明確

にするようお願いいたします。 
〔議長〕 
資料につきましては、その都度話し合ってきた時点で事務局が作成してあります。 

〔執行部〕 
 今おっしゃいましたような形で、数字関係につきましては、以前から付けていますので、改めて

編さんして、「資料１は何々」といたしまして、この後に付けて 終報告とさせていただきます 
〔議長〕 
 １番に関しましては既に皆さんご覧になっていると思いますので、それをまとめ（案）に添付す

る形を取らせていただきます。１番につきましては、このままの形でいきます。続きまして「２」

疾病の状況ですが、内容につきましては、いかがでしょうか。ここが違うとか、言い方が変だとい

う所はありますか。この辺は数字だけですので、それが確認いできていれば良いと思いますが。よ

ろしいでしょうか。次に「３番受診の指向」ですが、これもこの前行ったアンケートの結果に基づ

いたものですね。それに基づいた結果ということになりますので、アンケートの中での必要な部分

をこの部分に合わせて付けていただくということになります。院内でやったアンケートもあったと

思いますのでそれも合わせてお願いします。３番につきましては、いかがでしょうか。 
〔委員〕 
 これは２２年のデータのようですが、 近、病院が良い方向に向いていると耳にするのですが、

その辺のコメントを何か入れられないのでしょうか。近況ではこんな点が患者さんに受け入れられ

ているなどを入れる必要がないのでしょうか。 
〔議長〕 
 ２２年の８月以外でしょうか。 
〔委員〕 
 我々が耳にしているものですと、患者さんの人数が増えているということですが。良く先生や看

護師の対応をうまくやっている傾向があるのかと思いますので、徐々に改善傾向にあるというコメ

ントを入れてもらった方が皆さんも解ると思います。 
〔議長〕 
 上半期の患者動向は出ますか。 
〔執行部〕 
 外来患者様は増えていますが、対応が良くなったから増えているかどうかが分からないので、仮

に数字をいれるとしたら平成２４年度の４月から９月までが外来患者様が去年に比べて増えている

としか書けないと思います。 
〔議長〕 
 対前年比で、外来患者さんが増えているとか、入院患者さんはどうだとかでもよろしいのではな

いのでしょうか。その前のアンケートで市民の評価とかが出ていますので、それを合わせる形でど

うでしょうか。 
〔委員〕 
 外来が増えているのは、親しみやすいということがあるからだと私自身は感じています。 
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〔議長〕 
 実際にアンケートの結果はありますし、後はそれに患者動向をプラスする形でデータとして入れ

てください。 
〔執行部〕 
承知しました。 

〔議長〕 
 他には、何かありますか。 

  ―――――― なし ――――― 
〔議長〕 
 それでは３番はこの形で、次に「４番、市民の期待する市民病院の役割」これは、アンケート調

査の結果ですよね。これはバラバラになってしまっていますが、全体としてアンケートに関連する

ものは平成２２年の８月に行ったアンケート調査が冊子になっているのですが、それでの代用では

無理でしょうか。 
〔委員〕 
 概要をきちんと説明をして、資料の裏付けがあれば、読み手は分かると思いますので、そういう

整理の仕方の方が良いと思います。同様に周辺の診療所の状況なども数字上のものが出ていますの

で、別冊で構わないと思いますが、そういう資料も一緒に出していけば分かりやすいと思います。 
〔議長〕 
 それでよろしいでしょうか。 
〔執行部〕 
 はい。 
〔議長〕 
 それでは、４番はそうすることとしましょう。次に「５番、取り巻く環境について」ですが、こ

の項については、いかがでしょうか。 
〔委員〕 
 しかし以降の所が非常に難しい書き方になると思います。「準備すべき機能と要望との間には大き

な乖離がある」のは事実だと思いますが。 
〔議長〕 
 市民の皆さんへという文書ではなく市長へ報告書ということでこういう言い回しになってしまっ

たと思いますが。このままの形で市民の方に出ることのなるのですか。 
〔執行部〕 
 そうですね。委員長から市長への答申という形をとりますから、これはそのまま、まとまること

を前提でお考えいただきたいと思います。 
〔議長〕 
 そうしましと、もう少し分かりやすい表現の方が良いですかね。専門的な部分も含んできてしま

うので、それをどこまで分かりやすく書くかという所でちょっと難しい部分もありますが、その辺

の言い回しを少し再考してください。内容については、皆さんご異論は無いと思いますのでこれで

よろしいですね。それでは続きまして、「（２）周辺病院と診療所の状況の１）周辺病院の状況」に

関していかがでしょうか。 
〔委員〕 
 私は、ここはもう少しきつく書いた方がいいと思います。例えば、１）の 後の所の「また、一

つの病院の機能が著しく低下または閉院となれば・・・」の所ですが、実際に予想されるのではな

くて、機能が低下しておりますので、「きたしている」でも良いかと思います。つまり、あり方とし

て現在危機的な状況であることを強く訴える必要があると思います。何が危機的な状況かと言いま
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すと、この病院だけではなくて地域として危機的な状況であるということです。他の病院のことを

名指しで書くのはあまりよろしくはないのかもしれませんが、東陽病院は、「一部機能が低下してき

ている」のではなくて、病院機能としては成り立っていないという状況にあることを強調しないと、

何のために匝瑳市民病院を維持しないといけないかが、ぼやけてしまうと思います。 
〔議長〕 
 「閉院となれば」という一部仮定の部分がありますので、「広域的な機能低下をきたし、危機的な

状況になると思われる」ではどうでしょうか。 
〔委員〕 
 予想ではなく、実際にそうなるということです。言葉としては考えてきていませんでしたが。 
〔議長〕 
 「機能低下をきたしている」を上の方に入れたらどうでしょうか。「匝瑳市民病院のみならず東陽

病院、国保旭中央病院も減少傾向にあり」の所に入れたらどうでしょうか。 
〔委員〕 
 そうですね、うちの病院も実際に低下しつつありますので。 
〔議長〕 
 後の所については、「危機的な状況」をうまくはめ込む形ですね。 
〔委員〕 
 そうですね。そういう現状についての認識は持っていただけているのかと思っているのですが。 
〔議長〕 
 他の委員さんはどうですか。実際にこの４月から旭中央病院もかなり機能低下をしているので、

その辺の所は海野委員が言いましたように、もう少しインパクトのある言葉を使ったらどうでしょ

うか。皆さんご異議がなければ、その辺の言い回しを考えてください。次に、「２）周辺診療所の状

況」についてはいかがでしょうか。 
〔委員〕 
 実際に今周辺の診療所の活動では、一部で診療を辞めたりとかはあるのですか。 
〔議長〕 
 それは無いです。ただ、平均年齢ですと６０歳に近い状況だと思いますし、新規の開業医がいな

