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第５回国保匝瑳市民病院 

新改革プラン及び建替整備検討委員会会議録 

 

開催日時    平成２８年１２月２２日（木） １４時００分～１６時１６分 

開催場所    匝瑳市民病院２階 第１講義室 

 

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

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

角田道治委員、太田和利委員、宇井和夫委員 

欠席者     市原繁委員 

オブザーバー  千葉県健康福祉部医療整備課 

事務局     国保匝瑳市民病院 

事務局長 日下潔、事務局次長 林鉄也、 医事班統括 髙村健児、 

建設準備室長 太田和広、建設準備室副主査 濁川光宏 

アイテック株式会社Ｃ＆Ｅ事業本部 

高橋孝治、岩瀬英一郎、河田知美 

                                                 

【次 第】 

１ 開会 

２ 議題 

（１）今後のスケジュールについて 

（２）新改革プランについて 

３ その他 

４ 閉会 

                                             

【配布資料】 

資料１：改革プラン・基本構想目次（12月 22日版） 

資料２：委員会検討テーマと開催スケジュール（案） 

資料３：国保匝瑳市民病院新改革プラン（案） 

参考資料：病院単独決算（平成 21年度～27年度） 

                                             

 

１ 開会 

 

【事務局】 

 それでは皆様、本日は年末のお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。ただ今か

ら、第 5回国保匝瑳市民病院新改革プラン及び建替整備検討委員会を開催いたします。 

初めに資料の確認をさせていただきます。事前にお配りいたしました資料は 3点でございます。資料 1と

して、改革プラン・基本構想目次 12月 22日版でございます。資料 2として、委員会検討テーマと開催スケ

ジュール案でございます。資料の 3として、国保匝瑳市民病院新改革プラン案の 3点でございます。事前に

配布させていただきましたが、資料をお持ちでない方はいらっしゃいませんでしょうか。また、本日の追加

資料として病院単独決算の平成 21年度から平成 27年度分を机の上にお配りさせていただきました。 

ここで改革プラン案の中で差し替えをお願いしたいものが一つございまして、37ページの新改革プラン対
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象期間中の各年度収支計画でございます。また、新改革プラン案の中に、字句等の訂正がございますので、

その正誤表も一緒にお配りさせていただいております。 

さらに議会、議員から寄せられた意見を説明させていただきたいと思います。確認の意味で印刷してござ

いますが、一部配布させていただきました。配布漏れ等はございませんでしょうか。 

 それでは会議の成立についてご報告させていただきます。本日の出席委員は 12名、現在欠席委員は 2名で

ございます。従いまして、本日の会議は成立していることをご報告いたします。 

次に、本日の検討範囲についてご説明させていただきます。資料 1をご覧ください。新改革プラン及び建

替え整備基本構想の目次案をもとに、本日の会議ではどの部分を検討していただくかを太字で示してござい

ます。また、前回お示しした時期と検討時期が変更となっているものもございますので、この部分について

は、グレーの網かけをしています。1ページから 3ページまでが新改革プランの目次で、本日の会議ですべ

ての検討項目について検討していただくこととしています。4ページと 5ページが基本構想の目次ですが、

基本構想については、次回の検討委員会で検討をお願いしたいと考えております。 

次に、ここで議会から寄せられた意見について報告させていただきます。これにつきましては、10月 21

日に議会に対して報告会を開きました。そのときの意見と 12月 15日、これは 12月議会でございますが一般

質問で出された意見等を集約したものを本日机の上に配布させていただいております。それでは、内容を読

ませていただきます。①、検討委員会からの最終的な結果を待ってからでは、市議会のチェック機能がうま

く働かないと感じている。このため、検討委員会の検討内容を議員にも説明してほしい。検討内容について、

議員から意見があればそれを検討委員会にフィードバックしてほしい。②、事業の規模から考えると、全体

スケジュールが非常にタイトということもあり、一つの議題について精査する時間が少ないため、深く議論

されていないのではないかと感じている。このため、できあがってくる内容が本当に実現可能なものなのか

心配である。③、新改革プランの内容は国から示されたガイドラインを、単に例を取るのではなく、匝瑳市

民病院に合う内容をじっくり論議してもらいたい。④、会議録の内容からすると、経営形態の論議が十分尽

くされていないと感じている。⑤、新病院の建設にあたっては、旭中央病院との連携強化を抜きには考えて

はならない。病院連携がどのように進んでいくかによって、経営形態も自ずと変わってくるのではないか。

⑥、多古、東陽とも連携を強化し、病院ごとの強みを考えていかないといけない。医師不足対策、診療科目、

病院の機能分担について調整を図り、匝瑳を含めたこの 3病院で連携を強化する論議が深まった場合、病院

の規模、診療機能、建替え場所に大きな影響を及ぼすと考える。⑦、これからの市の財政負担について心配

している。新病院の機能が決まっていく中で、それに応じた収支を精査してほしい。⑧、市民アンケートの

結果でニーズが高かった救急医療、小児医療等についての実現不可能という結論が早いように感じる。もっ

と検討する余地があるのではないか。⑨、建替え後の病院施設に病児、病後児保育施設を作ることを検討し

てほしい。⑩、新病院の建設地は街の発展の観点からも考えてほしい。駅の南側という案はどうか等の意見

がございましたので、ここでご報告させていただきます。この議会からのご意見に対して、皆様からご意見、

ご質問等ございますでしょうか。 

 

【委員】 

 意見これ出されたそうですけど、この意見に対する回答っていうのはしていただいたと思うんですけど、

検討委員会で検討している範囲の中身であったのか、あるいは議員の質問に対して、まだ検討委員会では整

理していない新しいことの説明、あるいは検討委員会で話した中の修正、その辺はあったのでしょうか、お

聞かせいただきたいと思います。 

 

【事務局】 

 基本的には、現在検討委員会で皆様に検討していただいている内容等もございますので、これについては

こういった形で、今のような形で検討委員会に議会からの意見をご報告させていただいて、その中で検討委

員会にお諮りさせていただきますという回答にほとんどがなっています。以上です。 
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【議長】 

 はい、よろしいですか。 

 

【委員】 

 了解です。 

 

【議長】 

 では、引き続き。 

 

【委員】 

 議長よろしいですか。なかなか難しいところだと思うのですが、例えば更なる財政負担の懸念がある一方

で、救急医療を望む声があります。救急医療は非常にお金がかかって赤字が出ることが多いと思われます。

それぞれ欲しいものだけ言っていたらどうにもならなくなると思います。広い視野で議論してもらわないと

いけないので、情報を多く出していき、みなさまに現状を知っていただいた方が良いと思います。 

 

【議長】 

 いかがでしょう、今のご意見ですが。この救急医療、小児医療等は財政的にかなり負担になってくる事業

でございます。それを踏まえて要望をしていらっしゃるのかというところもございますが、事務局何かござ

いますか。ほかにご意見等ございますか。救急医療、小児医療、これは病院の不採算事業ともいわれている

ところでございますが。 

 

【委員】 

 救急も小児もそうですけど、医師確保ができない中で、到底もう中小病院ではやっぱり担っていけないん

ですよね。このことは何度もお話をしているんですけど、議員の方々、住民からの要望があったと一言で言っ

てきますので、この辺はどうしても意見が折り合わないんですけど、我々としてはもう出来ないものは出来

ないというスタンスでこれからもいくしかないというふうに思っていますけど。 

 

【議長】 

 はい。このような意見が出ましたが、この意見はこれで受け取ってよろしいですか。 

 

＜委員 1名遅れて到着＞ 

 

【委員】 

 このあとまた市議会の議員の皆様方にはご説明をする場というのはあるということですよね。 

 

【事務局】 

 10月にも一度、検討経過を報告していまして、前回の第 4回の検討委員会の結果を報告するために市議会

の全員協議会を 12月 2日に予定しておりましたが、議会の日程の都合上、全員協議会が流れてしまいました

ので、再度日程を調整して、今日の会議も含めまして議会には報告して、またご意見を伺うということを予

定しております。以上です。 

 

【議長】 

 それでよろしいでしょうか。 

 

【委員】 
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 はい。 

 

【事務局】 

 それでは、本日議題は 2件用意させていただいております。議題 1が、今後のスケジュールについて、議

題 2が国保匝瑳市民病院新改革プランについてとなっています。委員会の進行については、江波戸委員長に

議長となっていただきまして、お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

２ 議題 

（１）今後のスケジュールについて 

 

【議長】 

 はい。それでは皆様、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。委員会の皆様には慎重

審議のほどよろしくお願いいたします。それでは本日の議題 2件でございますが、最初の議題、1月以降の

スケジュールについてということで、事務局からこの点の説明をお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

【事務局】 

 それでは今後のスケジュールについてご説明させていただきます。資料 2、委員会検討テーマと開催スケ

ジュールについてをご覧いただきたいと思います。これまでのスケジュールでは、平成 29年 3月までに新改

革プランと建替整備に係る基本構想を取りまとめることとしておりました。基本構想につきましては、基本

計画と一体として、9月を目途に取りまとめさせていただくということで変更させていただきたいと考えて

おります。その理由としては、概算事業費及び収支計画について、次回第 6回の検討委員会にお示しする予

定でおりますので、現在保留となっておりますところの病床数について検討をお願いすることができないこ

ととなっております。新病院の基本構想において病床数は大変重要なものですので、この点についてはじっ

くり議論していただきたいと考えております。改革プランの検討が今回の委員会で概ね目途がつく予定です

ので、次回の検討委員会では病床数も含めて、基本構想部分について集中して検討していただきたいと考え

ております。ご了解のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

【議長】 

 ただ今スケジュールの変更につきまして事務局から説明がございましたが、これに対してご意見いかがで

しょうか。スケジュール案ですが、ベッド数も白紙に戻して、再度病床数の検討ということになります。9

月までに基本構想、基本計画をきちっとするという予定ですが、いかがでしょうか。このスケジュールでよ

ろしいですか。 

 

【一同】 

 はい。 

 

２ 議題 

（２）新改革プランについて 

 

【議長】 

 それでは 1月以降のスケジュールは、この案のとおりということで決定したいと思いますので、よろしく

お願いします。それでは議題 2に移らせていただきます。事務局からよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 
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 はい。それでは事務局から資料の 3国保匝瑳市民病院新改革プラン案についてご説明をさせていただきた

