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第１回国保匝瑳市民病院改革プラン評価及びあり方検討委員会 会議録 

 

開催日時：平成 23 年 10 月 13 日(木)午後 7 時～午後 8 時 30 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）鈴木一郎 

     （匝瑳市民病院）セレスタ･Ｒ･Ｄ、海野広道、本田崇、渡邉恵 

                              （１１人／名簿順） 

市及び病院出席者：太田市長、菊地病院長、宇田副院長、布村副院長、大木看護部長、

江波戸医療技術部長、山内事務局長、市原事務局次長、藤崎副主幹 

 

１ 開   会 

 

２ 委嘱書交付 

 

３ あ い さ つ（太田市長） 

 本日は、皆様方には、公私ともに大変お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にあり

がとうございます。 

現在、匝瑳市におきましては、尐子高齢化の進展、人口の減尐、財政の健全化、そして市民

病院の経営改善など多くの課題を抱えております。 

取り分け市民病院につきましては、最も大きな課題であると考えております。 

市民病院は、恒常的な医師不足によりまして、診療科の休止や縮小を余儀なくされ、多くの

市民の皆様が現在の医療体制に不安を感じておられます。 

また、経営面においては、医業収支の赤字を埋めるため、毎年５億円を超える金額を一般会

計から支出している状況であります。 

市民の皆さんに安心できる医療サービスを提供していくためには、市民病院の経営の安定は

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本委員会を設置した次第

であります。 

さて、本委員会では、①「匝瑳市民病院改革プラン」の平成２２年度の進捗状況についての

評価を頂くこと、②今後の病院のあり方について検討をお願いしたいと思いますが、特に皆様

に検討をお願いいたしたいことは、地方公営企業法の全部適用への移行についてであります。

現在の市民病院は、地方公営企業法の一部適用に留まっておりますが、私としては、全部適用

に移行することによって、医師をはじめとした病院職員全員が市民病院を自分たちの病院と考

え、運営していただけるのではないかと期待しております。 

 委員の皆様方の率直なご意見をお聞かせいただきたいと存じます。 

本年７月には、新生匝瑳戦略会議から、「国保匝瑳市民病院の再建に関する意見書」が私あて

に提出されました。その結びには、病院の再建は、「他人ごと」ではなく、「自分ごと」として

捉え、病院経営に当たることが大切であるとの指摘がございます。 

改めて、この言葉をしっかりと噛みしめるとともに、その指摘を踏まえて、ここにお集まり

の皆様方の英知の結集に期待を寄せるものであります。 

 結びに、本委員会によりまして、真に実効性のある素晴らしい結論が導き出されることを心
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からお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。よろしくお願いいたします。 

 

４ 自己紹介 

  委員及び執行部が名簿順に自己紹介 

 

５ 委員長、副委員長について 

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設置規則に基づき、委員長 

に橋場永尚委員、副委員長に竹原潤委員が市長から指名される。また、同規則第４条

第２項の規定により、委員長が議長を務める。 

 

６ 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委員会について 

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

（３)その他 

 

〔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委員会について 

[議長] 

 次第に沿って議事を進めていきますので、ご協力をお願いします。 

[執行部] 