いということも一つありますので、その辺を入れるかどうかになります。結局、平日の救急を医師

会としてご協力できる体制にないのは、新規の若い開業医の先生がいないというのも大きな一つの

原因だと思います。ここはこれでよろしいでしょうか。実際に連携が良くとれていますので。病院

の先生方はいかがですか。よろしいですね。続きまして、「（３）匝瑳市民病院の現状と課題の１）

医師、看護師の配置」につきましてはいかがでしょうか。 
〔執行部〕 
 経営内容についてですが、医師、看護師の推計という所で、この報告書の中で唯一経営上のデー

タが出ていて、なおかつ、医療収益に関しては、ここだけしか出ていません。後で総論で申し上げ

ようと思っていますが、この報告書の方向は、あり方の中で当然経営の内容も触れなければならな

いと思います。ここは唯一語られている部分ですが、歳出面の分析とか、その対策とか、処方箋と

いうものが全体で語られていないという懸念があります。少なくても改革プランの中で分析をやっ

てきている状況から検討とか、改善策とかを表記していく必要があると感じます。議事録を見直し

てみますと、第３回の委員会資料の中に、法人や自治体病院との比較表というものがありまして、

人件費比率などは、平成２２年度歳出構成比の６５．２％、経費比率が平成２２年度で２１．３％

とか材料費の比率などを比較して検討しております。また、改革プランの中でも経費節減、抑制対

策という項目を設けて、職員の給与の適正化、人事体系、給与体系、研修体系について評価を行っ

ていますし、歳入増加確保対策としては、未収金の管理等をうたっています。このような課題への



 5

対応策は、引き続き取り組まなければならない事項ではないのかと思います。根本の部分で市長が

第１回目のあり方検討委員会で委員会へ要請しているのは、「市民病院の経営安定は大変重要である

と考えており、委員の皆様のお知恵をお借りするために委員会を設置したしだいであります。」とい

うことで、改革プランとあり方というものを要請しているわけですから、当然、病院の診療科等と

併せて経営の内容について今やるべきもの、引き続きやっていくべきものについて、どこか項目を

設けて語る必要があると思います。第３回の国保市民病院のあり方に関する報告書を作る基本方針

がその時に示されていてそれと対比してみましたが、その中の病院機能等についてという所に、職

員給与の見直しという項目があります。その中で、給与の問題については、地方公営企業法全部適

用と併せて匝瑳市全体の問題として検討するという基本方針があり、なおかつ改革プランの中で議

論がされていたと記録されています。１つ心配しているのは、改革プランで検討してきた内容が、

この報告書から分離されているのではないか、経営改善対策というのが、組み込まれていない恐れ

があるのかと感じております。改革プランの評価で議論した内容は、経営上の問題について歳入歳

出両面から整理しておりますので、その課題を引き続いて解決する努力をする、つまり２３年度終

了した改革プランの内容を推進するというのが必要条件であって、それが第１に取り組むべきもの

で、そして次のステップとして、また目標として、後ほど審査する診療機能とか、建築、病床規模

等の提案あるのであって、その段取りを踏むべきであると感じます。安定した経営という命題を与

えられている以上、これは現在も将来も同じですので経営の内容を語る部分がここだけではいかが

かと感じております。その点をご協議いただければと思います。 
〔議長〕 
 今の意見につきまして、どうでしょうか。私自身としては、病院の将来的なあり方ということで、

改革プラン等につきましてはそれなりの評価はしてありますので、あり方としては、将来像をどう

していくかということでやってきたつもりですが、皆さんはどうでしょうか。 
〔委員〕 
 私はずっと主張してきているのですが、病院の改革はやっていかなければならないのはもちろん

ですが、限界があるというのが大前提だと思います。もちろん歳出削減などをしていくのは、大切

なのかもしれませんが、これは十分に今までやってきていて、それでもうまくいかないということ

です。医者がいない、看護師がいないという前提に立って、この病院をどうしていくのかというの

がこのあり方の役割だと思っていますので、それを大前提としてご理解いただいたほうが良い気が

します。 
〔議長〕 
 当初から財政的なものは除外して、病院として本当にこの地域に必要であるためにはどういった

形をとっていくのが良いかということを検討していただきたいというのが前副市長の話だったため

に、２２年度の評価の中で具体的なものをある程度挙げて、それが努力目標として残っていくこと

を暗黙の了承の上であり方の検討に入って訳です。 
〔委員〕 
 これ全体を読んで、１つの方向性は 後の７ページの（５）の所に帰着すると思います。（５）に

帰着する状況が、 後にある急性期１１０、回復期２５、緩和ケア１０で１４５という所で、その

前段での在宅医療の充実という方向性だと思います。この内容が今まで議論された中に市民病院の

将来のあり方として経営的にもこれが達成できれば一通り安定していくという説明が、事務局の今

までの説明ではされていません。事務局説明の中では１４５というのは、現在の１５７の病床の中

で１４５床を前提として８０％の看護体制で運営しているのが実態である。そうすると病床数だけ

実態として出された資料では、医者は足らない、看護師は足らないという実情から果たしてこの提

案で、安定して、なおかつこの地域の医療を守っていけるのか心配であります。 終的にこの内容

で提案していくのならば、どのようない条件を満たすことによって、この提案内容が生きてくるの
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か明記しないと、誤解を招く心配があります。 
〔議長〕 
 この部分につきましては、前々回１４５床にして回復期病棟をこの位にして人員はこうなった時

にどういうシミュレーションができるかと、あくまでドクターが確保された場合ですがそういう数

字は出ています。 
〔委員〕 
その数字自体が現状の体制では無理ですというような説明でありましたので、その所が心配です。 

〔議長〕 
 繰り返し言われているように、一番の病院経営のネックは医療人の充足不足で、心配になってく

るところです。今回のメインというのは、現状を改善していくというよりも、一番不足している医

師とか看護師の充足をどのように考えていくかというのも、もう１つの柱として奨学金とかを提案

したものですから、例えば、実際の医師数でこれをやっていけるのかということになりますと、あ 
り方委員会に提出された、財政的なことは抜きにして、こうなれば何とか行きますということとち

ょっとかけ離れた報告書になってしまうと考えます。 
〔委員〕 
 委員長の方向性がそういうことであるならば、まずこの報告書の冒頭に、検討基本方針を表現し

ないと、受取側に誤解を招く恐れがあると感じます。このまとめの中では地域医療にポイントを置

いて、経営的なものは別途精査してもらわなければならないことを「はじめ」の中で表記する必要

があります。さらに、その前提を補う意味で、 後の（５）の中で、「こういう条件をクリアする必

要がある」と表記して頂きたい。もし、そういう形に置き換えて頂けるのなら、（３）の１）の所で

経営の再生計画は改めて使わなくても良いと思います。 
〔議長〕 
 経営状況の数字は出ていますから資料として別添で付けるのは問題ないと思います。あえて今回

出さなかったのは、全体的に大きなあり方ということで、皆さんと議論を進めましたのでそこまで

載せるつもりはなかったのですが、資料として付けるのは可能だと思います。 
〔委員〕 
 前提条件は、今回はこういう形で報告書をまとめたということと、この提案は、こういう必要条

件がクリアされなければならないということを記載していただきたい。ぜひお願いします。後、

初の私の発言と関連しますが、４ページの表の上の方ですが、これだけ忙しく働いているという数

字を出して、なおかつ、この委員会の中でも先生方がやられている内容が確認されていながら、何

故、数字上で分析されて成果として出ていないのか。もし分析としてあるのならば加味してほしい。

大変な状況であると言い切りになっているので、その所が加味されなくて良いのかと感じました。 
〔議長〕 
 その点については、少し触れた方がよろしいかと思います。一人当たり患者数を見ると確かに相

当負荷が掛かっているのは明らかにわかりますから。その辺については、事務局はいかがですか。 
〔執行部〕 
 実際の所この数字で明らかになっているのは、決して取り扱っている患者数が他と比べて少ない

のではない。ただ医師１人当たり、看護師１人当たりの外来患者数、入院患者数が出ていますが、

全部の患者数となると職員数を掛けなければならない、１人の所と１０人の所では１０倍しなけれ

ばならないし、収入も１０倍違うとなってきますので、結局収入が伸びないのはスタッフの数が全

体的に足らないということになってきます。一番はそこだと思います。後、費用の部分で言います

と、ご承知のように医業収益に対する人件費比率が６０数パーセントになっていますから一番費用

の所で大きいのは人件費で、その次が経費です。この病院の大きな特徴としては、普通２番目に来

る材料費が１６、１７パーセントに収まっていて２番目に来ていない。これについては、急性期の
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病院としては、非常に成績が良い病院だと思います。そうしますと、費用を抑えるのなら、人件費

を抑えるということと経費を抑えるということになりますが、経費については、ほとんどが委託料

でこれも人件費と同じようになっていますので、どちらにしても簡単にメスを入れられるようなも

のではないという気がします。 
〔委員〕 
 患者さんに受診しやすいように、うちの病院はいろいろな科があるのですが、以前から１日で受

診します。そうしますと、再診料は１つの科でしか頂けないので、先生たちがどんなにがんばって

も、今日は、内科と外科と整形と眼科までかかるという患者さんはかなりの比率であります。他の

病院では、この科はこの日とか、例えば外科だけの診察であっても、診察とエコーの検査とか、カ

メラの検査とかは別の日にしてもらうことによって、再診料は上がって来ると思いますが、それを、

血液検査をやります、エコーをやります、カメラも、ＣＴもさらに診察で、１日で全部をやりまし

ょうということをずっとやっているので、その再診料については、かなり収入減につながっている

と思います。家族が仕事を休んで連れてくる高齢の方が受診しやすいようにという思いの中でやっ

ていることが、収入とどうつながってくるのかとういう疑問はあります。 
〔議長〕 
 この病院にたくさんドクターがいた頃は、今ほどの業務量は課せられなくてもそれほど大きな赤

