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第４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 1 月 25 日(水)午後５時 15 分～午後 8 時 10 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） 

病院出席者：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 あ い さ つ 

 

３ 議    題 

  （１）国保匝瑳市民病院改革プラン平成 22 年度進捗状況等に関する評価書（案）

について 

(２) 経営形態について 

(３) 今後の医療の方向性について 

(４) その他 

 

[議長あいさつ] 

 本日も内容が盛りだくさんなので、早速議題に入りたいと存じます。 

 前回の議題とほぼ同じような内容ですが、今回は中間報告という形で市長に報告書を上げた

いと考えていますので、その辺を踏まえてご検討をお願いします。 

 

〔議題１〕国保匝瑳市民病院改革プラン平成 22 年度進捗状況等に関する評価書（案）について 

 

[執行部] 

 第１回目と第２回目の委員会において、改革プランの平成 22 年度評価につきましてはほとんど評

価をいただきましたので、これを報告したいと考えています。ただ、第２回目に追加のご意見をい

ただいたのでそれを追加したことと、表現に好ましくない部分がありましたので修正を加えました。 

 具体的には、１ページと２ページの２か所に四角で囲みをしてある部分です。 

[議長] 

 評価書案について、執行部からの説明のとおりこういう形になりましたが、いかがでしょうか。 

〔異議なし〕 

[議長] 

 提案されたとおり決定し、市長に報告させていただきます。 

 

〔議題２〕経営形態について 
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[執行部] 

 資料としてQ＆A集の１枚を提出させていただいています。前回に委員長から経営形態について、

特に全部適用と一部適用について、職員に十分に周知又は理解がされていないのではないか。更な

る説明が必要とのご意見がありましたので、３回開いた説明会の内容に関する大枞の答えをベース

に、院内報の形で職員に文書で周知したものです。説明会での過不足には加筆等を行いましたが、

これをもって再度の職員説明の実施とご理解をいただければありがたいです。 

[議長] 

 色々と不安や不満があるかも知れませんが、今後も引き続きご理解が得られるよう努力をお

願いします。 

 経営形態に関してご意見はありますか。 

[委員] 

 不安はあるのだと思います。ただ、職員説明会での質問にあったような不安について、信用

失墜行為などの法律違反があれば処罰対象になることは、全部適用に移行しても同じだと思い

ます。移行後も公務員の身分は変わらないし、給与についても管理者が独断では決められない。

その辺の不安はある程度払拭できているように感じます。無理して移行しても、最後は皆さん

のご協力なくしては絶対にうまくいかないのではないかと思います。 

 話は違いますが、最近市民病院が非常に親切丁寧になったという評判を耳にしています。知

り合いの方から「変わったね。」ということを聞きました。院長先生をはじめとする方々の指導

が行き渡ってきたのかと感じています。 

[委員] 

病院改革プランの中で経営のあり方について検討することになっていますが、千葉市の海浜

病院と青葉病院、それに公立長生病院が昨年４月から全部適用になったところですが、それぞ

れがかなり経営状況は厳しい中で移行しました。全部適用のメリットを考えて決めたことであ

って、一番大きな点は管理者が現場に合った経営体制をできることだと認識しています。 

[委員] 

 Q＆A を作成して周知をしたとのことでしたが、それを読むと経営の判断に当たっては自由度

が増していいのではないか、否定するところはないのではないかと考えます。 

[委員] 

 全部適用に関する職員説明が足りないとのご意見がありましたが、平成 21 年度から 23 年度

の中で検討すると決められていることであり、市長もそう仰っていましたので早く移行すべき

と考えます。 

[委員] 

 今まで通院していた医院をやめて市民病院だけに絞っています。私は普通の体ですが、月曜

日に当院の先生に診ていただいています。とても混んでいて、本当に具合の悪い患者さんに申

し訳ないと思いながら待合にいます。これまでかかっていた所は、何でもないような患者さん

が多い医院で非常に繁盛しています。私は薬も出さずにリハビリだけやっている医院にかかっ

ていましたが、当院を応援したい気持ちからそこをやめて通院しています。私のような患者が

多ければ病院は儲かると思い、知り合いにも勧めています。私には、病気ではないかと不安に

なる病気の気がありますが、そういうような人も診ていただける病院になって欲しいです。全

部適用でも患者さんが増えれば経営がよくなるわけですから、まずは患者を増やすことに力を

入れていただき、「各家で一人は必ず市民病院にかかりましょう。」という運動を陰ながらやっ

ています。スタッフの方々に期待しながら、難しい言葉に惑わされることなく病院を盛り上げ

ていただきたい。 

[議長] 
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 次の議題の「今後の医療の方向性」にも関わるご意見でした。 