本日から開かれるこの委員会についてご説明します（提出資料確認）。 

まず、病院改革プランの評価をお願いします。平成１９年度に総務省から公立病院改革ガイ

ドラインが示され、公立病院に改革プランの策定があまねく求められました。それを受けて当

院も平成２１年度から２３年度にかけての改革プランを策定しました。初年度の２１年度評価

については本年３月に評価が済んでいます。ついては、２２年度の評価の検討をこの委員会で

お願いします。 

２点目は市民病院の５年先、１０年先の中期的に進むべき方向性と経営形態についてご検討

をお願いします。進むべき方向性については、匝瑳市や周辺の市町村の人口動態や病気の分布、

市民病院の医療機能、受診患者様の状況、全国の同等機能病院との比較などの資料を今後提出

させていただきますので、それをもとに地域のニーズと病院機能を重ね合わせていただき、実

現可能な今後の市民病院の方向性をご検討願います。 

３点目については、経営形態のご検討をお願いします。先ほどの市長あいさつの中で、現在

の経営形態については公営企業法の一部適用で運営していますが、公営企業法の全部適用の検

討をお願いします、とのお話しがありました。現在の一部適用というのは会計処理方式だけ企

業的なものを採用しており、組織的には病院は市の一つの部門、例えば市の総務課、財政課と

同じような一つの部門として位置づけられています。これを全部適用にすると、会計処理方式

だけでなく組織的に市と独立した公設の企業になります。それぞれにメリット・デメリットが

ありますので、それらをお含みいただいた上でのご検討をお願いします。以上の３点について、

今後ご検討をお願いします。 

スケジュールについては、案をご覧いただきますが、来年３月までの間で１１月には、今日

ご論議いただく平成２２年度のプランに対する評価素案の修正をお願いします。２つ目は今後

の医療の方向性の検討、それから経営形態の検討をお願いします。１２月には平成２２年度の

プランに対する評価のまとめ、医療の方向性の検討、経営形態の検討。そして１月には今後の

医療の方向性の検討を継続し、経営形態の検討についてはここのところで中間報告という形で

取りまとめをお願いします。２月は今後の医療の方向性の検討とここまでのまとめをいただき、
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３月にはプランに対する評価、病院の方向性、経営形態について１月の中間報告との再掲にな

りますが、これの最終報告を取りまとめて提出をお願いします。以上です。 

[議長] 

かなり大きなテーマの割には、日程的にかなりタイトだと思います。経営形態一つを決定す

るにしても、メリット、デメリットがあると思います。特にもっと重大なことは、方向性をど

う位置づけてどういう方向にもっていくかです。限られた医療資源というか、現在の医師不足

の中でどのような具体的な目標を設定して進んでいくか、我々が外から見るだけでなく内部に

直接携わっている先生方のご意見を伺って考えていかなければいけないと思います。最終的に

は書類にして提出するのでしょうか。 

[執行部] 

そのとおりです。 

[議長] 

どなたかご意見ありますか。 

〔発言なし〕 

[議長] 

それでは、そういう形で進行していくことにご了承いただけますか。状況によっては多尐の

変更はあり得るとは思いますが、その辺は柔軟に対応していくということでいかがでしょうか。 

〔異議なし〕 

 

〔議題２〕国保匝瑳市民病院改革プラン平成 22 年度進捗状況等の評価書（素案）について 

[議長] 

議題２について、執行部からお願いします。 

[執行部] 

お手元に配布させていただいている改革プラン平成２２年度進捗状況等の評価書（素案）を

ご覧いただきます。これは既にお読みいただいている前提で、簡単な説明をさせていただきま

す。 

２ページ目をご覧いただきます。これは改革プランに対しての点検と２１年度の評価、２２

年度の評価案が載せてあります。項目と内容は改革プランをそのままもってきています。２１

年度評価についてもそのまま記載しています。点検については２１年度と評価書と照らして、

２２年度バージョンに合わせて書き換えをしました。２１年度は内容と点検項目が必ずしも一

致していなかったので、内容に対して何をチェックしていくのか、それによってどうできてい

たのかできていなかったのかを検討するため、点検項目については全面的に見直しを行いまし

た。そして、点検項目に従って２２年度の評価を行い作成しました。点検項目に対しては、 

２１年度評価と２２年度評価案にはズレが生じた部分もあります。２１年度は評価が終わって

いますので、あえてそのまま表記してあるのでお含みおき願います。 

[議長] 

かなり細かで相当の分量があります。皆さんにはお目を通されたとの前提であるが、素案に

ついてご意見、ご質問等がありますか。 

[委員] 

２２年度評価案は、事務局が取りまとめて作成したものと思うが、スケジュール中の「評価

素案の検討」とあるのは、今日ここで質疑できるのですか。 

[議長] 

そのとおりです。 

[委員] 
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２ページ目の「民間的手法の導入」のところは、業務委託・契約について、なぜこうなった