字も出さなくて来ていた訳ですから、要するに、医療職の数が上がってくれば利益は上がってくる

と言えると思います。 
〔委員〕 
 それを分かりやすく書いてほしいということだと思います。 
〔委員〕 
 これだけ患者を診ています、更にはこういう体制でやって、他と比較してもそれだけの業績はあ

るのだけれども、それが経営上うまくいっていないという分析をする必要があると思います。皆さ

がんばっているのに数字に出ていないのですから。 
〔議長〕 
 その辺が今いるドクター、看護師が強調したい部分だと思います。その辺を何とかまとめてうま

く入れられますか。 
〔執行部〕 
入れます。 

〔議長〕 
 不思議なもので、１人１人はいくら診ていても、医者の数が少ないと効率が悪くなってしまいま

す。そうしますと、１件当たりの単価も下がってきてしまいます。その辺は、専門職でないと分か

らない部分もありますので、少し分かりやすく、これだけ働いてもなぜ黒字にならないかという部

分を加えていただければと思います。そんな点でよろしいですか。確かにこの数字を見ると驚くよ

うな数字だと思います。他の委員の方、何かありますか。それでは次に「２）持てる機能と実績」

の所にいきますが、 初のちょっと気になったのですが、外科の手術件数ですが、これはこんなも

のですか。 
〔執行部〕 
 もともと委員会が始まったのが昨年の１０月からでしたので、ここにありますように４月から９

月までの件数を拾っています。１年を通していないがこれで論議をしていただいていますので、デ

ータを変えるのはどうなのかということと、これ以降調査をしていませんので１０月以降これだけ

伸びたというのがちょっと出ませんのでこういう形にしました。 
〔議長〕 
 半年でほんとうにこんなものですか。 
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〔執行部〕 
 このデータは、各担当の先生にまわして数字を入れていただいたものです。 
〔執行部〕 
 私もこんなに少ないのは変だと思いました。ただ、去年の４月から９月は少なかった。切除術も

年間にすれば２０数例、大腸の手術も３０何例位です。肝胆もそれぞれ１０例まではいかなくても

それに近い。乳がんも１０何例はやっています。ですから、去年１年では、これの２倍以上はやっ

ています。だいたいここ数年でも大腸がんが３０例位、胃がんも２０何例です。 
〔議長〕 
 全身麻酔で年間３００件位ではないのですか。 
〔委員〕 
 今は、年間２００件位です。 
〔議長〕 
 多分この辺の田舎の地域は、農繁期とかで季節的な変動もあると思いますので、できれば１年間

のデータの方がもう少し事実を表すのではないかと言う気がします。正直こんなに少ないのかと一

番 初に目に付きました。 
〔執行部〕 
私も少ないと思ったのですが、去年のこの時期だけ少なく、後半が多かったのかと思いました。 

〔議長〕 
 働いている、働いていると言ってこれでは気の毒ですから。 
〔委員〕 
 数字は入れないとだめなのですか。我々素人は、１００何件と言われても多いのか少ないのかわ

かりません。数字を入れてどうだったとする必要性があるのですか。 
〔議長〕 
 一応実績という見出しがありますので。 
〔委員〕 
もし市民に分かるとすれば、細かい件数をデータとする必要性があるのかということです。我々

からすれば、何件がんばっていますと言われても、それは他と比較してどうなのかは我々素人には

分からないものですから。傾向を言われてどうなのかと思いますが、細かい数字を入れる必要性が

どうかと思いました。 
〔委員〕 
 傾向だけを載せるかどうかですが、１年間のその数字が取れるかどうかだと思います。 
〔議長〕 
 １年間の手術件数とか検査件数とかは、台帳があります。胃がん何件とか細かく分けないで、年

間の手術件数は、外科で何件、整形で何件というような形で、逆にその形の方が、市民にとっては

分かりやすいかもしれません。 
〔委員〕 
 過去５年間か１０年間か分かりませんが、全体と科ごとに載せたらどうですか。 
〔委員〕 
 そんなに古いデータを市民に見せてもどうかと思います。ここ２、３年が妥当だと思います。 
〔委員〕 
 近は上向きなのですよね。 
〔議長〕 
 手術件数自体はどうですか。 
〔執行部〕 
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 だいたい横ばい状態です。ただ、１つ問題なのは、麻酔医が去年の７月で辞めたのも大きいです。

やはり、リスクの高い患者の手術は、しづらくなってきてしまいました。それが大きく、現実的に

はなかなか伸びません。今までの麻酔医がいた時代に比べると、手術をする患者さんを限定しなけ

ればならない。心臓が悪い、呼吸状態もあまり良くない人に麻酔をかけ、なおかつ呼吸管理や集中

管理をするのは難しいのが 初から分かっている場合は、やはり他の病院にお願いをするというこ

とになります。 
〔議長〕 
 やはり高齢者が多くなってくるといろいろな合併症が増えてきていますので、昔に比べると手術

自体もそうですが、麻酔のリスクもかなり高くなってきていると思います。この辺は１年間の総件

数みたいな形で出した方が逆に分かりやすいのではないか。後は手術の合併症も他の平均と比べる

とかなり低いということで、具体的な数字ではなくてもしっかりやっていることがアピールできれ

ば良いと考えるのですが。１年間にしていただく方が分かりやすいと思いますし、その辺を検討し

ていただけますか。内科の検査件数も整形外科の手術件数も１年間にしますと違ってきますよね。

後言いまわしの問題ですが、その下の「一方設備面」の所で「手術対応の強化を目指し、そのため

の設備、医師の派遣を図ることとされている」のつながりがちょっとギクシャクしているような気

がします。「設備の充実と」とかの表現にした方が良いと考えたのですが。細かな言いまわしですの

で後で事務局と調整します。内容については、問題ないと思います。私が気が付いたのはそんな点

ですが、他の委員の方はいかがですか。 
〔委員〕 
 「持てる機能と実績」の所で、確かにそうなのだろうが、療養のことが中心に書かれているので

すが、手術などは普通にやりますなどが機能としてあるはずですが、読んでいてなんかたちまち在

宅医療に、もちろん２０年前からやってきているのですが、行きますよと聞こえてしまいます。普

通に手術はしますし、急性期は担うしという所が、持てる機能として出ていない気がします。 
〔議長〕 
 そっちの方が主体ですよね。逆に、「診療機能と実績」を先に持ってきた方が良いかもしれません

ね。「在宅云々」というのは、その後に持ってきた方が良いかのしれませんね。現実問題も日常業務

的なものは病院機能の方が確かにいっぱいやっている訳ですから。先生方どうですか。整形外科に

ついても本田先生は脊髄が専門ですよね。 
〔委員〕 
 近は、ほとんどやっていません。確かに昨年医者の数が減ったので、手術件数が減ったこと自

体は事実です。ただ、できる手術はやっているので、そう書いていただいた方が良いと思います。 
〔議長〕 
廣田先生は手の方のスペシャリストだと聞いているので、その辺の専門性についても、もうちょ

っと各科の先生も含めて記載した方が良いと思います。海野先生も忙しい合間を縫って検査もたく

さんやってらっしゃるのではないのですか。 
〔委員〕 
 ここは、専門性が発揮されていないのが問題だと思いますし、それが強調したい所だと思います

ので、私の方はこれで大丈夫です。 
〔議長〕 
 他には特にありませんか。それでは、その辺の所の手直しをしたうえでこの項は終わりにさせて

いただきます。続いて「３）医師、看護師不足による影響」という所ですが、この辺につきまして

はどうでしょうか。このとおりだと思いますが、もう少し付け加えることはありますか。看護師さ

んよろしいですか。 
〔委員〕 



 10

 ５ページの３）一番 後の「入院調整にもつながってきている」というのは、２病棟に減らした

時のことですか。 
〔執行部〕 
 今のことです。 
〔委員〕 
 今を１１０位にということですか。 
〔議長〕 
 許可病床をフルに使っていないということを言いたいのですよね。 
〔委員〕 
 要するに、入ってきても診られないという意味での入院調整ということですよね。 
〔議長〕 
 基準看護との兼ね合わせですよね。 
〔執行部〕 
 そうです。稼働は１４５ですが、ナースの１０対１を守るために、どうしても１１６位までしか