いと思います。これにつきましては、第 4回の検討委員会でお示しした資料で、12月に検討となっていた項

目についてすべて記載させていただいておりまして、一応の完成版というような形になっております。本日

はこの 12月に検討することとしていた部分を中心にご説明をさせていただきまして、そのあと全体にわたっ

てのご意見、ご質問をいただきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

それでは初めに 1ページをご覧ください。策定の趣旨ということで記載させていただいております。ここ

は前回の改革プランを策定した経緯からその後の取り組み、そして新改革プランを策定する意義について記

載しているものです。 

続いて 15ページをご覧ください。ここでは経営状況の分析といたしまして、病院事業の本業のみの経営

状況を把握するために、民間企業の営業利益率と同等の指標を示す修正医業収支比率の推移を見ています。

入院収益の減少が大きく影響し、平成 22年度以降減少しております。修正医業収益は、医業収益から他会計

繰入金を控除したものの医業費用に占める割合となっております。下の経営状況の推移というグラフを見て

いただきますと、一番長い棒が修正医業収益のグラフになっています。下の表には具体的な数値を記載して

います。 

次の 16ページをご覧いただきますと、経常収支比率などの数値が記載されております。ここで、本日正

誤表ということでお配りした一番最初の部分の給与費比率の 26年度の部分、こちら 69.3となっております

けども、73.9の誤りでしたので、訂正をお願いしたいと思います。 

続いて 29ページをご覧ください。1の病床機能の説明の 5行目に、なお、新病院整備の検討と併せて、病

床数の削減や地域包括ケア病床の導入を進める予定であると記載しています。現病院においても地域包括ケ

ア病床の導入と、それに併せて新病院の病床数を視野に入れつつ、病床数の削減についても検討を進める予

定としております。 

次に、30ページの（2）2025年における具体的な将来像がありますが、こちらについては 2025年、平成

37年は、新病院開院後の予定であり、地域医療構想において香取海匝医療圏で不足が見込まれている回復期

病床への対応として、地域包括ケア病床が整備されることにより、基幹病院である国保旭中央病院との連携

がより強化されることになり、急性期から回復期、在宅医療まで一貫した医療提供が可能となる環境の構築

が見込まれると記載しております。ここから先の（3）以降は、ほぼすべてが今回の追記部分となりますので

説明をさせていただきます。まず、（3）地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割の 1在宅医療

に関する役割については、前回もここお示ししてあったんですけども、そこには地域包括ケアシステムに関

する細かい説明がありましたので、これは省略させていただいて簡潔に記載させていただいております。（4）

一般会計負担の考え方、①一般会計が負担すべき経費の範囲については、自治体立病院の役割と一般会計負

担の必要性を記載しています。内容としましては、自治体立病院は、地域医療の確保といった公共性が要求

されるとともに、公営企業としての独立採算が要求される一方、政策医療の観点から民間医療機関では提供

困難な救急医療などの不採算医療等を担うことも求められている。地方公営企業法では、不採算医療等に係

る経費については、一般会計から病院事業会計へ繰り出しを行うこととされていることから、今後も病院運

営上必要な範囲で一般会計がその経費を負担していくことが必要である、概ねそのような内容としておりま

す。 

続いて 31ページの②算定基準については、現在一般会計が負担しているものについて、繰出項目と繰出

しの基準を整理したものです。（5）医療機能等指標に係る数値目標の設定については、不足が見込まれる回

復期患者への対応を強化するための数値目標として、さらに急性期の患者を対応という意味も含めまして、

時間内の救急受入率、患者の紹介率、逆紹介率、在宅復帰率を目標として設定をしております。（6）住民の

理解につきましては、要約で言わせていただきますけども、市民アンケートの結果からは、市民病院への期

待の高さが伺えるが、医師の確保と一体となることからその実現が難しい中で、当院の将来像として、急性

期患者に対応しながらも、不足が見込まれる回復期患者への対応を強化する方針としており、医師が十分に

確保できない状況においても、市民に必要な医療を提供できるよう、最大限の努力のもと取り組むこととし

ています。この点について、市民に対する説明責任を果たすとともに、その意見を聞く機会を設ける必要が
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あることから、本改革プランの策定過程や、今後予定している建替え整備に関する基本構想、基本計画の策

定過程においても、パブリックコメントを実施することにより広く市民の意見を募るとともに、ホームペー

ジにおいて、タイムリーかつ詳細な情報提供を実施し、市民の理解を得られるよう努めるものとしています。 

続いて 32ページをご覧ください。5経営の効率化、（1）経営ビジョン、基本戦略ですが、市民病院の理

念、基本方針については、現在のものと変更はございません。経営ビジョンについては、次の 3点となりま

す。地域医療構想に準じた病院、健全経営を目指す病院、地域の医療水準の向上に寄与する病院。基本戦略

については、次の 4点です。入院収益基盤の拡充を図る。地域包括ケア病床の導入に向けた準備を進める。

地域の医療機関及び近隣病院との連携強化を進める。職員給与費の抑制をはじめとする経費の節減、抑制対

策を進める。 

次に順番が前後しますが、33ページの（3）経常収支比率に係る目標設定の考え方について説明します。

新改革プランの対象期間の 4年間は、並行して建替え整備に取り組む期間でもあることから、新病院の開院

に向けて一層の経営基盤の強化に取り組む必要があるとしたうえで、当医療機関で不足する回復期医療の提

供と、それに伴う入院患者の確保を目的として地域包括ケア病床の導入を検討する。また、そのための取り

組みとして、ここでのそのためというのが、経営基盤の強化を目指しておりますので、ここを正誤表で出さ

せていただいておりますけれども、経営基盤の強化のための取り組みと訂正させていただいて、民間的経営

手法の導入、診療単価の向上や病床利用率の向上等による収入確保対策、職員給与費をはじめとする経費の

削減対策などを実施することにより、平成 32年度決算での経常収支の黒字転換を目標とするとしています。 

32ページに戻りまして、（2）経営指標に係る数値目標としましては、経常収支比率、医業収支比率、病

床利用率、給与費率の四つを掲げています。平成32年度における経常収支の黒字化を目標としていますので、

経常収支比率の数値目標を黒字化ラインである 100％を超える 101％と設定しています。また、病床利用率に

ついては 70％を目標値として設定しています。平成 27年度実績が 57.2％、28年度の見込みが 59.8％となっ

ていますので、現在の医療提供体制では 70％という目標をクリアすることは大変難しいものと考えられます

ので、平成 30年度から地域包括ケア病床を整備することを見込み、それに伴う病床利用率の向上を見込んで

います。平成 30年度には 10床、平成 32年度からは 20床程度を地域包括ケア病床として整備するというこ

とを見込んでおります。なお、平成 27年度の病床利用率ですが、実際に 110床で運用しておりましたので、

数値目標との比較のために病床利用率を 110床で換算していますので、実際の 157床で計算した病床利用率

とは異なっていますので、ご承知おきください。 

次に 33ページの（4）目標達成に向けた具体的な取組となります。初めに①民間的経営手法の導入としま

しては、ア業務委託の改善として、委託内容の見直しを図るとともに、モニタリングの強化による管理の徹

底を図ることによって一層の業務効率の向上を目指す。業務委託の対象業務について、経営上の観点からそ

の要否や拡大縮小の必要性について見直し検討する。大型診断機器や医療情報システム等の機器について、

保守契約の見直しや契約期間の延長による経費の節減を検討する。イ管理会計的経営分析として、管理会計

的な経営分析、括弧、診療科別、病棟別、医師別などを行うことにより、マネジメント強化に努める。 

次に、②収入増加、確保対策としましては、ア診療単価の向上対策として、新改革プランの策定に向けて、

現在の職員数で新規に診療報酬の加算の取得が見込まれる項目について取得のための準備を進める。地域包

括ケア病床の加算取得に必要な、診療録管理体制加算、データ提出加算を取得する。イ病床利用率の向上と

して、病床利用率の向上のため、地域の診療所や国保旭中央病院等の近隣病院との連携強化により、紹介患

者の受け入れ増加を目指した取り組みを行う。ページをめくっていただきまして、当院の医療提供体制や取

り組み等をホームページや広報で随時周知するなど、積極的な情報提供を行うことで、患者満足度の向上と

市民病院の認知度を高めることにより患者確保を努めると記載していますけども、こちらも正誤表でお出し

させていただきましたように、患者満足度以下を、市民病院の認知度を高めるとともに、情報提供に関する

満足度の向上を図ることにより患者確保に努める、と修正させていただきたいと考えております。 

ウの地域包括ケア病床の導入と病床数削減の検討では、新病院で導入を検討している地域包括ケア病床に

ついては、回復期患者の積極的な受け入れによる入院患者数の増加と併せて、在院日数を長期間によると書

いてありますども、こちらも正誤表でお出ししていますように、在院日数の長期化によると改めさせていた
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だきたいと思います。在院日数の長期化による病床利用率の向上が期待できるため、現病院でも導入につい