のでしょうか。例えば、「医療機器の購入については、参加者がなく、中止となるケースが多々

あった」の意味が分からない。 

[執行部] 

医療機器の入札は、基本的には一般競争入札に付しています。今回、入札に付したが、２者

以上の応募がなく入札は成立しませんでした。それが８件中５件でした。１者しか応募がなか

った場合には一般競争入札は中止になり、その後に随意契約になるので、応募した１者と契約

した形になります。 

[委員] 

結果的には、そこと随意契約を結んだということでしょうか。また、メーカーかディーラー

のいずれですか。 

[執行部] 

結果的に随意契約を行いました。相手はディーラーです。 

[委員] 

７ページで、「未収金の管理」について、郵便１回、臨戸とは臨時に個別に訪問したというこ

とですか。また、未収金は今どのくらいありますか。 

[執行部] 

未収金の総額は、２２年度末で約４５０万円です。郵便は督促状を１回送った。臨戸につい

ては、その中で金額がかなり多い方のところに１軒１軒訪問しました。これを年２回行いまし

た。電話については、未収金が発生した段階でなるべく早い段階で督促を行っています。 

[委員]  

８ページで、「経営形態の方向性の検討」で、経営形態に対する市民の考えを把握するため市

民意識調査を実施した、というのは今日配布された資料に載っているということでよろしいで

すか。 

[執行部]  

あり方に係る市民意識調査の１６ページです。市民の皆さんに病院の経営形態はどういった

ものが好ましいかの問いに対し、市民の皆さんで一番多かったのは「病院の役割を果たせれば

運営の形態はこだわらない」というのが５６．４％と一番多かった。「市民病院としてこれまで

通り直接運営するのが望ましい」というのが１９．２％になっています。市民の皆さんは病院

の経営健全が図れていれば形態にはとらわれない、というような考えであることが分かりまし

た。 

[議長] 

未収金の質問が先ほど委員からありました。４５０万の中で回収は３２万６千円、払っても

らえない一番の理由は何ですか。 

[執行部] 

一番多かったのは生活苦です。今は仕事がないのですぐには払えない、という患者さんが一

番多かったです。 

[議長] 

毎年どのくらい発生するのですか。４５０万円は累積の理解でよろしいですか。 

[執行部] 

年度末に残高として４００万を上回るような状況にあります。４５０万円は、過去も含めて

の残高です。 

[議長] 

年間にするとそれ程ではないのでしょうか。 
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[委員] 

市の監査を行っていますが、匝瑳市民病院だけでなく今後東総地区の病院の運営方針は、旭

中央病院や当院の方向性の関連で県からの指導があるような話を承っています。その方向性は

今どうなりつつあるのでしょうか、動向を県の方からお聞きしたい。 

[委員] 

まず、各地域の自治体病院は地域の実情に応じた形で経営がされてきました。その中で医療

環境が時代とともに変わってきて、医療技術の発展に伴って一つの病院がそのニーズに合った

形の態勢を作るのが難しくなってきました。各病院が地域の中でどういうあり方が適当なのか、

その役割を地域でどう分担し、経営していくのかを検討する必要があります。医療技術がどん

どん高くなっていく中で、一つの病院でカバーすることができなくなる。改革プランの大きな

検討項目が３つあると言っていましたが、そのうちの「再編・ネットワーク化」がその辺の検

討の中身になります。 

県の地域医療再生計画では、香取海匝と山武夷隅長生の２圏域を対象としており、そこでは

旭中央を核として、連携病院として匝瑳市民病院又は銚子市立病院、小見川総合病院というよ

うなネットワークを組む形の中で、２次医療圏である香取海匝で医療を提供していこうという

ことになっています。 

[委員] 