入れられない現状があります。 
〔委員〕 
 人数から病床利用率が固定されるということですよね。 
〔執行部〕 
 それプラス、例えば外科で入れようとしても重傷者がいるとこれ以上診ると医療事故につながる

ので他の病棟に入れざるをえないが、それもどうかということがありますので、そういった２つの

意味がここに込められています。あまりあからさまには書けませんが。 
〔委員〕 
入院調整という言葉が少し引っかかります。 

〔議長〕 
 何か良い言葉がありますか。「抑制」ではもっと具合が悪いですね。何か思いつきますか。 
〔委員〕 
 思いつきません。 
〔委員〕 
 「入院時の看護への影響につながっている」でどうですか。それだけ退職者による欠員が過重に

なっているとういことですが、「調整」とか「抑制」という表現を使うのは難しいですね。 
〔委員〕  
 調整という言葉を使うのなら、もっと調整していただきたいと思います。 
〔議長〕 
 難しいですね。良い言葉がなさそうですので、これはこのままでいきます。後他になければ、次

に移らせていただきます。それでは「４）医療機能と患者の意識」の項につきまして何かあります

か。１か所、まん中のちょっと下位ですか、診療所の事だと思いますが、「そのため、平日と土曜日

は診療所の夜間診察時間を過ぎると」とありますが、夜間はやっていないので、夜間を取っていた

だきたいと思います。一番遅くまで受付をやっている所が６時位だと思います。７時以降はいない

と思います。現在の状況はこんな状況でしょうね。先ほどおっしゃった事も多少出ていますが。 
〔執行部〕 
 この文章は少しおかしいですね。輪番制をとっているのは日曜、祝日だけですよね。ですから、「平

日と土曜日」と「輪番制」は、つながらないですよね。 
〔執行部〕 
 これは、「平日と土曜日は診療所の診療時間を過ぎると」、「輪番制をとっている日は１７時を過ぎ
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ると」と書いたつもりですが、分かり難いでしょうか。 
〔委員〕 
 輪番制の前に「また、」を入れたらどうでしょうか。 
〔議長〕 
 この項は現実のままということですので。 
〔委員〕 
 市民に対して分かってくれよと言っている所ですね。 
〔議長〕 
 一番この辺が言いたい所だと思うのですが。 
〔委員〕 
 後に「当地域の医療現状の無理解による受診により役割バランスが崩れつつある」とあります

が、なかなか厳しいですね。 
〔議長〕 
 ６月からだと思いますが、旭中央病院が殺到する救急患者に悩みまして、他の地域からの患者か

らは５，２５０円取るようになりましたが。とりあえずは救急対応をしているみたいですが、この

辺の所は市民に出すとなるとどうでしょうか。 
〔委員〕 
 理解不足でどうでしょうか。 
〔議長〕 
 そうですね。少し和らぎますね。他は、概ね問題なさそうですがいかがですか。よろしいでしょ

うか。なければこの項はそんなに難しい所はなさそうなので、続きまして、「（４）強みの伸張と課

題の克服の１）強みの伸張」に入ります。リハビリテーションの療法士とは、理学療法士のことで

すか。 
〔執行部〕 
 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士です。 
〔議長〕 
 看護師も含めてですね。この部分については特にご異論はないようですので、続きまして、「２）

課題と対策」になりますが、ここが一番のメインになってくると思われます。「（１）新たな医師の

確保」についてはいかがでしょうか。医師確保のために奨学金を始めたのではないのですか。 
〔執行部〕 
 始めました。 
〔議長〕 
 その件は入っていないような気がしたのですが。 
〔執行部〕 
 新しい対策ということで、すでにやっていることは、敢えて挙げておりません。 
〔議長〕 
 奨学金を出すということは、周知されていますか。 
〔執行部〕 
 一応、市のホームページと広報そうさと、それとこの近隣の進学校３校に行って先生にアピール

もしています。 
〔執行部〕 
 匝瑳高校と市立銚子高校と成東高校です。 
〔議長〕 
 奨学金は、入れておいた方が良いのではないですか。継続してやっている千葉大への要請が入っ
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ているのですから。 
〔委員〕 
 従来からやっている千葉大への要請が入っているのですから、１つの目玉である奨学金は入れた

方がいいと思います。周知徹底してもらう必要があると思います。 
〔議長〕 
 お金を出しているのですから、入れていただければと思いますが。後は何かございますか。⑦に

ついては、かなり大胆だと思いますが。それでは次に行きまして、「（２）医師、看護師の離職の防

止」の項ですが、何かありますか。 
〔委員〕 
 ④と⑤が離職の防止としてのジャンルで語られたという記憶がありません。市民の理解を得るた

めの方策として前回に語られたような気がしますので、そのジャンルへ入れ替えた方が良い気がし

ます。 
〔議長〕 
 確かにそうですね。 
〔委員〕 
積極的な方法が求められるということで、（２）の前の方が良いのではないですか。 

〔議長〕 
 その方が良いかもしれません。１）の 後に付け加えるということでよろしいですか。後、病院

の委員の方や事務局の方は自分たちの立場でもう少し言っておきたいことはありますか。 
〔委員〕 
 今、おっしゃった、（２）の④、⑤というのを離職の防止の所に入れるのではなく、（１）に入れ

ると言いましたが、新たな医師の確保だけではないと思いますが。 
〔議長〕 
 そうではなくて、その前の１）の「地域医師会員、周辺病院へのアプローチは当然として」の後

です。「１）強みの伸長」の所です。 
〔執行部〕 
 別の項を設けたらだめですか。 
〔委員〕 
 「病院の新築」の前に（３）で「広報について」として④、⑤を入れたらだめですか。 
〔委員〕 
 医師の確保以外にも看護師とかコメディカルの確保も当然出てくるのですよね。そういった項を

もう１つ作るかですよね。 
〔委員〕 
 この間も発言しましたが、常勤医師の確保は難しいですが、非常勤医師の確保は可能であると思

われますので、外来診療の手伝い、手術の手伝い、後、全身麻酔をかける麻酔医なども頼めば可能

であると思われますので、その辺の文言を入れていただきたいと思います。後、当直についても。

正直、医師事務補助員はいたらいたで良いのですが、その人が来たから仕事が軽減されると期待す

ることはないので、それよりも、当直が１回減った方が楽だし、はるかにやる気が出ます。外科の

先生は別に発言があると思いますが、全麻をかける先生がいなくなってしまって、過去に麻酔をか

けたことがあるから全麻をやれと言われても、非常にストレスですし、無理です。 
〔議長〕 
 医療事故に対しても非常にシビアになっていますしね。 
〔委員〕 
 近隣の病院はそういったことを積極的にやっているという情報がどんどん入ってきます。残念な



 13

ことに、うちの病院は全くやっていません。 
〔議長〕 
 麻酔医の不在も含めて、非常勤医師の確保についての項を設けてもらうことにしましょう。これ

についても財政的な問題も多少ありますので、勘案も多少必要かと思います。病院建物の新築の前

にその１項の追加をお願いします。それでは次に行きます。「（３）病院建物の新築について」、この

項につきましては、いかがでしょうか。 
〔委員〕 
 後の３行にある「市民の経済的負担」で終わってしまっていますが、ここはもう少し噛み砕い

て表現をする必要があると思います。要は、どういうような起債を起こす、さらにそういう内容の

中で当然市民負担があるということと、触れられるかどうか分かりませんが、留保資金がない中で

の大規模計画を推進する訳ですから、その辺はこの３行に凝縮するのはちょっといかがと思います

ので、もっと噛み砕いて、こういうふうな形で必要があり、市民の経済的負担が当然伴い、その中

で収支計画を立てる必要があるので、具体化した表現をしてもらった方が良いような気がします。 
〔議長〕 
 後、地震が騒がれている時ですから、耐震基準を満たしていないことも触れてもらった方が良い

気がします。 
〔委員〕 
 今の市民の経済的負担について、噛み砕いてというのは、具体的にどういうことですか。 
〔委員〕 
 実質に留保資金がないわけですから、起債を起こす、更には、企業債だけでは賄えないので当然