[委員] 

 やはり、まだ職員は不安がいっぱいだと思います。ただ、ほとんどの職員は「全部適用になるの

だろう」と諦めているのが現状です。問題は何のために移行するのか、それで経営が改善するのか

だと思います。実際に公立長生が一部適用から全部適用になって、経営状態がどうだか分かります

か。 

[委員] 

 ４月からの状況はまだ把握していませんが、実施に当たって病院としては改善を見込んでいたと

思います。 

[委員] 

 全部適用で経営が上向くという判断は、この会議では一度もされていない。何のための全部適用

かよく分からなくて、病院を手放すための一里塚ではないのかという推測がどうしても拭えない。

４～５年は大丈夫だと副市長さんの発言がありましたが、その後の長期的なビジョンがない中で全

部適用にすることの不安を職員は相当持っています。例えば、市がこれ以上絶対に独立法人にしな

いとか、最後まで面倒を見る、と言われるのであれば職員の心配も拭えるのでしょうが、多分それ

は難しいのではないでしょうか。 

[委員] 

 これまで議論してきたように、全部適用にすればすべて解決するということではないです。何の

ための全部適用かというご質問ですが、現状ではジリ貧で、職員採用の面でも一々市長にお伺いを

立てないと決定ができないという問題がありましたので、現場の事情をよく知っておられる事業管

理者がより機動的な運営ができることで、一歩でも前進できる体制、枞組みを作ることだと考えら

れます。長期ビジョンについては、当委員会の中で病院のあり方、進むべき方向性との兼ね合いに

なろうかと思います。まず一致団結して進む体制でスタートして、その中で今後検討されるであろ

う病院のあり方に向かって、事業管理者を中心に進んでいくということが最大のメリットではない

かと考えます。 

[委員] 

 その先が迷走しているので、問題だということです。 

[委員] 

 将来性は絶対に大丈夫かという問題は、だれにも分からない話だと思います。 

[委員] 

 病院が潰れるかどうか分からないとしても、市から離れるかどうかは市の覚悟の問題で分からな

い問題ではない。 

[委員] 

 物事に絶対はないので、市の財政運営に負う部分もあり 10 年後、20 年後に市が続けられる

かの保障については、多分絶対はないと思います。そこは、匝瑳市として住みやすい街づくり

の努力が課せられており、その中の一つが病院であり市としてきちんと持つことが使命だと私

は考えます。長期ビジョンについては、100 年先まで見ることは無理であり、20 年先だってこ

の時代には見えない。５年の期間をいただいていることは、非常にありがたいことです。民間

においては、５年先もなかなか見えないのが正直のところであり、前向きに考えていくべきで

す。 

[委員] 

 もちろん前向きに考えたいところですが、不安は拭えません。一番のポイントは、公務員か

どうかというところです。今回は全部適用で公務員は確保できたけれども、しかし独法になっ

てしまえば公務員ではなくなる。ここは非常に大きな問題なので、そうはしないと言っていた
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だければ相当大きな安心になる。職員の大勢は公務員を外せないと考えています。 

[委員] 

 公務員に対する非常な羨望、あこがれが重要視されていると認識しましたが、果たして公務

員が今後 10 年先、20 年先に本当にいいことなのかだれも分かりません。 

[委員] 

 今のご意見を伺うとますます不安が増大します。 

[委員] 

 各団体が自分のことは自分で考えて、未来永劫続くような努力をする必要がある。要は、匝

瑳市という破産をしない団体にすがって、公務員の権限をなりふりかまわず主張することが本

当にいいのか、やはり市民感覚を意識する必要があると考えます。最近の国会でも、国家公務

員の給与削減の法案が出されていますし、公務員であるから絶対安泰ということは決してあり

ません。民間賃金の状況によって、この５年、10 年前と比べて公務員給与はどんどん下がって

きています。公務員だからいいという意識は、改めていく必要があります。 

[委員] 