中核となった病院と手術を強化する役目の当院では、あり方によっては財政的に非常に困難

に陥ることはないのですか。あるとすれば、県で補填あるいは支援することはあるのですか。

お題目だけでは運営できないのではないでしょうか。 

基本的に、自治体病院は地域に必要な医療を提供することで、その意味ではすべて採算がと

れる診療を行っている訳ではありません。不採算部門に対する支援の中で、交付税措置があり

ます。市からの繰入金の話があったが、これはすべて赤字補てんというよりは、救急医療であ

ったり不採算の部門に交付税措置する中で足りない部分を支援することになっています。繰入

でも、基準内繰入と基準外繰入があり性格が違います。普通の診療を行っていても不採算にな

ります。ただ、地域にとっては必要だ、そういったものについては制度としては交付税措置が

あってそれを踏まえ、一般会計から病院会計に入れるのです。県がというよりも国で必要な財

源を補てんする制度となっています。 

[議長] 

現在はどのくらい交付税が入ってくるのですか。 

[委員] 

単位費用での計算であるので、実額がいくらとは出てきません。 

[委員] 

参考までに、平成２２年度決算で一般会計から約５億６千万円くらい入れているが、そのう

ち交付税措置された額、いわゆる基準内繰出は２億６千万円くらいあります。約半分くらいは

本来診療報酬だけ、病院だけではやっていけないとして国から市が受けてそれを病院に繰り出

しています。 

[議長] 

純粋に市の一般財源から出るお金は３億くらいになるのですか。 

[委員] 

そのとおりです。 

[議長] 

委員さんのうちには、地域医療再生計画についてご存じない方がいらっしゃるのではないか

と思うので、匝瑳市が今どういう状況にあるのか簡単にご説明願えますか。 
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[委員]  

去年からであったと思うが、国から地域医療再生についての基金という形で千葉県に確か５

０億の交付金がきました。最初はもっと多かったのだが最終的に削られた額で、県が香取海匝

地域と山武長生夷隅地域に２５億ずつ基金から各市町村に交付する枠組ができました。その中

で、匝瑳市民病院は香取海匝地域の中に入っており、旭中央病院を拠点病院としてその周辺の

匝瑳市民病院、多古中央病院、小見川総合病院、東庄病院、銚子市立病院を協力病院に位置づ

けて、旭中央病院に補助金を交付するが、匝瑳市民病院にも約２億の施設整備の補助金が来る

予定になっています。匝瑳市でもそれを使って、MRI が旧式なので最新式のものに買い替えよ

うということで、まず器である施設を改修した上で設備を導入しようと工事に入る予定になっ

ています。併せて、医師の不足については基金を活用して、基本的には千葉大から旭中央病院

に地域の協力病院に派遣するための地域医療支援センターという、一つのセンター的な機能を

与えてそこに１０数人の医師をプールして、そこから周辺の病院に派遣するというスキームを

作ろうとしています。 

この計画は今年からスタートしていますが、結果的に地域医療支援センターからは、一応形

の上で２人派遣されています。ただ、従来からも旭中央から内科医が２人派遣されているので、

プラスマイナスゼロになり実数は変わっていません。今年旭中央から派遣されている医師の人

件費の半分は地域医療再生基金からの補助金を財源として派遣してもらっているということに

なっています。先ほど来、旭中央と当院の位置づけの質問が出されているが、医療機能の１次、

２次、３次というのがあって、初期診療からちょっとした入院、手術対応が２次、高度な救命、

救急措置をする３次と、医療施設を３区分しています。１次機能は民間の診療所を指します。

当院は２次ということで、ちょっとした盲腸やがんだとかの入院・手術対応の機能をより充実

していこうと位置づけられています。そのための施設整備なり人員の整備が国・県から助成を

受けながら充実させていこうという流れになっています。３次は旭中央が機能を担うことにな

っています。これが医療再生プログラムの考え方です。 

[議長] 

分かりにくいかも知れないが、追々議論の中でその都度説明させていただきたい。正直のと

ころ、地域医療支援センターができて千葉大から医師１８人が派遣されましたが、現実にこの

地域で不足している数はもう尐し多かったのですが、いざ始まってみると、副市長が言われた

ように結局旭中央から来ていた２名が付け変わっただけで実質増になっていません。千葉大の

都合もあるだろうが、果たしてどの程度地域医療支援センターからドクターをきちんと派遣し

て医師不足を解消できるかというと、現時点では非常に心もとないと思っています。 

[委員] 