て検討するとしたいと思います。 

また、新病院では病床数を現在より一定数削減する方向で検討が進められておりますので、平成 28年度

から病床数を 157床から 110床に減床して経営健全化を図ったところですが、依然として余剰病床が生じて

いることから、さらなる経営効率化のため、地域包括ケア病床の導入時期と併せて、新病院の病床数を参考

に余剰病床の削減についても検討するとしています。エ病診連携、病病連携の推進ですが、患者紹介率及び

逆紹介率の向上のため、他の病院や診療所との連携を一層推進するものとして、地域の医療機関向けの研修

会や交流会の実施のほか、紹介医療機関、後方支援医療機関のさらなる開拓を行うとしています。オその他

の確保対策として、診療請求漏れのチェック体制の強化に引き続き取り組む。未収金の発生防止対策の徹底

と未収金の管理及び回収の強化に取り組む。未利用財産の処分を計画的に進める。患者アンケートを継続的

に実施し、接遇、説明、施設サービス面に関する患者満足度の向上に努める。 

次に、③経費節減、抑制対策としては、ア人員の適正配置による職員給与費の抑制として、当院は、医業

収益の悪化に伴い給与費の占める割合が高まっていることから、収益強化と同時に給与費の適正化にも取り

組む必要がある。医療スタッフをはじめとする職員定数、ここ職員定数とありますけど、ここは正誤表のと

おり職員数と修正したいと思います。よって、職員数の見直しを図り、病院機能と病床規模に応じた適正な

人員配置とすることより給与費総額の抑制に努める。非正規の医療スタッフ等についても、必要最小限、最

低限の配置となるよう定員管理の適正化に努めるとしています。 

35ページではイ医薬品、診療材料の削減については、診療材料について医師の協力のもと、品目数の削減

等集約化を実施する。在庫圧縮、定数管理、期限切れ等のチェック徹底等に向けた取り組みを強化すると。

東陽病院、多古中央病院等との間で、仕入れに関する情報交換、共同購入について検討を進める。医薬品、

診療材料の購入時期や管理方法について、預託在庫方式などの検討を進める。職員のコスト意識を高めるこ

とにより、診療材料等の節約による経費削減を図るとしています。 

ウその他経費の削減については、東陽病院、多古中央病院等との連携により、医療機器の仕様の統一化や

共同購入等について検討する。初期投資とランニングコストのトータルバランスに優れた設備の導入に努め

る。診療材料を集中管理する仕組み、SPDを一般備品等も対象とすることを検討し、在庫管理の徹底を図る

としています。 

④、人材の確保育成等につきましては、ア医師等の人材確保、育成として、現状医師確保対策として実施

している、千葉県の医師不足病院医師派遣促進事業の活用及び、就職支援サイトを活用した医師確保対策に

加えて、医学部在学生に対する奨学金の貸付事業による医師確保対策を今後も実施する。看護師についても、

看護学校に通う学生への奨学金の貸与や、看護学校と提携した実習生の受け入れ事業などを通じて、確保に

向けた取り組みを継続する。イ経営感覚に富む人材の登用及び事務職員の人材開発の強化として、病院事業

の経営改革に強い意識を持ち、経営改革に富む人材の登用及び医師や医療スタッフとの連携のもとに、マネ

ジメントできる能力を持った職員の育成または登用について検討する。事務職員については、医療経営の専

門性の高まりや医療環境の変化に対応できるよう、一層の人材開発が必要であることから、計画的に育成で

きる体制を構築する。ウ人事制度、研修制度の充実として、職員のモチベーションの維持、向上を念頭に、

努力が報われる人事制度、キャリアアップのための研修制度の充実、さらには、人材確保の視点から、多様

な就業形態を可能とする制度の導入等を検討する。エ職員主体の経営改善として、職員一人一人の病院経営

への関心と経営改善への意識を高め、全職員が一丸となって経営改善に取り組むことができるよう、職員主

体の業務改善を組織横断的に進めるとしています。 

37ページの新改革プラン対象期間中の各年度収支計画については、差し替えたものをご覧いただきたいと

思います。平成 27年度決算、平成 28年度決算見込み、平成 29年度から 32年度までの収支案となっており

ます。平成32年度で黒字化するという部分がどこに表れているかと申しますと、真ん中ぐらいに経常損益（A）

-（B）（C）という欄があります。平成 27年度決算では、△230,758、単位千円ですので、2億 3,075万 8,000

円の赤字です。この一番右側を見ていただくと、19,336、1,933万 6,000円の黒字となっております。この収

支計画の作成には、改革プランにおいて推進するものとしている内容についてある程度盛り込んだ内容となっ
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ております。 

続いて 38ページをご覧ください。6再編ネットワーク化ですけども、（1）二次医療圏の病院等配置の現

況については、香取海匝医療圏では、国保旭中央病院が高度急性期医療を提供し、医療圏内における中心的

な存在となっている。当院は医療圏の南部に位置し、急性期病院としての役割を担いながら、在宅療養支援

病院として、医療圏における在宅医療を牽引する役割も担っている。また、医療圏で不足している回復期医

療への対応も予定しているとしています。（2）再編ネットワーク化計画については、当院は前回の改革プラ

ン時同様に、診療所からの紹介患者を積極的に受け入れるとともに、地域で必要とされる医療に応じて柔軟

な対応をしていくとして、平成 25年度から認知症外来、糖尿病の療養指導外来、平成 28年 12月から禁煙外

来の診療報酬対象を開始しており、今後も地域のニーズや国の動向に応じた取り組みを行っていくとありま

す。また、今後も国保旭中央病院への一極集中が見込まれる中で、当院は匝瑳市を中心とした地域患者の紹

介、受け入れを積極的に行うことと併せて、近隣の国保多古中央病院や横芝光町立東陽病院とは規模や機能

が近いため、今後、地域医療における役割分担の明確化と医療連携のための協議を進めていくとしています。 

7経営形態の見直しについては、経営形態の整理を行ったうえで、次のページにおいて、前回の検討委員

会で検討された結果を踏まえて、今後の方向性について次のとおり記載しております。医師の確保が大変難

しい状況を踏まえると、今後も当院の医療提供体制を堅持していくことと併せて病院経営の健全化を図るた

めには、経営形態の見直しは重要な意味を持つものである。このようなことから、今後の経営形態について

は公設公営、公設民営にとらわれずに、医師確保と経営基盤の強化、向上につながるよりよい経営形態につ

いて継続的に検討していくものとするとしています。 

次に、8新改革プラン策定に関する都道府県からの助言や、再編ネットワーク化計画策定への都道府県の

参画状況についてですが、当院では新改革プランの策定と並行して進めている新病院の開院に向けた基本構

想及び基本計画の策定過程において、地域医療構想を十分に踏まえたうえで、地域に必要とされる医療機能

を検討し、当院にとって適正な病床数を設定することとしています。今後は県指導の香取海匝地域保険医療

連携・地域医療構想調整会議の中で、地域の病院、有床診療所が担うべき病床機能や病床機能報告制度によ

る情報等の共有等を行っていくとしています。 

次に、9点検、評価、公表につきましては、（1）点検、評価体制として、新改革プランによる経営改革を

実現するために実施する個別事業について、年に 1回以上実施状況の点検評価を行う。その評価の過程にお

いては、評価を行うための委員会等に諮問するなど、評価の客観性を確保するものとする。（2）時期につい

ては、病院の決算数値が確定した段階で、適当な時期に開催する。（3）公表の方法については、ここでは委

員会の開催結果はとありますけれども、こちらを削除させていただいて、当院ホームページ及び匝瑳市ホー

ムページ上で公開するとしたいと思います。 

説明は以上です。 

 

【議長】 

 はい。たくさん説明の追記部分がございました。各々の項目から皆さんのご意見をちょうだいしていきた

いと思います。まず、最初に説明がありました追記部分でございます。この策定にあたってという部分の趣

旨でございますが、これについてはいかがでしょうか。特別ご意見ありませんか。この文面につきましては、

よろしいですか。策定にあたってという項目になりますが。 

 

【委員】 

 目次の構成の中で確認をさせていただきたいのですが、4番、5番、6番、7番については、例えば 5番の

経営効率化、再編ネットワーク化、経営形態の見直し、7というものについては、前回の改革プランと対照

してみましたら、同じ項目の設定になっていました。これは国から示されてこういう構成になるのかどうか、

その辺を確認させてください。 

 

【議長】 
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 事務局、この構成ことですが。 

 

【事務局】 

 改革プランに盛り込むべき内容というものが国のガイドラインに示されておりますので、そのガイドライ

ンに沿った構成とさせていただいています。新たに前回の改革プランにない内容についても今回はガイドラ

インのほうで盛り込むということにされていますので、その部分では地域医療構想を踏まえた役割の明確化

といった部分も新たに追加されているところであります。 

 

【議長】 

 よろしいですか。 

 

【委員】 

 はい、わかりました。 

 

【議長】 

 ほかにご意見ございますか。 

 

【委員】 

 確認ということで申し上げさせていただきますが、1ページの 2段落目と 3段落目の関係でございますけ

ども、前段での公立病院の傾向が書かれている中で、その結果、全体的な傾向としてはこの 2段落目の 3行

目に当たりますけども、依然として厳しい経営を強いられている公立病院が多いというところでまとめられ

ているかと思います。当病院の説明が次の段落でございますけども、結語というのでしょうか、まとめる言

葉としてこれを同様に、依然としてという言葉の中で、咀嚼しますと、厳しい経営状況が続いていると、同

じような表現でまとめられているのですが、やはりこういうふうな表現をせざるを得ないということでよろ

しかったでしょうか。同様の言葉を使ってということで確認をさせていただければと思います。 

 

【議長】 

 文章のことですが、いかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 今のご質問がよくわからないですが、同じ表現を使っていること自体が何か問題があるというそういう趣

旨でしょうか。ちょっとその辺がよくわからないので。 

 

【委員】 

 結論としては同じ意味合いだというふうには承知をしているのですが、やはり同様の言葉を使ってまとめ

るということについての確認ということですが。 

 

【事務局】 

 ほかに適当な言葉でこうしたほうがいいということがあれば、それに置き換えさせていただきというふう

に考えます。 

 

【議長】 

 そういうことでよろしいですか。ほかに何かございますか。なければ趣旨はこれでいいと。次に、2025年

の地域医療構想を踏まえた役割の明確化というところで、先ほど追記の説明がございましたが、メインとな

る 2025年における具体的な将来像というところですが、地域医療構想を踏まえた役割の明確化という項目に
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なってまいります。この辺のところの、30ページですね。何かご意見等ございますか。この中には 2025年

における具体的な将来像、地域包括ケアシステムの構築に向けた役割、一般会計の負担の考え方、医療機能

等の指標に係る数値の設定、住民の理解という項目に書かれております。ここでの説明の中で、何かここは

数値的におかしいとか、あるいはこの項目を少し変えたほうがいいのではないかというご意見等ございまし

たら。 

 

【委員】 

 委員長、申し訳ございません。それに入る前に、先ほどのところで指摘を一つさせていただいてよろしい

でしょうか。 

 

【議長】 

 はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 戻ってしまい申し訳ございません。全体を読ませていただいて、例えば 9ページの資料出典に、千葉県保

健医療計画というような書き方があるのですが、出典と、いつの時点のものとかという記載がなくて、これ

ではいつの資料なのかが明確でございません。同様に、例えば 15ページの資料出典を見ますと、総務省の地

方公営企業年鑑等ということで、等が入っております。やはりまず出典の年次、どういう段階での資料かと

いうのを明確にするということと、できるだけ直近の資料を使うべきと思います。 

例えば 17ページの資料を見ますと、新患患者数の推移については、市民病院資料という中で平成 27年度

の資料が出ているというような、27年資料、26年資料と差が出ていますので、できるだけ直近の資料で出せ

るものは出して対比をしていくような資料調整をしたほうがいいのかなということで、そういう調整をまず

お願いしたいと思います。29ページまでについて、提案をさせていただきたいと思います。 

 