 今のご意見から、私たちとしては市の考えの大枞は分かったようなものです。そのうちに手

放すことが予想されます。 

[議長] 

 手放すことになった時点で、もう閉院となるでしょう。夕張市が財政破綻したのと同じよう

な状況で、病院を継続できなくなることであり、今の時点で独立行政法人を考える必要はない

ことです。 

全部適用になれば職員労働組合ができて、上から勝手に職員の反対を押し切って独法移行は

まず不可能だと思います。市長には任期があって、５年先 10 年先まで市長でいられるかという

問題がある中で、５年間の約束をいただけたことは、かなり前向きな感じを私個人としては持

っています。 

[委員] 

 職員としては、老後も含めてすべてがかかっていることなので、たとえ市長さんが５年約束

してくれたからといって、そういう問題ではないと思います。公務員として 10 年、20 年雇わ

れている職員も多い状況で、市役所は公務員のままで病院は公務員を外していいのかと感じま

す。 

[議長] 

 それはあり得ないと考えます。独立行政法人を選ぶという職員の意見ならば別かも知れませ

んが、執行部だけでは決められません。 

[委員] 

 あり得ないと言われるけれども、今までのお話の中では心配です。 

[議長] 

 それは一部適用でも同じことです。 

[委員] 

 つまり、一里塚だとの印象が拭えないのです。今回の全部適用を認めることが、市から離れ

ていくための一里塚ではないのかと心配をしていたところであり、今のお話からはどうもそれ

が本当のことのようだということです。 

[委員] 

 民間企業はいつ潰れるか分かりません。５年分の予算は取りあえず確保できるのだから、意

識改革してみようじゃないですか。閉院になったら身分も何もないのですから、私たち市民も

応援して前向きの姿勢になれないものですか。医師に見放されたら市民は非常に不幸ですので、
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信念をもって医療を続けていただきたい。銚子市立病院のように潰れるところだってあるので

すから、５年の間にいい方向にするようにしなければと考えます。 

[委員] 

 公務員でなくなるのであれば、皆にも考えがあると思います。 

[委員] 

 全部適用になったとしても、独立行政法人に行くようなことは市民も考えないのではないで

しょうか。ただ、最終的には予算のやり繰りが必要で、潤沢な予算があるわけでもないので、

皆さんに努力していただく必要があります。 

[委員] 

 努力は十分しているつもりです。 

[委員] 

 今一つの頑張りを期待します。 

[委員] 

 現場は、その議論が困るのです。 

[委員] 

 先生の努力だけでなく、皆で盛り上げていくことを申し上げたい。市民の評判も上向いてき

ているところですので。 

[委員] 

 現実をもっとよく見ていただきたい。現場の認識としては、非常に不安に思っているままで、

その不安は今日の議論でより増幅されました。 

[委員] 

 何かを変えようとする場合いつも不安がつきまとうもので、今後の具体的な目安というもの

をどこかで明確にすることにより、皆の意思を一つにしていかなければいけないと考えていま

す。一部には、いずれにせよ全部適用になるのならば、皆で意見を出して力を出し合いましょ

うという雰囲気もありますが、不安は払拭されていません。前向きな意見で皆をまとめていっ

た方がいいのかなというのが、私個人としての意見です。 

[委員] 

 一番の問題は医師の数と科の数が尐ないこと、各科にもっと医師がいないと市民が求めてい

る救急や手術ができるような高度な医療を提供することができません。病院にとってマンパワ

ー、特に車のエンジンである医師がいないと救急や手術は難しく、今のままの雰囲気では全部

適用になっても、建物は古いし都会ではないので医師は集まりづらくて、ジリ貧になる可能性

が高い。そこが悩みで、どうすればいいのかと思っています。 

[委員] 

 病院はマンパワーがないとやっていけませんから、事業管理者に期待をしたいです。 

[議長] 

 現在の状況では、全部適用に移行しても医師をはじめ職員確保が最大の課題であり、それに

向けた対策が避けて通れないところです。 

[執行部] 