先ほどの委員のご発言に１点補足しておきたい。支援センターからそれぞれの連携病院に派

遣される医師についての再生基金からの支援は、派遣に係る手当部分をインセンティブ手当と

して支出しており、経費（人件費）の２分の１を支出するものではないので、ご指摘させてい

ただきます。 

地域医療支援センターからの派遣については、今現在では常勤医４名、非常勤医２名が千葉

大から来ていただいています。人数は６人の状況です。千葉大の医局スタッフが足りないため、

出せる人員が足りないため今の状況になっています。県としては引き続き要望を出しているが、

千葉大でも難しいのが現状です。 

[議長] 

千葉大からは九十九里医療センターへの派遣をかなり出すことになっているため、余計この

地域に回ってくるのはきつい状況かも知れません。今年８月に千葉大の地域連携の会に出まし

たが、過去と違って千葉大としても何とか手助けしなくてはいけないという方向性だけははっ
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きりしてきています。医局としても出したいという希望はあって、頭から拒否する姿勢ではあ

りません。副院長などは医局を横断してでもトップの責任として、なるべく医師を出してほし

いと働きかけていきたいと仰っていました。 

今後は、研修制度の問題だが、千葉大に医師が残ってくれるようになればもう尐し改善する

のではないでしょうか。ただ、それがいつのことになるかは分かりません。姿勢が変わってき

たことだけは明らかです。 

ほかに先生方はいかがですか。 

[委員] 

内部の方にお聞きすると違うと言われるかも知れませんが、５ページに「旭中央病院や診療

所との患者受入れにおいて連携を図った」とあり、２１年度に４０件とあります。これでは連

携を図ったとは思えません。 

[執行部] 

実数はもっと多い。地域連携室というのが当院と旭中央にあるが、地域連携室同士でのやり

取りであって、慢性期の患者さんが多い。急性期の患者さんも結構あり、週に数件あります。

年間ではこの数字よりはるかに多い。 

[委員] 

それはデータとして落とした方がいいと思います。３００件程度あるでしょうか。 

[議長] 

旭中央病院の年報に出ており当院が一番多い。 

[執行部]  

次回までに把握して報告したい。 

[議長] 

市内の医療機関からの受入患者数がどのくらいあるかのデータも併せて出していただければ

と思います。 

改革プランは、主として事務系の改革が主体になっているような印象を受けます。 

 

〔議題３〕その他 

[委員] 

お年寄りから要望があったが、薬局が離れており不便だからできれば薬局を近場に来てもら

った方が楽だという意見がありました。昔は違ったのに、いつからか今のようになった。離れ

ているのを何かいい工夫があればいいのですが。 

[執行部] 

従来は病院の中の薬局でお待ちいただき薬を出させていただいた。院外の薬局にお願いする

ようになったのは、待ち時間の短縮。病院で一番待ち時間が長いのが薬でした。診察の待ち時

間は我慢できるが、診てもらった後の待ち時間は我慢できないというのが患者さんの心理です。

そういった背景もあって、別にしようということになりました。別にしたときのメリットは、

例えばこの近くであれば中央薬局しかありませんが、市内にも色々な場所に薬局がありファッ

クスで送るようになっていますので、自宅の近所ですぐに受け取ることができます。今までの

考え方のように病院の薬局で待つのではなく、自分の家の近くで受け取れるのが非常に便利な

こと。家の近くに薬局がない場合は、どこが一番効率的か選んでいただくのがいいと思います。

民間の薬局が営業しているので、病院の敷地内で開設することはできません。その辺はご勘弁

願います。 

[委員] 

院外薬局にしたのは経営的な問題ではなかったでしょうか。 
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[執行部]  

経営的な問題はもちろんありました。ただ、患者さんへのメリットは今申し上げたとおりで

す。 

[委員] 