一般会計からの繰入も検討しなければなりません。そのようなやり方を想定する中で、当然市民の

税としての負担は伴うという意図はきちんと伝えなければならないと思う。「市民の経済的負担」と

いう一語で解決はできないと思います。 
〔議長〕 
 シュミュレーション的なものは必要となりますか。 
〔委員〕 
 方法論として旭方式もありますが、旭方式はできませんので、今申し上げたやり方になるのかと

思います。意見の中では確か、市民サイトからの寄付という話も出ていましたので。市民負担を伴

わざるを得ないという所を明記すべきだと考えます。 
〔議長〕 
 この辺は、市民に理解してもらわなければどうしようもないわけですから。その辺の所と耐震性

についてお願いします。前に、こんな所に入院したくないという話が出たと思いますが、患者さん

にとって、自宅と比べても古くなって居心地の良い環境ではなくなっているということについては

どうですか。快適性を求められる世の中になってきていますので。 
〔執行部〕 
 このままこの病院を建て替えないで、どこまでもつかということだと思います。この間の議論で

もおそらく医者は来ないだろうと話しましたが、若い看護師も来ないだろうと思います。ここに書

いてありますように、廃院という事態に５年、１０年で来てしまうと思います。そうなると、旭も

今パワー不足になってきて、また、旭がサポートしている近隣病院がある所の住民がどうなるかが

不安です。今、本当の救急の時は旭はとってくれますが、ほんの１，２週間でこちらにお願いされ

ます。後、癌患者さんで遠い所で手術をする患者はいっぱいいますが、結局、亡くなる前は地元に

帰されます。私も、昨日と一昨日当直をしたのですが、夜中にその患者さんたち亡くなっていきま

した。昨日は、肺がんの患者さんが亡くなりました。そういう人たちを今診ていて、この病院がど

ういう働きをしているかといいますと、今、匝瑳市民の３分の１の 期を看取っています。この病
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院がなくなると、そういう人たちの、どこが終の場所になるのか非常に心配です。そのあたり逆に

市民の方たちが、どこまで危機感を持っているのかということです。先程の、お金を出す、出さな

いの問題もあるのですが、自分たちが 終的に医療難民、癌難民になってどこで 期を終えるか、

おそらく、我々の年齢もそうですが、ここ１０年、２０年、団塊の世代がそういう時期になって、

どこで 期の場所を過ごすかという時に、医療ができる病院が旭以外に東総地区のどこかに必要だ

と思います。そういうことを考えることも必要だと思います。都会だと選べる可能性があります。

今、介護付き老人ホームがどんどんできていますから、そういう所で 期を過ごそうという人も増

えてきています。この地域もそのような形になるかどうかということです。 
〔議長〕 
 その辺は、なかなか難しいですね。例えば、癌末期になりますと、施設では診られなくて病院に

お願いするということになりますから。老衰みたいな形でお亡くなりになる場合は、自宅でも施設

でもできると思いますが。 
〔執行部〕  
 でも、老衰で静かにというケースは比較的少ないので、 期の直前に医療が必要という状況にな

ると在宅でも難しい、介護施設でも難しいので医療が絶対に必要だと思います。そういう受け皿が

ない地域になってしまう可能性があります。 
〔議長〕 
 老衰より肺炎の方が死亡順位ははるかに上位ですから。肺炎は、４位か５位で、老衰は、１０位

くらいですか。その辺の所は、海野先生が前から会の中でおっしゃっていたことですが、万が一廃

院になるとこういう状況だということも触れていただければと思います。現状の設備を継続して使

うとしても、先が当然見えているはずですから、また、この会議の中でも、後１０年もたせるのは

難しいという話も出ていますので、もう少し膨らませてその辺をお願いします。 
〔委員〕 
 私は５年だと思います。根拠のない数字ではなくて、内科の場合だと宇田先生が後５年で定年に

なりますが、補充は期待できません。そうすると、残った人数でやっていけるかということです。

旭から今１人ヘルプで来てもらっていますが、それもいつまで続くかわからない。今どんどん旭が

減っていますので、旭から送れなくなれば５年後には２人になってしまいます。東陽病院が今そう

いう状況になって、救急患者の受入れが難しく、外来診療だけで新たな入院も難しい状況になって

います。５年後にはそういう状況が来ます。外科の方もおそらく建て替えなければ、新たな補充は

難しいと思います。今は院長が一生懸命頼んでくれていますが、この古い病院でやれということに

なれば、院長がいなくなればまず難しいと思います。これは火を見るより明らかですので、５年と

言うのは根拠のない数字だとは思っていません。非常に危ないです。 
〔議長〕 
 県の方にお聞きしたいのですが、旭中央病院が今みたいにどんどん医師が辞めていって旭自体も

医師不足になってしまいますと地域医療再生計画の中での地域医療センターを介しての医師を派遣

することも可能な所まで行けるのか危惧するのですが、その辺に関していかがでしょうか。 
〔委員代理〕 
今の現状自体が、計画の人数よりもかなり少ない、県が計画を立てた時に期待した人数に全然届か

ない状況でもありますし、当然、旭中央病院もできなくても派遣しますとういのではなく、そこは

中核でもありますし、きちんとしていただいて、それで周りの病院も連携病院としていうことにな

ってきますと、やはりその辺は県としても旭中央病院を何とか立て直しをということでやっていま

す。旭が立て直らないと、周辺の連携病院も雪崩式になってしまうという認識を県は持っています。

再生計画もそれを前提にやっている所です。旭が県が予想する以上に医者が減ってしまったので、

それを立て直しながら計画を進めて行こうかという所です。 



 15

〔委員〕 
 具体的な目安は立っていないのですよね、立て直しに関しては。 
〔委員代理〕 
 旭中央と連携を取りながら県でできる所はということです。ただ、人の話ですので予算を付けれ

ばどうにかなるということでもないですから、そこは県としても考えている所です。ただ、部とし

ても、県全体としても重要性は考えております。 
〔委員〕 
 単純に考えても、全国区で募集しても千葉県よりずっと足りない東北地方があるわけですから、

まず千葉県に来てくれるというのは考えづらいですよね。もっとひっぱりのずっと大きい所がある

わけですから。そうすると、千葉県の中で補充をしなければならないわけですが、千葉大が今でき

る状況にありませんので、そうすると現実問題として難しいということが、当たり前のように見え

ているのですが。 
〔委員代理〕 
 ここ１年でどうにかなるというのは難しいかもしれませんが、地域枠ということで僅かですが定

員も増やしていますから、学生には地域の病院にいってもらう、そのためにはどうすれば学生が地

域の病院にスムースに勤められるかの仕組み作りを千葉大とも一緒に、どうすればうまく派遣でき

るか考えています。だだ、６年先ですので、ここ１、２年でどうにかなることではないので、その

間は何とかできる手を打って、何とかそこまで持っていこうかと考えています。 
〔委員〕 
 これほど危機的な状況です。 
〔議長〕 
 地域支援センターが旭中央病院に設置され、そこから派遣するといっても、派遣する数だけ千葉

大から旭へ派遣するといった形ですよね。 
〔委員代理〕 
 仕組みとしては、千葉大から旭中央病院へ派遣して、玉突きではないが連携病院へ派遣するとい

った形です。 
〔議長〕 
 千葉大自身も今度九十九里の救急医療センターができるので、そこへ４０何名か５０何名新たに

医師を派遣しますよね。そうすると再生計画の中での医師の確保の部分については全く具体的な目

安が立たない状況になってしまわないかと危惧しています。 
〔委員代理〕 
 現在医学部を持っているのは千葉大だけですので、千葉大頼りというのは正直な所ありますが、

その辺はどうしたらやりくりできるかと、千葉大と県で話し合っている所です。 
〔議長〕 
 以前はだいたい卒業生の８割強は多分大学に残ったと思いますが、今は後期研修で戻ってくるの

は、４割位ですか。 
〔執行部〕 
 ５割を切っています。 
〔議長〕 
 ですから、千葉大自身も、卒業した学生から逃げられてしまう状況ですので、早めにどこかで真

剣に考えないと、この病院ももちろんですが、千葉県全域で同じ事が起きる可能性があります。 
〔執行部〕 
 外科だけで言いますと、今年は戻ってきた人は全部で１１人でした。外科といっても大きな外科

が２つと、呼吸器外科、小児外科、それと心臓外科の５つ科があって、私の出身の科は４人入りま
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したが、後７人は他の科で、以前は私の科だけで１５人位入りました。そういうことから言います