【事務局】 

 わかりました。確かにおっしゃるとおり、26年度までという形で止まっている部分が多いですので、そこ

をできるだけ 27年度までという形の資料でできる部分は整理させていただきたいと思います。あと、出典に

ついてもいつの資料かということで明らかにできるように出典を整理したいと思います。 

 

【委員】 

 お願いします。 

 

【事務局】 

 付け足しまして、先ほど委員からご指摘ございました 17ページ、ここに出典、総務省、地方公営企業年鑑

というふうに書いてございます。最新のものが 26年度ということでございましたので、そういった形で全国

的に公表されているものはどうしても 1年くらい遅れてしまうという部分ございますので、最新のものとさ

せていただきたいと考えております。以上でございます。 

 

【委員】 

 といいますのは、先ほど事例で申し上げたように、総務省の資料と書いてあるものは、この病院からの資

料で 1日平均患者数は提示できると思いますので、直近のものと一緒に併せて、できるだけ 27年度まで表示

をすべきではないかと提案させていただきます。 

 

【委員】 

 そうしますと、21ページ、22ページにつきまして、21年度、22年度、23年度のデータが出ているのです
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けれども、これはあえてこうなっているのか、このあたりのところはどうなのでしょうか。 

 

【事務局】 

 全体的にわかりづらくて申し訳ないと思っています。今ご指摘いただいた 21ページと 22ページにつきま

しては、20ページの前回改革プランの評価というページの続きになっておりまして、前回の改革プランが21、

22、23年度の 3カ年の計画だったものですから、ここはその 3カ年だけの表記とさせていただいております。

それに代わるものして、違うページになってしまうんですけれども、例えば経常収支比率でしたら 16ページ

に 21年度以降、26年度までの経常収支比率が記載されています。ここ、26年度で止まっておりますが、26

年度の全国との比較の意味もあって 26年度で止めているんですけども、ここについても 27年度までの数字

は入れられますので、表を 27年度までということで整理させていただきます。基本的には 21、22ページに

入っているものについては、22ページの⑤の手術件数、これについてはほかのページで拾っているものがな

いんですけども、それ以外の部分についてはすべてほかのページで拾っておりますので、そちらで確認でき

るような、そういう資料の作りになっております。 

 

【議長】 

 それでは、この資料出典、年度の明確化ということと、参考資料を明確にするということを踏まえて、再

度資料を提示していただければと思います。今までのところで何かございますか。 

 

【委員】 

 すみません。よろしいでしょうか。29ページの在宅医療の関係ですが、地域医療構想を踏まえた果たすべ

き役割ということで、私はこの病院の特色の一つとして当然こういう形になると思うのですけども、不採算

部門に関する一般会計のところで出てきますかね。その中で、この在宅ケアとか地域包括ケアも含めてです

けれども、これは不採算部門として見ているのか。不採算部門ではあるけれども地域医療としてはやってい

かなければならないのか、その辺の考え方がわかればお示しをいただきたいと思います。 

 

【議長】 

 この地域包括ケア病床とかこの辺のところになりますが、事務局いかがですか。在宅のほうですね。 

 

【委員】 

 といいますのは、訪問看護ステーションの収益、それから在宅介護支援事業の収益等が別に資料があるの

で比較をしますと現状どうしても赤字の部門になっているのかな。ただし、事業自体が大きくありませんか

らそんなに赤字という話のところではないんですが、今このまま続けていった場合に、不採算部門であって

もやっていかなきゃならない部門なのか、そういうふうに考えるべきなのか、ゆくゆくは採算としてきちち

んと整理ができる部門なのかというのはちょっと知っておきたいなと思いました。 

 

【議長】 

 その辺いかがですか。 

 

【事務局】 

 委員がおっしゃるとおり、今現在訪問看護ステーション、地域ケア部と呼んでいるのですが、こちらにつ

いては、収支については赤字、それほどの大きな赤字ではないのですけども、不採算部門という形になって

ございます。ただ、当院の一番進めております在宅医療というところでは、この訪問看護ステーションにつ

いては必要であるというふうに思います。それこそ黒字になれば一番いいのですが、現在は多少のマイナス、

赤字の部門です。ただ、当院としては、入院なさった方がまた在宅にお帰りになるっていうことで考えて、

非常に重要な部門だと考えております。以上でございます。 
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【委員】 

 そうしますと、29ページの②にかかわってくるんですが、不採算部門であってもこの匝瑳市、この地域の

地域医療にとっては必要不可欠な部分だというのは、やはり訴えておかないと、今回の新改革プランでうた

うことはみんな経営改善につながるという、そういう夢物語に取られるのは、私、ちょっとこわいかなと。

例え採算的には難しい状況であっても、当院はこれをやっていかなきゃならないというところの視点はやは

りどこかで訴えていく必要がありそうな気がいたします。以上です。 

 

【委員】 

 関連して発言していいですか。国の医療政策が在宅という方向に受け皿を転換していくので、どうしても

その辺は地域での取り組みとしてそれは補強せざるを得なくなってきたと思いますね。そう感じがしていま

す。 

 

【議長】 

 在宅は不採算事業というところでございますが、将来の高齢化社会に向かっては、かなり必要性が出てく

るということなのですが。事務局どうぞ。 

 

【事務局】 

 わかりました。今お話がありましたように、今後当院としてこれは大変重要なものだという観点からする

と、例えそれが不採算であっても施策として進めていくというところを記載していきたいと思います。併せ

まして、ちょっと先走った話になってしまうんですけども、30ページ、31ページに一般会計負担の考え方と

いうところがございまして、こちらに現在はその部分についての補填というのは受けていませんけども、仮

にこれを市として政策的に進めていくということになったときには、やはり考慮していく必要が将来的には

出てくるのかなというような気もするのですが、その辺はいかがでしょうか。 

 

【議長】 

 委員の皆様、いかがでしょうか。 

 

【委員】 

 すみません。今、30ページの一般会計負担の考え方というお話になったので、ちょっと先走った話になっ

ているのですけれど、算定基準については、現在こういった形で一般会計からの繰り出しをしているという

算定基準ですが、新改革プランの中では、つまり新改革プランの期間中の算定基準をここで決めるというこ

とでよろしいでしょうか。 

 

【議長】 

 皆様いかがでしょうか。何かご意見ございますか。事務局いかがですか。 

 

【事務局】 

 あくまでここは検討委員の皆様からのご意見を集約する、こういった改革プランという形の案という形で

ございますので、これについては委員の皆様でこういったものを入れたらいいと、そういったご意見がござ

いましたら、この中に入れさせていただければと考えますけども、以上でございます。 

 

【議長】 

 ご意見等ございますか。 
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【委員】 

 ○○先生もいらっしゃいますけど、匝瑳の医師会は非常に熱心に在宅医療を取り組んでいて、24時間の救

急医療体制に取組んでいます。我々の病院とタイアップをして在宅医療に取り組んできたわけですけど、千

葉県内では匝瑳というのが在宅死率っていうのが飛び抜けて高いんですよね。それもやっぱり医師会の先生

方と一緒に取り組んでいるという、その実績として表れているのだと思います。そういったところも入れて、

これだけ病院が小さくなると、病院単体で地域包括ケアを担うってこと、これから先難しい話で、やはり貴

重な医療資源として地区医師会の先生方と一緒にやっていくって、そうでなければ 2025年問題もクリアでき

ないと考えていますので、その辺のところもちょっと入れたほうがいいのかなと私は思います。 

 

【議長】 

 少し医師会としてどんな事業をやっているかということを皆さんにお話ししたいと思います。今○○委員

からお話がありましたが、在宅の 24時間の医療をやっております。当医師会では 11医療機関で 1週間の持

ち回りで在宅医療をやっております。そのバックベッドの病院として匝瑳市民病院が常にベッドを持ってい

ていただけると。県内でも在宅で死亡する、最期を迎える方が匝瑳は飛び抜けて多い。そういうことも踏ま

えまして、医師会と匝瑳市民病院は協力して在宅医療をやっているところでございます。これは、どこに行っ

ても自負できる事業でございますので、その辺の文言をきちっと入れていただいて、文章を策定していただ

ければと願っております。医師会としてお話をさせていただきました。 

 

【委員】 

 あくまでも委員の立場ということでお話をさせていただきますが、今一般会計からの繰り入れということ

で、原則基準内繰入という取り組みをしてきましたけれども、経営状態によってはさらにプラスアルファを

している状況でありますので、その辺の判断はやはり一般会計の予算との相談も当然ありますので、ご理解

がいただけるなら一般会計からその経費を負担することが必要であると、この表記の中でこれから先の細か

い部分については一応執行機関サイドにお任せをいただくような形で進められないかなと私なりには考えて

おります。以上です。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

 

【委員】 

 望まれるものや、例えば救急医療だとか、それから先ほどの在宅の話もそうですけれど、病院本体の会計

からすると赤字幅が増えるっていうような形になるわけですよね。だけど、市民から望まれているのはジレ

ンマになるわけですけれども、この改革プランの中で当然 32年度には黒字にしていこうという形で考えてこ

の数字が出ているというふうに思うんですけど、見させていただいても、何か可能なのかなと余計に考えて

しまうのですが。 

 

【委員】 

 先ほどの算定基準の負担金につきましては、新改革プランのガイドラインの中では、一般会計と負担金の

算定基準を記載するというような記述もございまして。となると、ここに入れ込まないといけないのかなと

思うんですけれど、その辺は事務局いかがですか。 

 

【事務局】 

 今、委員から発言のあったガイドラインにどう書かれているかというと、一般会計負担の考え方というこ

とで、公立病院は地方公営企業として運営される以上独立採算を原則とすべきものである。一方、地方公営

企業法上、一定の経費については一般会計等において負担されるものとされている。したがって、新改革プ
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ランは前提として、当該公立病院が地域医療の確保のため、果たすべき役割を明らかにしたうえで、これに

対応して一般会計が負担すべき経費の範囲についての考え方及び一般会計等負担金の算定基準、繰出基準を

記載するとされておりますので、ここにやはり記載していくべきになるのかなというふうに読み取れます。 

 

【委員】 

 今、もう議論は一般会計のところに入っているということで、理解でよろしいですか。 

 

【議長】 

 はい。 

 