私が住む地区には薬局がなく不便なので、お客さんからそういう意見がありました。お客さ

んは色々な地区の方が見えるため、色々な意見を言われますのでその辺はお伝えします。私の

地区にも薬局があればいいのですが。 

[議長] 

院外薬局は情報開示の一環だと思います。また、市内には宅配ではないですが、配達してく

れる薬局もあります。その辺もご利用されてはいかがでしょうか。 

[委員] 

かかりつけ医と同様、かかりつけ薬局を持とうという考え方もあるのではないでしょうか。 

[議長] 

そのとおりです。本来は、病院の薬の飲み合わせや同じような薬が出ていないか、チェック

する機能を薬局に持たせるため、厚労省が医薬分業を結構積極的に推進した経緯があります。

開業医でも自分のところに薬を置かないで処方箋を渡すところが結構あって、その辺の情報を

皆さんに周知できていない点が確かにあるようです。 

話は変わりますが、私が直接聞いた話で、市が雇っているパートの看護師さんから「市民病

院で手術をやっているのですか」という言葉を聞き愕然としたことがあります。その程度の知

識しかない方がおられる。これから先の病院の方針を決めていく段階で触れたいですが、市民

の半数くらいしか市民病院にかかったことがないとか、周知・アピールしていただく問題はあ

ると思います。 

[委員] 

どのタイミングで発言していいのか分からなかったが、一番の問題は医師不足ではないかと

いうことです。改革プランの中に医師不足をどうしようという文言が見当たりません。どうい

う努力をしてくれているのか知りたいところです。 

[執行部] 

改革プランの中になぜ医師確保対策が入っていないのかという話ですが、私は今年４月に当

院に着任したため知り得ていません。以前からいらっしゃる先生の方がご存じではないでしょ

うか。現行の改革プランについては、既に決定されたものなので追加･削除等の修正を行う予定

はありません。 

今現在、医師不足に対してどのような対策をとっているかについて、この６月に院長と一緒

に千葉大に臨時の先生の派遣先も含めて教授のあいさつに伺いましたが、反応はよくありませ

んでした。今後も引き続き院長とごあいさつに伺う予定です。また、インターネットの医師求

人サイトが発達していますが、従来３社のみの契約からこの程１４社に登録しており、２社に

ついては広告をあげています。また、１０月には２００件を超えるメールを登録されている医

師に送信しました。それに対し、非常勤の先生も含めて６名のオファーがあり、うち面接を行

ったのは１件、メールで返事をいただいてやり取りを行ったのが５件、いずれにしても現在の

ところ来ていただくことには至っていません。医師はお金で動く方もいらっしゃるが、給料を

上げれば集まるものではありません。仮にうちが５千万出して来たとしても６千万出す病院に

移られる。１０年、２０年先の市民病院を担っていただける先生はお金では釣れない。 

この委員会を通じて、今後病院のあるべき方向性を打ち出す中で、「匝瑳市民病院はこういう

医療をやっていきます、ですから先生のお力をお貸しください」という形で北海道から沖縄ま

で発信したいと考えています。そのためには、まず病院の方向性を固めなければならない。今
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後の方向性を明確にする中で、アピールしていきたいと考えています。 

[委員] 

病院はもちろん努力するのだが、地域の問題が非常に大きくて、岩手をはじめ東北などでは

県が動く、市が動く。この地域でいえば地元に匝瑳高校があるので、卒業生で医学部に行った

者にどんどん働きかけて、熱意を示さなければ来ていただけないのではないでしょうか。いく

ら病院だけが「来てほしい」と呼びかけても限界があります。夕張のようなスーパーマンをこ

の病院に求めるのは難しい。地元の人たちを何とかつなぎ止める、今いる人たちを離さないで

病院を地域が絶対に支えるという意志が感じられません。 

[議長] 

そのことを含めて今後協議していきたい。時間になりましたので執行部からどうぞ。 

[執行部] 

次回の会議の日程を決めていただきたい。 

[議長]  

１１月１６日の水曜日でいかがでしょうか。時間は後で打合せをして決めさせていただきた

い。 

以上で、本日の会議を終了します。 

 

７ 閉 会 