と、外科系もそれだけ少ない、そうすると県下に派遣できる医者も少なくなってきます。この前、

関連病院の会があったのですが、各関連病院からは３０人求人するのですが、出せるのは５人しか

いない。ここにも絶対来て下さいと教授に頼みましたが、倍率６倍ですよね。基本的には手術をた

くさんしている病院から順番になるので、ここの病院は非常に厳しい。今度九十九里に病院ができ

ますので、そこに外科スタッフを送らなくてはならない。ここの外科はもう良いから、そこに行き

なさいとなる可能性も非常にあります。そういうことから言いますと、現実問題、非常に厳しいで

す。 
〔議長〕 
 整形外科もそうですよね。充足させる所と、引き揚げる所をきちんと分けてしまっているので。 
〔委員〕  
 そうです。 
〔委員〕 
 学生の地域枠というのは、卒業するのが６年後ということですよね。 
〔議長〕 
 使えるのは、更にその先です。１０年後位かかります。 
〔委員〕 
 そういう厳しい中ですので、とにかく非常に急いで物事を決めていかなければいけないことを強

調したいのと、これだけのものを整えましたので、どうぞきてくださいとういような体制を整えて

おかないと、来ていただけないというのが、今お話ししたかったことです。内科の場合でしたら、

今、外来に女医さんで結婚されていてフルでは働けないけれど非常勤で来てくれている先生がいま

す。その先生を夜間は帰っていただいて昼間だけの勤務で宇田先生が退職した後少しやっていただ

いて、難しいかもしれませんが、だんだんフルでやっていただくなど、何れにせよ医者は自前で何

とかしなければいけない訳ですから、そういう工夫をして行く。そして、奨学金で１０年に１人位

この地域の人が帰って来てくれれば、この地域の 2 次診療くらいは、何とかやっていけるかもしれ

ません。そういう綱渡りにも近い方法でも医師・看護師に来てもらうためには、病院の建て替えは

本当に喫緊の課題でありますので、ここで市民の理解を得たうえで、病院を建て替えるか決めまし

ょうとやっていると、私は、全く間に合わないと思います。実際ここにおられる委員の方たちでさ

えも、１年半掛ってやっとこれだけ危ないという現状を理解していただけたと思いますので、市民

全員の人たちに、医療がどれだけ危ないかを説明していくのはほとんど不可能だと思えます。それ

よりは、政治の決断というか、何とか、ここは絶対に止めないということを前面に押し出していく

ことをしていかないと、この５年に間に合わなくなってしまうと思います。５年経ってから病院を

造りますと言っても、医者は誰も来ないでしょう。提言としては、早い時期とか、何年位までにや

らないと危険だとか、ある程度の期限を明記していただいた方が良いと思います。私は５年以内に、

新しい病院が建ち上がっていないと、非常に危険な状況になると思っていますが、それが難しくな

れば、私は、東陽病院との合併もあっても良いと思っています。合併しても内科に関しては多分医

者の数は増えないと思いますが、新しく建てるというよりは、現実的かもしれません。 
〔議長〕 
 議論の中で現実に、先行きもないのに新築してお金を注ぎ込んでも先々実りがなければどこかの

時期に廃院という道もあると、逆説的な言い方をしたことがありますが、現実問題として、ここの

病院が無くなった時に、入院ができなくなるのがかなり問題だと思います。現在医師会でお願いす

ることがあるのですが、入院をお願いしますといっても、旭ではとても受入れてはいただけない。

もっと重症の方がいるから他をあたってくれとなってしまうと思いますし、また、東陽病院もこう

いう状況ですので、それではどこにお願いするかということになってくる訳です。会議の中でも言
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ったことがありますが、シンポジウムのような形でもいいから、とにかく市民の皆さんが考えてい

る以上に病院は危機的な状況であるということを、なるべく早く市民に理解してもらう機会を作っ

ていただきたいと思います。 
〔委員〕 
 今廃院の話が出ましたが、あくまでも市長が求めているのは、この病院の将来ビジョンとしての

あり方ですので、廃院の話は外していただいた方が良いと思います。 
〔議長〕 
 ただこのままでいくと、そういう結論にならざるを得ないということも１つあると思います。財

政的なことを考えると廃院した方が市の負担は減るでしょう。それは極論ですが、この辺の所で今

出た意見を少し盛り込んで、もう少し膨らますような内容で具体的に市民の方たちに理解していた

だくような内容でもう１度考えていただければと思います。 
〔執行部〕 
 わかりました。 
〔議長〕 
 他にどなたか付け加えるようなことはありますか。よろしいでしょうか。それでは「（４）．病院

情報システムの構築」の件に関してはいかがでしょうか。これは事実この通りではあるのですが、

追加とか訂正とかありますが。 
〔委員〕 
 この時の会議を欠席させていただいたのですが、地域連携のことだとか、もう少し、市民と病院

だとか、地域ぐるみのネットワーク化の取り組みの話は出たのですか。 
〔議長〕 
 その件までの話は出ていません。病院の中にオーダリング検討委員会があるが、電子カルテをど

うするかという所までいっていないということで、その辺も視野に入れて検討いただきたいという

ことで、医療連携の中でのＩＴの利用の仕方とか、市民向けについてのことは出ませんでした。い

つになるかわかりませんが、磁気カードがあり、リーダーがあり、端末があるということであれば、

やる気があればそういう形に行かざるを得ないし、病院の検討委員会の中でも将来的なことをある

程度考慮していただければと思います。これは、周辺との関連もありますので。オーダリングシス

テムと言われても分からないですかね。オーダリングシステムの脚注を付けますか。おそらく一般

の人は理解できないでしょう。 
〔執行部〕 
 前ここで配らせていただいた電子カルテとオーダリングシステムの資料を付けましょうか。 
〔議長〕 
 そうですね。その方がよろしいでしょう。では、（４）はそれくらいで終わりにさせていただきま

す。それでは、 後の「（５）今後の市民病院のあり方」ですが、先程、ありましたように病床規模

あたりの所の裏付けですよね。 
〔委員〕 
 必要条件については付して置かないと、これができれば十分だという受け止められ方は非常に怖

いと思います。 
〔議長〕 
 なぜこうなのか、逆を言うと、結局これは逆算で来た訳ですよね。現在の状況からいっても、市

民の数からいっても大体１４５床位が妥当だろうと、そしてこの関係はこの位が必要だろうという

ことで出てきたのだと思いますが。 
〔委員〕 
 これが今までの議論の中で執行部から出されたもので、マックスな訳ですよね。そして、その必
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要条件は当然付していかなければならないでしょうが、先ほどの発言を聞いていると、この中の数

字自体も相当厳しいと感じますので、やはり思わせぶりな書き方が一番心配ですので、そういう必

要条件はきちんと付して置く必要があると感じます。 
〔委員〕 
 閉院の話も我々が納得できる話で、新しい病院を造るのは大いに賛成です。ただ、私は市の財政

を見させていただいていますが、匝瑳市の財政力は、千葉県３６市の中で下から３番目です。財政

力指数は、０．４％位で半分以下です。現場で働いている方からみますと危険な状態でしょうし、

我々も病院が閉院になったら自分たちの命が無くなる話ですから困りますが、ただ財政の話を度外

して提言されると、４０代の方は、過去のアンケートで建て替えではなく現状維持でやってもらい

たいとうことで自分たちに負担がかかるのを理解されているかもしれませが、高齢の方は建て替え

てもらいたいと財政の話を度外視しています。起債を起こす話と、毎年病院関係に５億円の補てん

金が出ている話を市民の方に十分承知していただいて、自分の収入以上に生活レベルを上げること

を並列して書いていただかないと、まさしく誤解を招くと思います。提言は病院のあり方だという

ことでしたので、財政的な面は敢えて途中で言わないことにしました。財政を見させていただいて

いると、病院も重症患者かもしれませんが、財政力も重症患者です。その辺も良く理解していただ

く必要があると感じます。 
〔委員〕 
 市民の方に借金をするのだよと十分に話をしていかないといけないと思います。新しい病院にな

って、先生方に良い環境で力を発揮していただくのは大変ありがたいと感じます。 
〔委員〕 
 まさにおっしゃる通りで、病院の者に頑張れと言うのではなくて、地域の医療が厳しい状況であ