【委員】 

 27年度は約 5億近い一般会計からの繰り入れがあったように思っていますが、28年度の匝瑳市の予算見る

と、全体で 148億ですかね。ただし、自主財源的なものはわずかに 49億、依存のものは 98億ということで

ありますが、例えば自主財源の 49億の中から、例えば今までのような一般会計から 5億近い繰り入れすると

いうと、他からもらうものではなくて、企業なり市民の税金なりのもの、約 10％が病院に一般会計から繰り

入れでなるような形なんですけど、提案者と、先ほど○○委員からは具体的な数字については行政にお任せ

いただきたいという旨の発言があったと私は理解していますけど、この 32ページに示されたような内容も含

めて作った事務局なり、あるいは今、行政のほうでとおっしゃいましたけど、これが本当にそんな形で今ま

での一般会計の繰り入れと市の予算との兼ね合いから見ていると、それが本当に V字回復という形でできる

という自信と確信を持っているのかどうか、その辺をちょっと聞きたいと思います。 

 

【議長】 

 ここら辺の数値目標になりますが。 

 

【委員】 

 よろしいですか。32、それから 37ページくらいまでが関わりがあるところですが、まず今、○○委員が言っ

ていましたように、まずこれが本当にやれるのかというところの部分の確認をする必要があるのかなと思い

ます。32ページの経営指標に係る数値目標ということで、病床利用率を見ても 70％で、現状の 27年度実績

では 57.2％、これが地域包括ケア病床を取り組むというところの中で、これだけを持っていこうというとこ

ろです。これが例えば 32ページのこの数字がありきで 37ページの財政収支計画になっているのか。収支計

画上の数字がまずありきでいくと、この比率になるのか。その辺、どういう考え方でこの数字をパーセンテー

ジ、並びに収支計画書が出てきたのか、その辺を具体的に聞いたうえでないと話が進まないのかなというふ

うに思います。 

 

【議長】 

 はい。事務局、この数字の。 

 

【事務局】 

 それでは、37ページ、今回の差し替えさせていただいた 37ページと、あと、それからそこは出している

ところなんですけど、32ページの経営指標に係る数値目標との関わりというところでまずお話しさせていた

だきたいと思います。 

まず、経営収支比率につきましては、こちらは黒字にするという大前提がございますので、ここについて

は 100％を超えることを目標として設定しています。その 100％という目標を達成するためにということで中

身を検討しています。それと併せまして、病床利用率につきましても、一応ここは 70％という目標立てをし

た上で設定しています。というのは、総務省から示されている部分で、病床利用率については 70％が改善の
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目安とされているとこでありますので、そこに持っていくためにはどうしたらいいかというところで検討し

ております。 

医業収支比率と給与費比率につきましては、ここは特別な目標設定をしてこの数字にしたわけではなく、

経常収支比率を 100％超えるためにこういったものを確保し、こういったものを削除した結果、32年度にお

いては医業収支比率が 84.6％、給与費比率が 74％というのが自動的に導き出されています。 

経常収支比率 100％を超えるためにどの辺のところが改善というか経営的に努力していくのか検討したの

かというところですけども、まず、収益の面では診療加算についてできるだけ取れるものは取っていくとい

うことで、診療加算の増額分という部分を見込んでいます。併せて増えるだけではなくて診療報酬の改訂が

あるということで、それは今度マイナス改訂になるのではないかということですので、一応診療報酬の改訂

をマイナス 1％というような形で見込んでおります。 

あと、地域包括ケア病床、先ほど申し上げましたが、平成 30年度から導入するということで、平成 30年

度 10床、32年度には 20床になるような形での地域包括ケア病床への転換を見込んでおります。地域包括ケ

ア病床になりますと、在院日数 60日ということと、旭さんですとか他院からの急性期を脱した方の受け入れ

ということで、病床についてはかなり確保できる、患者数を確保できるという見込みを立てておりまして、

それによる病床利用率の増加というところを見込んでおります。一方費用面ではというところで、どういう

ところに注意しているかといいますと、職員給与費については退職の不補充というような形で、3名程度の

職員数の減。あと、細かい話ですけども、建設準備室へ来ております職員については、今現在 3条会計とい

う収益的収支で給与を支払っておりますけども、こちらについてもゆくゆくは資本的収支のほうに移ってい

くということですので、その分の人件費についても 3条のほうからは除いている、そういったところもあり

ます。 

一方、経費の中でも材料費については医業収益が上がる、入院患者が増える、患者が増えることによる、

それに見合う増加っていうのも見込んでおりまして、平成32年度においてはこのような見直しを進めた結果、

地域包括ケア病床による患者数の増加を見込み、このような黒字になるというような見込みを出しておりま

す。以上です。 

 

【委員】 

 古いほうのデータで見たのかもわかりませんが、比率から医業収益で 28年対 32年を見ますと 9.5％、10％

近い伸びがないとこれを達成できない状況になるんですね。非常にハードルの高い数字なのかなというのは

感じておりますが、その辺はいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 今のお話は医業収支比率が伸びがというお話ですか。 

 

【委員】 

 そう、医業収益だけで見て、平成 28年の 14億 6500万ですか。 

 

【事務局】 

 はい。 

 

【委員】 

 それと、32年、16億 300万、この比率からいくと 9.5％ぐらいあるんですよね。要するに、1割近い伸び

を 4年間で想定をしていくっていうのは非常にハードルが高いなという感想なんですよ。これが説明のあっ

た地域ケア病床の 30年 10床、それから 32年 20床という、そういう流れの中で到達していけるのかなとい

うのが一つと。それと、もう一つ、確認ですが、現状当病院の構造は地域包括ケア病床が確かできないので

はないかというような、私、記憶があるんですが、その辺は 30年からの取り組みということで大丈夫なんで
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しょうか。その 2点ちょっとお願いいたします。 

 

【事務局】 

 地域包括ケア病床が取れるか取れないかと、この点に対してまずお答えさせていただきます。それに関し

ましては、まず今のこの基準ですと、廊下幅が足りない部分がございます。あと、1床当たりの面積が 6.4

平米以上ないとできないということなんですが、そのことを考えますと、例えば今の 4床部屋を 3床にする

ことによって 6.4平米以上になると考えられます。ただ、廊下幅に関しましては、関東信越厚生局に対して

改善報告、言うなれば建替えますのでそれまでご猶予くださいというのを毎年出すことで地域包括ケア病床

が取れるとなっておりますので、それで計画に盛り込んでおります。以上です。 

 

【委員】 

 わかりました。 

 

【議長】 

 それからもう一点、医業収益の件がありますが。 

 

【事務局】 

 はい、すみません。こちらにつきまして、今の医業収益の伸びが高すぎるのではないかと、見込みが高す

ぎるのではないかというようなお話だったかと思います。こちらに関して特段の数字の操作を行っているわ

けではございません、ただ見込みとして高いと思われるかもしれませんけれども、平成 32年度において地域

包括ケア病床が 20床ということで予定しておりまして、その患者数の見込みですけれども、そこは一応 19

床は使っているというような若干高めの設定とさせていただいています。要するに、地域包括ケア病床の病

床利用率 95％ということで見込ませていただいています。そうすることによって、年間患者数のほうが 6935

人ということになります。それに伴い、入院単価のほう、1日当たり 3万 2000円という単価設定をさせてい

ただいているんですけれども、それで見込んだ結果の増収部分がほとんどになっているということです。95％

じゃなくても多分黒字に達すると思うんですけども、ここでの病床利用率の目標値はとりあえず 70％という

ことで目標設定したかったものですから、数字としては1900万のプラスということになっておりますけども、

ここはもう少し下げる、実際には病床利用率がもうちょっと下がればここも下がるということになる。しか

し、そうすると病床利用率が例えば 69.5％、69.8％とかいうふうな数字になることになりますので、経営指

標に係る数値目標としては病床利用率は70％っていうところを見込ませていただきたくてこのような数値に

なっております。ですので、本当に無理な数字かというとそういうことではないというふうに考えています。 

 

【委員】 

 すみません。20床増やしただけで 2億増えるってことなんですか、単純に。ちょっと見方がおかしいです

か。入院収益で言えば、プランのこの計画の中でいくと 31年が 8億 8900万ぐらいで、32年はもう 9億って

いうような形になるわけですよね。 

 

【事務局】 

 そうです、はい。 

 

【委員】 

 現状の 28年あたりから比べていくと、かなりの勢いで増えていくわけですけど、1床入院患者が増えると、

そんなに、3万いくらっておっしゃってましたね。 

 

【事務局】 
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 3万 2000円で見込んでいます。 

 

【委員】 

 足りなくなりませんか。細かな話で申し訳ないんですけど。 

 

【事務局】 

 単純に「3万 2000円×365日」、1床増えて 1168万増えます。 

 

【委員】 

 1000万ぐらいにはなるんですね。まあそうだね。 

 

【事務局】 

 ええ。ですから、10床であれば 1億 1680万が増えるという試算のもとになってございます。 

 

【委員】 

 365日で計算するっていうことですね。1床がフルに埋まっていますよという形ですね。 

 

【事務局】 

 1床が常に埋まっている計算でございます。 

 

【委員】 

 よろしいですか。今のこの 70％っていうのは、今日の議題とは離れるかもしれませんが、今度 2月、今日

決めた工程の中に病床数を決めていきましょうという話が今出ています。そうしますと、前回の議論のとき

には病床利用率が確か 82から 83の中で議論をしていた記憶があります。その前提で考えますと、この 32

年が 70というところで、33年が八十いくつということは、到底この中で議論としてはおかしくなりますの

で、この 70が現実味があってマックスということであれば、今後の議論の中でも一応 32年の 70というのが

一つのベースになるのかなと。それを前提に今後議論をする必要があるなというのを考えておきたいと思い

ます。 

それと、資本的収支の中で、先ほど説明いただいたのかどうかわかりませんが、平成 29年度から建設改

良費が一気に 3300万まで落ちると。これはどういう理由なのか、もう一度すみません。私が聞き漏らしてい

たら申し訳ないんですけれども、その説明をお願いいただけますか。 

 

【議長】 

 事務局よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 すみません。まだ説明はしておりませんでした。建設改良費につきましては今後の予定ということで、新

病院については一切触れておりませんで、現病院の中の建設改良費ということで、資産の購入と施設の整備

ということで見込んでいるんですけども、資産の購入が 2000万程度、施設整備が 1000万程度ということで、

大きな補修とかそういうものになると思うんですけど、そういった形で見込んでおります。 

 