ること、病院が無くなったらどうなるかということ、お金を出すのはどういう状況かということを

理解していただいて、市民の方に決めていただければ良いと思います。それはその結果を市民の方

が選ばれたことですので、受け入れていただけると思います。 
〔委員〕 
 前にも言ったと思いますが、丁か半かではなくて、どこかとの併合も考慮する案の中に入ってき

ても良いのかなと思います。 
〔議長〕 
 それは１つの対案といったらおかしいですが、自前でどうしても建てられないのであったら次善

の策として、東陽病院はもう少し増床するスペースがあると思いますので、東陽病院と組合立とい

う形を取ることも考えられます。 
〔委員〕 
 県の方もいらっしゃいますが、前に県の方にお願いしたら首長同士が話し合わないとだめだとい

うことで、下駄を投げられた形になった訳ですよね。 
〔議長〕 
 もう３０年以上も前にその話をした時に、やっぱり首長が判断を下さない限り県としてはこうし

なさいとはできないということは、はっきりおっしゃられました。この地域にとって、例えば横芝

光町は郡が違ってしまいましたが、この病院が無くなってしまうと横芝光町の人もかなり大きな打

撃になると思います。 
〔委員〕 
 ちょっと違いますが、横芝光町と消防署は並行してやっている訳ですから、緊急性があるものに

はできる話ですから、首長が英断をすれば十分できると思います。 
〔議長〕 
 病院組合は、郡が違うと難しいのですか。 
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〔委員〕 
 県サイドは、同じ医療圏の中でと言っているのは事実です。医療行政としては、そういう意味あ

いが強いが広域行政としてそれができないということではありませんので、首長間の調整である程

度可能だと思います。 
〔議長〕 
 できないことではないのであれば、どうしてもだめだということであれば、その辺も選択肢だと

思います。 
〔委員〕 
 先程の発言もありますので、１つの提案があります。今、言われたように、複数の提案をここへ

表記するのかを諮る必要があると思います。提案は１つだけだというのではなくて、委員長は前々

から言われていたように複数の提案を併記していくかを検討する必要があると思います。 
〔執行部〕 
 ６ページの「（１）新たな医師の確保の⑦」に合併等病院再編成を盛り込んでいますので、何れに

せよ病院再編を１本で行くことにはまずならないでしょうから、ここに書いてありますから併記と

いう形にならないでしょうか。 
〔議長〕 
 どうでしょうか。 
〔委員〕 
 ここでの併記は医師確保に向けた取り組みですよね。７ページというのは「今後の匝瑳市民病院

のあり方」ということで、ここに明確に１つの方針だけ打ち出されている状況にありますので、も

しこの辺が分離できるのなら、⑦を人的資源確保の所に限定しないで、将来的な１つのビジョンと

扱えるかと思います。 
〔委員〕 
 私は市の覚悟ではないかと思っています。何としてもこの病院を存続させると思っていただける

のであれば、その必要はありませんし、そうではないということであれば、並列すればいいと思い

ます。ただ並列した時には、職員のモチベーションは非常に大きな打撃を受けますので、少なくて

もその時には雇用に関しても考慮した意見、協議が必要だと思っています。つまり、何年後にはど

うする、そうなった時には雇用はこういった形になる、そして退職金の補充も必要になってくるか

もしれませんし、いずれにしても、働いている者たちのモチベーションが下がらないような方法を

考えていかないとならないと思います。 
〔委員〕 
 今ここでの検討というものは、市が決めろという話ではありません。市が選択するための提案を

どうするかということですから、原案のまま提案する方向が委員会としては良いのだということで

あれば、原案のままにすればよい。これで行きますし、そうではなくて、選択肢を広げて複数提案

をするかどうかと思います。１つに絞り込んで提案するならば、この委員会でそれを提案していけ

ば良いと思います。 
〔委員〕 
 市長は残す方向で決意を固めているということでよろしいですか。 
〔委員〕 
 先程申しましたように、将来のあり方のお知恵を貸してくださいというのが委員会の設置の目的

ですから、病院を残してやって行く上で、どんな形が良いのかという大前提の上に委員会が設定さ

れています。選択肢を１つで提案しようということであれば、こういう方法ですし、他の提案もあ

りますという形の複数提案にするかは、この中で決めればいいと思います。 
〔議長〕 
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 前副市長の時には、とりあえず財政的なことは抜きにして理想的な形を検討してくれということ

であったので、敢えて今回の報告はこういう形にしたのですが、議論の中で合併問題も出てきてい

ますし、本来的な提言としてはこれが一番望ましいということですが、ただ財政的なことで万が一

ということがあれば、次の選択肢として、東陽病院なり近隣病院との合併もこの地域を守るために

は必要となるということについては、できれば切り離して触れたいと思います。 
〔委員〕 
 私が言っているのは、先程の意見もあるので、どこかで触れる形はとれないのかということで、

これはこれで委員会として提案するということであれば、私個人としてはそれでかまいません。 
〔議長〕 
 その点につきまして、いかがでしょうか。かなり財政的に市がひっ迫して苦しい状況であるとい

うことは、皆さんも承知の上での話で今までは来たのですが、ここができないとなった場合に地域

医療を守るためにどうするかということであれば、東陽病院も今の状況であるので合併をするとい

うのも１つの選択肢であって良いと思いますが。 
〔委員〕 
 合併の問題を今ここで出すまでの結論にはまだ至っていないような気がします。 
〔議長〕 
 そうですね。万が一そういう方向も選択肢としてはあるとういう形でしか触れられないと思いま

す。 
〔委員〕 
 ただ財政的にきついという話は、先程出た市民の経済的負担を掘り下げるということに関わって

くると思いますので、そこでどれだけ掘り下げて書くかという所だと思います。そこで負担する、

しないに分かれると思いますが、 終的な報告としてどっちかという話ではないと思いますので、

場合によっては負担していただかないといけませんという言葉に近い形で書くのも手かと思います。 
〔議長〕 
 起債をするのは当たり前のことになってしまうが、起債という言葉すらわからない方もいらっし

ゃいますから。建て替えが無理であったらという部分につきましては、どうしましょうか。 
〔委員〕 
 若造の私が偉そうなことを言ってしまったので、今まで匝瑳市民病院の存続に頑張って来られた

執行部のご意見を聞きたいと思います。 
〔執行部〕 
 合併問題は財政の問題よりも、もっともっとハードルが高いです。日本全国でもいろいろな動き

がありましたけれども、うまく合併した例は、非常に稀です。なおかつ行政地域も変わって東陽病

院は東陽病院で脳外科を入れる動きが出ている中で、今、私見から言うとまず合併の話がまとまる

ということは、ゼロに近い情勢だと思います。ですから、その前段でちょっと触れているので、私

はその程度に止めるのが適当ではないかと思っています。 
〔執行部〕 
 先程おっしゃられたように、合併を持ち出しても、当院の今の職員たちの気持ちは、多分いっし

ょにはやっていけないと思う職員の方が多いような気がします。ここで築いてきたもの例えば、「地

域の住民の生活に合わせた医療やケア提供していくこと」をここの持ち味としてもっと充実させて

いくということでこの提案が出たと思うので、財政の問題は絶対的に考えていかなければならない

問題ではあると思いますが、提案するとしたらこのスタイル１本で市民に問いかけていきたいとい

う気持ちです。 
〔議長〕 
 それでは、院長がおっしゃたように、⑦に置いておくということですが、具体的にはどうですか。 



 21

〔委員〕 
 先程言いましたように、建て替えの話をメインにしてきましたし、合併の話は現実にドクターが

難しいと言っているので、敢えて出してきて書く必要はないのではないかと思います。 
〔議長〕 
 他の委員の方はどうでしょうか。 
〔委員〕 
 執行部の合併は難しいという話は、我々市民は分かりませんが、医療関係者がおっしゃる意見で

すので重いことだと思います。合併が仮にないとしても、この答申がそのままインターネットに載

るのでは、市民は財政的な問題はないという理解になると思います。病院の閉院と同時に市の財政

破たんを考えるとすれば、同じように重要な問題だと思います。財政力は下から３番目で、いつ一

番下になるかもしれないということも考えなければなりません。基本的には、新しい病院は大賛成

ですが。 
〔委員〕 
 合併の話と財政力の話は違うと思いますが。 
〔委員〕 
 合併の話は今おっしゃったとおり無理だということであれば、併記する必要はないと思います。 
〔委員〕 
 先程申し上げたように、市民の財政的負担となるためという所を掘り下げてとあったものですか

ら、そこで今の危機的な財政的な問題もありなおかつ市民の皆さんにもいくらかわからないが間接

的にも相応の負担を強いることがあると思いますということが、掘り下げて書くということだと理

解しました。 
〔委員〕 
 財政負担があるというのは、例えばこの間の４０億のシミュレーションがありましたが、市民４

万にだとしても１人１０万円になります。家族４人いれば４０万円になります。そういう認識まで

掘り下げる必要が私はあると思います。オブラートに包んだような言い方は、いけないと思います。 
〔委員〕 
 それは１年で払えてという話でもないと思いますので、その辺の書き方については、もう少し考

える必要があると思います。だだ、１０万といったら引くと思います。 
〔委員〕 
 償還の期限はあると思いますが、それは４０億という設定の話ですから。 
〔委員〕 
 他の委員の意見と先程申し上げた、新築に伴った３行では足りないというのは同じ意見ですので

１度この部分をかみ砕いて、財政的に重要な課題だと表記してもらったうえで判断する形でいかが

でしょうか。そのような提案をしたいと思います。 
〔議長〕 
 いかがでしょうか。この辺をもう少し整理するのと、いくつか直す点もありましたので、もう１

度やらないといけませんので、次回にその辺をつめて協議することになると思います。 
〔委員〕 
 「結び」を全面的に書き直してもらいたいという意見です。委員会として市長に出していく形で

の目線の位置が大事なのかと思います。この原案を読みますと、過去の委員会の批判なども入って

います。昭和の危機、平成の初めの危機も知っていますが、その都度職員が一丸となって乗り越え

てきたわけですから、従前がんばってきた人たちに失礼な表現かと感じます。こういう記載はいか

がかということが１つあります。それと本来の「結び」というのは、市長、市民に提言していって、

「実現するように早期に要望する」というのが結語であるべきではないのかと思います。例えば、
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この報告者はどのような手法で、手順で検討してまとめたかを記載して委員長、委員会から市長へ

提出する時に、「信頼される病院の早期実現を」と要望すべきだと思います。もう１つは、「である

調」でまとめているので、語気が強くなっていて、７ページから８ページなどは上からの目線にな

っている。個人のレポートでなく委員会として市長に答申するものですので、調整しておいていた

だいた方が良いと思います。 
〔議長〕 
 事務局、いかがですか。事務局でこの辺も検討していただけますが。 
〔執行部〕 
 わかりました。 
〔議長〕 
 ある程度強くした方が、提案をする上では良いと思いますが、「みんなで病院を何とかしよう」、「存 
続させて市民のために充実した病院にしよう」ということで、今まで議論してきたのは間違いない

と思いますので、委員会としてはその辺が伝わっていただきたいという思いはあります。他の方、

意見はありますか。 
〔委員〕 
 １０回の会議でだいたい絞いられてきたのは病院の新築ということだと思いますが、私も５年、

１０年したら高齢者に入ってきますが、現在の３０％の高齢化率が上がることになります。市民病

院は我々の命を守る場所です。そうしますと、市民にとっては無くてはならないと覚悟を持たなけ

ればならない。そうしますと、市民１人１人に浸透すると思います。そうすれば、先程あったよう

に寄付や市債も考えられると思います。ここが潰れたら大変になると思っています。 
〔議長〕 
 ありがとうございました。大嶋先生、何かありますか。 
〔委員〕 
 医師、看護師が不足で、ギリギリで何とか維持している状況です。これ以上減ってしまうと今の

仕事を維持できない状況になってしまうので、これかれらも病院が残っていくということで、減ら

ない、できれば増えていくようになれば良いと思います。 
〔議長〕 
 ありがとうございました。広報とか市民に理解を求めるには、公開討論会でも何でもいいが、市

と病院で話して、近隣病院の院長、例えば旭中央病院の院長にこの辺は危機的な状況だとおっしゃ

ってくださると思いますし、或いは市民の方からの意見を聞く機会があると、また市民の理解が得

られると思います。小さな集会に院長が１件ずつ回るのも、なかなか大変な部分もあると思います

ので、並行して考えていただければと思います。 
〔委員〕 
 先程の中にもありましたように、先ず事務局と調整しているのは、この委員会でも出ました議員

との懇談会を調整する予定でいます。それと併せてやはり、広く市民に周知できる体制を検討した

いと思います。 
〔議長〕 
 ありがとうございます。医師会がやるのはちょっと違うと思いますので。後、全体を通して何か

ありますか。 
〔委員〕 
 これはあくまでも提案だと思いますが、ちょっとだけ違和感があるのは新しい病院ができた場合

の病床ですが、１１０、２５、１０で１４５ですが、現状、常勤医があまりいない状況ですと多す

ぎて財政規模ではないですが、身の丈に合っていないような気がします。病床の話の時に参加して

いなくて後から言うのも申し訳ないですが、この数字は若干多すぎる気がします。変えろというこ
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とではないのですが。 
〔議長〕 
 この時も病床数にはいろいろの議論があったのですが、回復期リハがこれからはどうしてもこれ

位必要だろうということと、後、一般病床、緩和ケアもそこそこ必要だろうということで、この数

字になりました。 
〔委員〕 
 細かいことは良いとしても、今でもそこそこ入っても９０から１００位で、その中に緩和の人も

回復期の人もいると思うので、そうしますとこの数字はかなり高い数字だという気はします。 
〔議長〕 
 今の病院の病床規模と経営の状況はどうですか。 
〔執行部〕 
 この１１０床は消化器内科の先生が２人増えるという前提でしてあります。それと回復期リハと

緩和ケアには兼務でもかまわないが専門の先生が必要であるので、これを達成するためには、現在

よりも医師が２名から４名増えるということです。これ前提で１４５にしてありますし、理学療法

士等のスタッフを３名増やす前提であります。 
〔委員〕 
 人間がもっと増えたらという話ですね。 
〔委員〕 
 そういうスタッフがいないとできないことを書いておいた方が良いですね。それを明確にしてお

いた方が良いですね。 
〔委員〕 
 減らしすぎると余計きつくなってしまいます。 
〔執行部〕 
 医師数が減ると診療報酬が上がらないけれども、医師、看護師以外のスタッフの数というのはあ

まり減りません。先程来、人件費が高いと言っているのは、相対的に稼ぐためのドクターが減って

いるのでその割り算として人件費率が上がってしまうということです。前に医師が２０何人いた時

とほとんど減っていない職種もいるわけです。大幅に減ったのは医師だけで、当然人件費率高くな

るということで、規模を縮小すればするほど苦しくなります。医師確保は大変だと思いますが、ど

うしても安定した経営をにらんでいくと、 低限必要な病床数は、逆に高止まりになります。 
〔議長〕 
 どうしても行きつく先は医師不足になってしまいます。江波戸部長、何かありますか。 
〔執行部〕 
 私の家はおじいさん、おばあさんがいまして比較的元気ですが、この病院が無くなってしまうと

もし何かあった場合には非常に不安です。私たちの地区は、そういう家がたくさんありますので何

としても病院は存続してほしいというのが私たちの地区の総体的な意見であります。 
〔議長〕 
 どの位の方が、このままだと病院が無くなってしまうと思っていらっしゃるかということですよ

ね。建物がある以上はいつまでもあるようなつもりでいらっしゃる方がけっこういらっしゃるので。

旭中央病院にしても、ドクターが減ってきても、あの建物を見て何も変わらないと思ってしまうみ

たいですが。もし市長が決断するとなれば、市民の協力がなければできない１つの大きな事業にな

ると思いますので、その提言としてなるべく立派な報告書にしたいと思いますので、今日出た問題

点について事務局で修正願います。 
〔執行部〕 
 それでは次回、１１回目集まっていただいて、それまでに作って皆さんにお回ししますので、今
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日みたいに論議をしていただくことになるかと思いますが、けっこうボリュームがありますので少

し時間をいただきたいので、１１月の第３，４週に設定していただければ思います。 
〔議長〕 
それでは、次回は１１月２１日の水曜日、１７時１５分からの開催とさせていただきます。本日

は、ご苦労様でした。 
 