【委員】 

 29年度からはこれだけ減額できるという考えで大丈夫だということですね。 

 

【事務局】 
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 すみません。これにつきましては今回の建替えに関する経費等は含まれておりませんので、現状の医療機

器等、そういった改修等のみということで計上させてございます。以上です。 

 

【議長】 

 ほかにいかがでしょう。 

 

【委員】 

 事務局、この 70％っていうのは 110床ベースで 70％って意味だよね。 

 

【事務局】 

 これは 110床ベースで 77人です。 

 

【委員】 

 それから、新病院は 100床ベースで 80というのを出しているんだよね。だから、分母が違うんだよね。 

 

【事務局】 

 そうです。新病院とは分母が違っております。 

 

【事務局】 

 110床ですので 77人ということになります。100床で考えれば 77％。新病院では 83まで持ってくという

ことで、6％から 7％を上げてくということです。 

 

【委員】 

 ですから、途中で地域包括ケア病床を作るということになると、減床しなくちゃなんないんですよ。診療

録体制加算をこれから申請していくところですけども、145から110に減床したばかりなので、なかなかちょっ

と議会の皆さんからも、すぐやると理解を得られないようなところがきっとあると思うんで、ちょっと準備

をしてから作ろうと。いずれにしろ、地域包括ケア病床を作るときには 110からさらに減床をすると。それ

が前提になりますので、それで分母が変わってきますから、少しまた数字も動きますけど。 

 

【議長】 

 ほかにいかがですか。 

 

【委員】 

 委員長、36ページへ入ってもよろしいですか。 

 

【議長】 

 どうぞ。 

 

【委員】 

 36ページに、職員主体の経営改善ということでうたわれています。それで、今回の一つの提案なんですが、

進行管理をする組織を明確にうたっていくべきではないかなという思いがしています。1ページの 4行目だっ

たと思うんですが、匝瑳市、匝瑳市民病院が一丸となって取り組むものであるという明確なうたい文句があ

りますので、やはりここでは組織横断的に進めるという抽象的なものだけでなくて、進行管理をきちんとや

る、そういう形をうたって全体で取り組むんだと。39ページを見ますと、点検、評価が年に 1回というよう

な形の表記になっておりますので、非常にハードルの高いところのものをやっていくということであれば、
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点検、評価 1回ではなくて、進行管理をこの全体でやっていくんだというようなものを、この項目の中でう

たっていくことを提案させていただきます。 

 

【議長】 

 いかがでしょうか。今のご意見ですが、非常に貴重なご意見だと思います。進行管理の状況をしっかりやっ

ていくということで開示をして説明をしていくということでいかがですか。 

 

【委員】 

 異議なし。 

 

【議長】 

 これでよろしいですか。事務局、何かございますか。 

 

【事務局】 

 委員のご意見を伺いまして、この改革プラン案を取りまとめようと考えておりますので、委員の皆様の総

意であればと考えています。以上でございます。 

 

【委員】 

 確認で、32ページの経営指標に係る数値目標なんですが、四つの数値目標があるんですけれども、（4）

に目標達成に向けた具体的な取り組みということで、具体的にこういう取り組みをやっていきますと。これ

に関して数値目標を設定するようなものはないということで、数値目標はこの四つということでよろしいで

しょうか。というのは、平均在院日数を増やすといったような取り組みもありますので、そういった部分を

例えば数値目標に入れるとかそういったことは特にこの中では言及しないということでいいでしょうか。 

 

【議長】 

 いかがでしょうか。具体的に数値目標を入れていくかということですが。 

 

【委員】 

 数値目標ばっかり載せてもしょうがなくないですか。目標値の設定だけで終わるわけですからね。 

 

【議長】 

 一応この案でよろしいですか。ご意見なければこの案のとおりということでよろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 今の病院以外の、次のページもいいですか。 

 

【議長】 

 はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 改革プランそのものについては、この中にかなり具体的なことも書いてありますけど、一般論的なもので

改革プランがこれで終わりっていうことになるとちょっと物足らないと、そんな感じがしますね。例えば 38

ページに再編ネットワーク化計画というのをありますけど、今までの議論の中で出てきた、ここでも医師不

足ってのは解消するのは難しいと、こういう話は衆目の一致するところでありますけど、それをやはり例え

ばここに書いてある再編ネットワークの中で、例えば話に挙がっているところの多古中央だとか東陽病院、
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そういうところと匝瑳は三つがやっぱりおのおのの特性といいますか、そういうのを活かすことによって医

師不足、例えば千葉大さんなり旭中央病院さんから医師を派遣してもらうときに、今まで単独で、どの病院

もデパートみたいにお願いするんじゃなくて、やっぱり在宅医療は匝瑳とか、東陽は何、多古は何っていう

形にすることによって医師不足の解消はできるんじゃないかなと、可能性として推進できるんじゃないかと

思うので、単にこれ何か一般的なことしか書いてないし、いわんや、39ページあたりを見てもらいますと、

見直しの方向性については重要な意味を持ってると。こう書いてあるんですけど、あと継続的に検討をして

いくものだと。これ一般論なんですよね。それでは私は不足だと思うんですよ。やはり経営形態についてこ

うあるべきだと、そういうようなものを大いに議論して、それを織り込むようにすべきじゃないか。そのあ

と市長の判断で、市民の代表である議会に提案してくと。そういう形なんですけど、少なくとも市長が検討

委員会では経営形態についてこういうのが出てこうなったんだというのがわかるようなものをプランとして

はまとめていかないと、ここに 39ページに書いてあるような一般論では私はまずいんじゃないかと。そう思

いますね。 

 

【委員】 

 ただいまの件ですが、実は私、11月に横芝の東陽病院と、それから同日に多古の病院へ伺ってまいりまし

た。それで両病院の現状の方針というのを一応確認してきたところであります。その中で経営の形態を変更

するといったものや、また今の状態を特別にどうこうという、経営統合含めてそういう検討は両町とも一切

行っていませんという回答をいただいております。 

そこで一応今までやってなかったっていうところもあるんですが、東陽病院では今年の 5月から医療連携

室を作って近隣病院との連携を強化したいという意向がありました。それと多古は従前から医療連携室を作っ

て取り組んでいるということでありましたので、当座は事務局長クラスでの協議を重ねて医療連携の強化に

努めていただくというところで話し合いをしている状況であります。 

 

【議長】 

 ○○委員いかがですか。 

 

【委員】 

 私、一つの例として申し上げましたように、資料の説明、提案説明がありました。大体においてそれを了

承ということはありましたけど、やっぱりこういうことも検討したほうがいいんじゃないかというような、

誠にといいますか、有意義な意見等もありましたから、そういうところを改革プランの中に織り込んで、市

長がまとめるなりの参考にすると、それぐらいにすべきだと思うけど、ここにはそういうのがあんまりにじ

み出てないように思われますけど、その辺はいかがなものかということでちょっと諮ってもらおうかと。 

 

【議長】 

 この委員会ではその決定権はありませんが、意見ということで、委員からこういう意見が出て、答申した

いということも可能ではございます。その点を踏まえまして議会に出していただければと思いますが、皆さ

んいかがでしょうか。 

 

 

【委員】 

 だいぶ前から私は収益という面のお話の中でお話をさせていただいてきているんですが、人材の確保、医

師の確保が大変難しいという中で、これを目指していくと 33ページから 36ページ、限られた期間の中でい

ろいろと細々と節約をしながら意識を高めて収益を上げましょうという問題と、あと病床を工夫してその中

で収益を上げていこうっていうようなお話で黒字にしたいんだっていうような話があったんですけど、例え

ばここですと、禁煙外来ですとか、それから糖尿病の診療指導だとかっていうようなことしか載ってないん



21 

ですけど、私が言っていた、例えば人間ドックに特化したものであるとかそういうものっていうのはこのプ

ランの中に入れられないんでしょうか。何度か私この会議の中で話をしているんですが。 

 

【事務局】 

 今委員からのご意見ございましたけども、一人のご意見というよりはこの委員会の中でそのご意見がこう

いったものがいいだろうということで決定したのであればここに載せていきたいと考えております。以上で

ございます。 

 

【議長】 

 はい。今の○○委員の意見として、人間ドック機能を充実させていこうという、一つの提案ですが、はい、

どうぞ。 

 

【事務局】 

 ○○委員のおっしゃっている部分というのはよくわかっております。以前検討していただいた際にそういっ

た意見が出されていることも重々わかっているんですけども、現状の病院でというよりは、新病院の方で要

は人間ドックなどをもっとやっていこうという御提案かと私ども受け止めておりました。ですからどちらか

というと建替え整備の基本構想・基本計画の中でそういった意見が出されて、ではそういう方向でやってい

こうというような方向のお話なのかと事務局では思っておりまして、現病院でそこに特化していくというお

話とは考えておりませんでした。 

 

【議長】 

 よろしいですか。 

 

【委員】 

 まあまた、揉み上げるところの過程で、意見する機会があれば是非どんどん言っていっていきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 

【議長】 

 ほかに何かご意見、はいどうぞ。 

 

【委員】 

 確か公立病院改革プランでは 3年間続いて病床利用率が 70％以下の場合は、いわゆる再編ネットワーク、

あるいは経営形態を考えるべきであるというふうな文言があったかのように思うわけですね。そうしますと

先ほど○○委員がおっしゃったように、何らかの形でこれを検討するということは必要なことかと思うわけ

ですけども、この文書だけで終わってしまっていいのかどうかちょっと心配なところがあります。この市会

議員から寄せられた意見も一つごもっともなところがあって、それに応えていくということが今できるのか

どうかということですね。やはり応えられるような形での委員会であって、またこの結果を報告していただ

くというようなことは必要かなと、一つずつつぶしていくことも必要かなという気はします。 

 

【委員】 

 この資料と今までの議論を聞いていて、最初に言ったように欲しいものを挙げるのであれば、みんないろ

いろなものが欲しいわけですね。しかしながら、マンパワーがない現状では、何かに特化していかないとだ

めだと思います。ですので、例えば先ほど言われていたように、地域包括ケアが進んでいるのであれば、そ

れに特化してやっていく。ほかのものはちょっと言い方が悪いですが切り捨てていかないと成り立たないで

すし、改革プランを立てるのでしたら、そういうかなり大胆な意見を出していくべきだと思います。そうし
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ないと本当の意味での改革は無理だと思います。ですので、もう少し議論されたほうが良いと思います。 

 

【議長】 

 はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 それに続いて申し訳ないですけども、前回は、経営形態の変更の議論は新しい病院の役割なりその辺の議

論をしてから経営形態の議論はしようっていうことになっていたと会議録にはそのように書いてあるんです

よね。私は理解が皆さんより乏しいのかどうか知りませんけど、この改革プランがこの次の 3月でもうでき

あがるということでしょ。できあがるということでしたら、従来から話してます医師不足の解消の問題を含

めて経営形態の問題、踏み込んで統合までというようなことも含めて、やっぱりそういうものを出さなきゃ

いけないと思うんですよね。ただこれだけ今議論した、これだけをもうできたんですよっていう話になって

るんですよ。じゃあ市民の理解を求めるっていうこと、書いてありますけど、じゃあこれが改革プランで市

民の理解を求めると言ったら、今までの国保匝瑳病院と何が違うんですか、どういうものが今度市民の皆さ

んが理解できるようなものがこの中には含まれているんですかって。私は理解が乏しいかもしれませんけど、

十分把握できていませんけど、ずっと提案説明をしてくれた事務局に、今までの匝瑳市民病院とはこの改革

案はここが違うんだよ、これなんだよっていう目玉をちょっとできたら教えていただきたいと思います。 

 

【議長】 

 今までの総括のお話になりますが、この経営形態の見直しの方向性というところで○○委員から意見がご

ざいましたが、事務局いかがですか。 

 また、ほかにこの点をきちっと周知してもらいたいとか、何か集約的なまとめの意見がございましたら。 

 

【委員】 

 はい、すみません。35ページの人材確保と育成というところで、医師等の人材確保ということで載ってい

ますが、ちょっと確認ですけども、今、千葉県の医師不足病院医師派遣促進事業の活用っていうのはこの中

身っていうのはどういったものになっているんでしょうかっていうことと、就業支援サイト活用した医師確

保対策、この中身についても教えていただきたいと思いますし、あと医学部に在籍してる学生に対する奨学

金の貸付け事業に対する対策っていうことで、現状の貸付け事業の内容っていうのは他の公立病院と比較し

てどうなのかっていうところの中身が聞きたいです。 

それと、32年までの間の計画になっていますが、その点での医師確保の医師の目標についてはどうなって

いるのかっていうところですね。資料の最後、お医者さんの推移の資料ありますけど、じゃあ 32年までの計

画についての目標値っていうか医師確保のやつは載っていませんでしたので、そこら辺どうなのかっていう

ことです。また、この計画をその収支改善含めた計画を進めていくっていう点ではやっぱり医師確保が絶対

に必要だと思いますし、それだけの確保するうえで、今までどおりの病院対応だけでなくて、前回も言いま

したけども、やっぱり匝瑳市の在宅医療含めたその予防医療とか地域医療はこういうことを進めていきます

ということを発信しながらどうしてもその医師確保を何とかしなきゃいけないという、そういうプランと併

せた医師対策が必要じゃないかというふうに思います。それは経営形態がどうこうということもありますけ

ど、それに関係のあるそういったことは必要だと思うんですね。そういうことを本気になってやっていく必

要があるんじゃないかなっていうことを意見として挙げたいと思います。 

 

【議長】 

 はい。ただいまの質問ですが、事務局お願いします。 

 

【事務局】 
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 それでは医師確保ということで、まず千葉県の医師不足病院医師派遣促進事業という事業の概要でござい

ますが、これにつきましては、法人、民または公立問わずそこのほかの、他の病院からこちらの病院に派遣

をしてくださると、その場合に派遣元病院に県が 1000万、市が 500万、年間ですけども、1500万を派遣元

病院にお支払いするので医者を派遣してくださいというような制度でございます。これにつきましては県に

内科医師、また整形外科医師をお願いしてございますが、どちらかというとなかなか県としてもその確保と

いいますか、派遣元病院の確保というのはなかなか難しいということで、基本的には病院対病院という形で、

医師の確保をしたい病院が、派遣元病院を見つけて交渉するという形で、現在 1団体と交渉を継続しており

ますが、確保にはつながっておりません。 

あとは就職支援サイト、医師紹介サイトですが、転職したい医師を募集しまして、例えば転職を希望する

医師が千葉県内の病院に就職したい等の希望があった場合には、そのサイトをとおして当院はこういう病院

でこういった条件ですよということを相手にお知らせし、やり取りがだんだん進んでいきますと、直接お会

いできるようになります。面談で就職の条件等を説明し、その話が進めば当院へ一度来ていただいて、どう

いう病院なのかというのを見ていただいたり。現在 1名のドクターと交渉中で回答待ちというところでござ

います。あとは奨学金につきましては、医学生でございますので相当なお金がかかるということもございま

すので、それについては月額 30万円を貸し付けるという、その貸し付けた期間の 1.5倍、卒業後研修が終わっ

て当院に来ていただいた場合にはその貸付期間の 1.5倍の期間は当院で就業していただければ貸付金の返済

を免除するという制度でございます。 

 

【委員】 

 よろしいですか。今ちょっと話がいろいろ飛んでしまっている感じがするんですけど、経営の形態の検討

やまた診療の関係に特化をしてというご意見をいただいたところで、実は関連で前回の議事録の最後のほう

に今のまま単に建替えだけ行うのか、それとも病院の内容まで変えていくべきかはっきりさせるべきだと。

経営のことも含めて根本的に変えるのかを話し合うべきか決めていただかないと突っ込んだ話ができないと

委員から意見がありました。このご意見の回答として、突っ込んだ意見までやるということであれば、やは

り経営の形態の問題や特化すべきというのも、もっと話をしていかないとならないと思います。この新改革

プランの作成のスタンスとしてそこまで突っ込んでいくんだというところが、病院として、スタンスとして

思っているのかどうか、そこをまず確認する必要があると思います。それで、なおかつそういうスタンスで

ということであれば、今日出しきれていない課題があれば、これは後日にでも再度やっておかなきゃならな

い題材じゃないかなと。これ一回でというのは、私はいかがかなと思います。ただし、今後やる基本構想、

基本計画の中にそういうものが検討の対象としてあるということであればそちらへ回してもいい題材と思い

ます。まず何ていうんですか、根本的なところの議論までやるということのスタンスを確認するということ

と、まだ議論不足だよといわれているところのものが今後の中で議論の対象になるのか、ここで終わるのな

らば、ここの一回でこの新改革プランですよという議論は拙速になりますので、その辺もちょっと確認をさ

せていただきたいと思います。 

 

【議長】 

 事務局、この新改革プランの一番の根本になりますが、どうぞ。 

 

【事務局】 

 今、委員おっしゃられたとおり、今回につきましてはそういった深い部分につきましても委員の皆様には

ご検討いただければと考えております。最初に申し上げましたが忌憚のないご意見をということで、これは

建替え整備とある程度リンクする部分もございますけども、そこでは検討の予定をしておりませんので、こ

の改革プランの中でそういった深い部分といいますか、ご検討いただければと考えております。以上でござ

います。 
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【議長】 

 はい。そうしますとこの経営形態まできちっと踏み込んで意見をまとめるということに。そこまで入り込

んでよろしいかということになるのですが。これは難しいことなのかなと思いますが。 

 

【委員】 

 もう一つ確認をさせていただきたいんですが、ここでのこのプランに対する、通常で行政的にはよく実施

計画といいまして、この指針に合わせて個別にこういうことをやっていきますというものを事務局側で予定

をしているのかどうか、単にこのプランでもう方針ですよ、実施計画と同じですよという形でいくのか、前

回の改革プランは、確かまとめたものに対して進行管理の中で確認しながらやったような記憶があります。

その辺もちょっと確認をさせてください。 

 

【議長】 

 はい、事務局どうですか。 

 

【事務局】 

 進行管理という部分でございますけども、前回の改革プランのときにもある程度個別の項目を割り振りま

して、その中でどこまでできたんだというような評価をしていただいた、これが評価という形になるかとは

思いますけども、そういった形で年ごとに進行管理をやっていく予定でございます。以上でございます。 

 

【議長】 

 よろしいですか。ほかにありますか。はい、どうぞ。 

 

【委員】 

 たしか 1回目の検討委員会のときに、ご説明があったかとは思うんですけれども、この改革プランと基本

構想、基本計画との整合性ですよね。その辺が今はもう改革プランだけで、この改革プランはどこまでの期

間で何を想定しているのか、何を目的としているのか、先ほどご発言があったように、改革プランが備えて

いるべき具体的な項目ですよね。それはこれで満たしているのかどうか。それと先ほど、ほかの委員からも

質問があったと思うんですけれども、結局新病院の基本構想なり基本計画、建替えも含めてそのイメージが

繋がるわけですよね。その改革プランが、この表記だと基本計画、基本構想、建替えには全くつながってい

かない、踏み込んでいないというか、途中で議論を止めている形になっていると思うんですよ。ですから、

その辺もう一度確認なんですけれども、改革プランというのは何を備えていなければならないのか、それは

新病院、建替え後の病院の具体的な病床数も含めて、診療科も含めてそこにつながることが必要ではないの

かどうか、その辺ご説明いただきたいと思うんですけども。 

 

【事務局】 

 今、○○委員からご質問がありましたところで、まず改革プランにつきましては 32年度までのことを目標

にするという、その 4年間の計画ということになっております。当病院の場合にはその先に当然新病院の建

替えっていうのがありますので、当然リンクしてくる部分がありまして、これまでもいろいろ一緒に検討し

ていただいた部分なんですけども、確かにこの計画上ではその新病院という部分はあんまり意識したところ

はなくて、例えば病床数の削減というところを今回入れさせていただいた中ではそこは新病院の検討された

病床数を参考に、それに向かって減らすというような書きぶりはさせていただいておりますけれども、そこ

まで新病院のほうを意識している部分はないというふうに思います。項目については、基本的には必要な項

目は一応網羅しております。 

先ほど○○委員からお話ありましたように、3年連続 70％未満の病院というのは、再編ネットワーク化で

すとか、経営形態の見直しに、抜本的な見直しをとガイドラインには示されております。ちょっとこれが解
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釈として正しいかどうかわからないですけれども、今読ませていただきますと、依然として、3年間連続し

て 70％未満の病院が相当数ある。これらの病院にあっては、新改革プランにおいて、地域の医療提供体制を

確保しつつ、病床数の削減、診療所化、再編ネットワーク化、経営形態の見直しなど、再度抜本的な見直し

を検討すべきであるとされております。今回、本来であれば、そういう経営形態の見直しとか、そういった

ところももっと踏み込んだお話ということがあってもいいのかと思いますけども、この中での病床数の削減

というところには、この改革プランの中で取り組む。あと、地域包括ケア病床の導入によって、地域の医療

体制の確保というところに取り組むというところで、一応そこの部分をクリアしているのかなというふうに

考えております。 

 

【委員】 

 はい。それでは 32年までということで、今の説明あった部分としてはクリアはされているということだと

思うんですが、委員の皆さんもそうだと思うんですけども、新病院というか、建替えということがやっぱり

意識の中にあるので、そういう観点から見ると、どうしても踏み込み不足だと。途中止まっているという、

何か消化不良なんですよね。ですから、その辺が改革プランを 3月までということのご提案もあって承認さ

れたと思うんですけれども、その辺を今後の基本構想、基本計画にどうつなげていくかということを議論し

ていただいて、そうなのであれば、改革プランにはここまでいって踏み込むということがやっぱり必要では

ないのかなと。そうでないと、何かこの改革プランは新病院の建替えがなくてもいいようなイメージになる

と思うんですよ。そういうことではなくて、建替えしますという議論を発端からこの検討委員会があるわけ

ですから、その辺は整理すべきだというふうに思います。以上です。 

 

【委員】 

 ○○委員なり、○○委員がおっしゃった意見に賛成です。先ほど、新改革プランは改革するための新しい

プランですから、改革するための新しいプランは、市民に今までの匝瑳市民病院とここが違って、こういう

改革するんだよという目玉、説明してくださいといったら、その回答はないですね。ですから、やはり今の

回答では、基本計画なり、基本構想とリンクさせていくっていう話ですから、改革案にそれはやらなくても、

じゃあ、必ず検討委員会の中で、経営形態の問題も含めて、今までの匝瑳市民病院と全く同じようなものを

作るんだっていう結論にするのか、やっぱり市民の皆さんが見て、そうか、こういうのを出してくれて、俺

たちの新しい病院ができるんだと納得してもらうのか、それは次回にするのか、基本構想との間の中で議論

するのか、その辺は皆さんに決めてもらいたいと思いますけど、私はぜひやってほしいと思います。 

 

【議長】 

 はい。今のご意見皆さんいかがでしょうか。もちろん、今の意見ごもっともなところでございます。この

委員会で、そういうところの文言をもっときちっと組み入れて、この修正案を案として組み入れていただけ

ればと思っているところでございます。 

一応、点検、評価、公表まで、ご意見、皆さんからちょうだいいたしました。先ほど、まだ改革プランの

中で公設公営、公設民営等の経営形態のところもありますが、事務局からお願いします。 

 

【事務局】 

 ちょっと戻ってよろしいですか。 

 

【議長】 

 どうぞ。 

 

【事務局】 

 ○○委員からご質問があった、未回答になっているっていう部分で、今回の改革プランにおける目玉は何
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かあるのかっていう話があったかと思います。そこに関しては、やはり経常収支を黒字化するために取り組

む事項の中で、大きなものとしては、地域包括ケア病床の導入の検討と、病床数削減の検討と、この二つが

大きな目玉になるものと考えております。 

 

【議長】 

 はい。どうぞ。事務局お願いします。 

 

【事務局】 

 実は当初の予定でございますと、今回で改革プランのある程度の取りまとめをいただきまして、1月にパ

ブリックコメントというものを行いまして、その後、2月に次の会議を開きまして、委員の皆様にパブリッ

クコメントの中身をご検討していただいて、また最終的なものという形を予定しておったんでございますが、

先ほど委員の皆様からのご意見の中で、消化不良な部分もあるというようなご意見をいただいております。 

 しかしながら、次回また、経営形態の見直しと、あと今回ご指摘いただいた部分の修正っていうことだけ

でお集まりいただくということよりも、できることであれば、現在は改革プランの中に経営形態の見直しと

いうことが入っておりますけども、そうではなくて、基本構想、基本計画の中でも経営形態の見直しを検討

していくという形につけ加えさせていただいて、つまり、次回、基本構想、新病院のほうで検討していくと

いうことにさせていただいて、この改革プランでの経営形態の見直しに関しては、現在の記述でも今後検討

していくということとなっておりますので、それで調整させていただくか、さらにもう少し付け加えさせて

いただくとすれば、基本構想、基本計画においてさらに検討していくとか、そのような形にさせていただけ

ればと思うんですけども、その辺はいかがでしょうか。 

 

【議長】 

 今の事務局の意見ですが、皆さんいかがでしょうか。 

 

【委員】 

 今、皆さんの意見は、もう一度議論の場を作っていただきたいっていうのが本筋だと思いますので、一応、

改革プランの中での限界があるならば、これはこれとして、基本構想、計画の前段で、その議論をきちんと

やって方針というものを明確にしとく必要があると思います。それから、議論の場を保証していただくとい

うことでお願いしたいと思います。 

 

【議長】 

 はい。それでは最終的な改革プランの案ですが、一応この案は、この原案のとおり、修正しなければいけ

ないところがございますが、次回、経営形態の見直しとか、そういうところの議論の場を改めて作っていた

だいて、この基本構想、基本計画の前段階として、議論をしていただくということでよろしいでしょうか。 

 

 

【委員】 

 度々すみません。パブリックコメントをやるということですから、パブリックコメントで出てきた意見を

もう一度この案と照らし合わせて、委員会で揉んでいただくということですよね。それがあった上で、さら

に経営形態の話とかは別にやっていきましょうということでよろしいですか。そのパブリックコメントの段

階のものはもう一度、ここでやっていただいた方がいいと思います。 

 

【議長】 

 ということでよろしいですか。はい、どうぞ。 
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【委員】 

 次回で結構ですけど、ちょっと細かいことで申し訳ないのですが、年度収支計画のところでの入院収益の

ところですが、この算出方法ですね、これをできれば具体的に、次回で結構ですけど。 

といいますのは、28年度見込みから 29年度には、入院収益に関してはもう既に上がっているわけですよ

ね。30年度、31年度どんどん上がっていく。もちろん、その地域包括ケアという話が出ると思うんですけど

も、どういう見込みで、いつの時点で診療単価がぐっと上がって、あるいは、患者数がどう変動したという

ことを踏まえたうえでこういうふうな数字になっているのか。その病床利用率も、どのあたりを見込んでど

うなのかということも、ちょっとこの計算というか、算出方法を出していただければ、イメージとしてわか

るかなと思いますので、次回で結構ですので、お願いできればと思います。 

 

【事務局】 

 それは、どうしましょうか、次回でよろしいですか。それとも、この会議というわけではなくて、皆さん

に資料としてお配りした方がよろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 もしできれば、もちろんその方が皆さんにとってはいいかもしれません。 

 

【事務局】 

 はい。では、次回の検討委員会のときにお配りするのではちょっと遅いと思いますので、事前に皆さんに

こういう形で検討したという形でお示しさせていただきたいと思います。 

 

【議長】 

 はい。それでは、まだまだ一遍集約、なかなか困難なところがございますが、次のパブリックコメントの

あと、その意見等を踏まえまして、この席で詳しく、細かいところは揉んでいただいて、集約していきたい

と思っております。ほかに何かなければ、その他の項目に移りますが。何かありますか。一応この案は、こ

の原案とおり、あと細かいところの文言は訂正させていただいて、これでよろしいでしょうか。 

 

【一同】 

 はい。 

 

３ その他 

 

【議長】 

 はい。ありがとうございます。では、改革プラン案のとおりということで承認されましたので、よろしく

お願いいたします。それでは、次のその他の項目に移りますが、何かその他でございましたら。 

なければ、以上で議事を終了させていただきます。事務局、連絡事項等ございましたらお願いします。 

 

【事務局】 

 それでは、今後のスケジュールということでご説明させていただきます。今回意見をいただいたものを修

正いたしまして、それを皆さんに確認していただくために配らせていただきたいと思います。そのうえで、

さらにまた微修正とかありましたら、また修正していくという確認作業を急いでやらせていただいて。その

上で、1月の中旬からパブリックコメントということで 1カ月程度やらせていただきたいと思います。その 1

カ月の期間の間には、先ほどお話ありましたが、議会の全員協議会というような形で、ご意見をいただくよ

うな機会を設けることになると思います。その上で、パブリックコメントで出された意見、あと議員から出

された意見等を踏まえて、それに対する回答等、そういったものを用意しまして、計画に盛り込むような内
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容があるかどうか、その辺を踏まえまして、次回の検討委員会の際に、こういった意見が寄せられてこれに

対する回答はこうですとか、そういった資料出しをさせていただきたいと思います。その上で、最終的な改

革プランの案について、再度議論をしていただきまして、了承をいただいたあと、それを委員長から市長へ

答申という形で出させていただきたいと思います。それを市の内部で検討して、また議会にもかけていただ

いて、検討を重ねて、3月の末になると思うんですけども、新改革プランという形にしたいと考えておりま

す。 

それで、次回の検討委員会につきましては、日程の都合上、ちょっとタイトで、事務局サイドでパブリッ

クコメントの結果との日にちがあまりないので、ちょっと事前に資料をお配りできるかどうかわからないん

ですけれども、2月 23日の木曜日ということで予定させていただきたいと思います。 

 

【議長】 

 委員の皆様、2月 23日ということでいかがでしょうか。特別ご意見なければ、予定どおり、2月 23日木曜

日ということで、時間は午後 2時、今までどおりここでお願いしたいと思います。いろいろありがとうござ

いました。これで議長の職を解かせていただきます。なかなか難しい進行役で申し訳ありませんでした。 

 長時間にわたる会議の中で、貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。 

事務局よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 本当に長時間にわたりましてご議論いただきまして誠にありがとうございました。以上を持ちまして、第

5回国保匝瑳市民病院、新改革プラン及び建替整備検討委員会を閉会いたします。 

次回、第 6回検討委員会につきましては、2月 23日木曜日、午後 2時からこの会場でという予定しており

ます。またご連絡させていただきますが、よろしくお願いいたします。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

【一同】 

 ごくろうさまでした。 

 

４ 閉会 

 

 

以上 