 医師不足と看護師不足がまだまだ止まるところを知らず、加速している状況です。一部適用

にせよ全部適用にせよ、職員確保はなかなか難しいものがあるので、地域全体で考えると橋場

議長が副院長で当院に在職されていた時に、病院の再編を考えたことがあったようです。なか

なか難しい話ではありますが、本当に再編を考える必要があるのかなと思います。医師確保の

問題は経営形態と関係がなく、それ以外の職員に関しては全部適用である方が積極的に動ける

ことが一番のメリットであると思います。前回、近隣病院の医師の動向について話をしました
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が、その翌日に旭中央病院から２名派遣している内科医師を４月から１名に減らさざるを得な

いと連絡がありました。来月から地元の内科医師を１名確保できていますが、非常に厳しい。

今後は地域医療再生プログラムの支援センターからの派遣も期待しづらいので、独自に獲得す

る方策を考えていかなくてはならない状況です。 

[議長] 

 職員の一番の不安は身分のことと受け止めました。今回で経営形態の結論を出さないと議会

に間に合わないのと、議論も出尽くしたことと思われます。職員の不安も十分に承知しました

が、院長の決断が早く出せること、非常に動きやすくなることを考慮して、今のままでいくよ

りは尐なくともいいと考えられます。そこで、はっきりと現在の身分や給与体系等を維持して

いただきたいと、文言を加える形ならば皆さんの不安も拭えるのではないかと考えて、報告書

を提出したいと思いますがいかがでしょうか。 

 後は、全部適用になっても一部適用のままでも、皆さんのすることには変わりはない。ただ、

どういうふうに病院をよくしていくかが大事なことですので、今後あり方を検討していきたい

と考えます。よろしければそういう形で出させていただきたいが、反対の方はおられますか。 

〔意見なし〕 

 それでは、職員の一番不安な部分を和らげることを、委員会として要望しておくことを付帯

しておきます。ありがとうございました。 

 

〔議題３〕今後の医療の方向性について 

 

（第３回委員会の議論のまとめ） 

[執行部] 

 お手元に資料の配布はしておりませんが、前回の委員会で論議していただいた内容についてまと

めています。 

まず、外部環境につきまして、匝瑳市と周辺の市町の状況では、現在は 55 歳から 65 歳が中心で

2 割近く占めています。10 年後にこのままスライドしますと、65 歳から 75 歳が 2 割近くを占めて

しまいます。そうしますと、今の状況では入院患者が増えてしまい、この周辺の病院のベッドや医

療従事者の数が不足してくる可能性があります。この辺を論議していただきたい。 

それと、疾病については、内科、整形外科系の慢性疾患が増えてくるであろうし、今現在でも多

くて消化器疾患についても多い。これらが匝瑳市と周辺市町の状況です。 

次に、市民の要望としましては、夜間や休日の救急への要望が非常に高い。そして、療養期の患

者さんの受入れの要望がかなり強いということがあります。周辺の医療機関の状況ですが、旭中央

病院は医師不足がかなり深刻になってきています。中堅層がかなり尐なくなってきて、研修医に対

する指導態勢が困難になっているように把握しています。また、ベテランへの負荷がかなり強くな

ってきて、かなり疲弊もひどくなっているように聞いています。また、東陽病院につきましても内

科医が減る噂があり、多古病院については現状維持のようです。 

次は、市民病院の強みと弱みについてですが、強みとして訪問看護ステーションと居宅介護支援

事業所を持っており、在宅ケア部が組織としてある。訪問看護ステーションでは、24 時間看護とタ

ーミナルケアを行っていること。それについては医師会の先生方とも連携して 24 時間相互診療シス

テムをとっており、この地域では在宅はかなり先進的な取組を行っています。病院自身も往診を含

めて訪問診療を行っています。診療科については、消化器の全身麻酔と四肢の手術が可能ですが件

数は十分に応じられていない。病院の弱みですが、医師数が圧倒的に尐ないことと建物が非常に老

朽化していることです。 

これらが前回の委員会を通じて分かってきたことであり、それを踏まえて病院の強みをどう
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伸ばしていくのか、また、市民要望の強い救急対応、病床数、改築などをどうしていくべきか

をご論議いただきたいと考えています。 

[議長] 

 今のお話のとおり強みは持っていますが、マンパワーが不足していて、尽きるところは医師

不足、看護師不足に行き着いてしまいますが、それだけ言っていても切りがない。何とかその

中でどういう方向を採ったらいいのか、非常に難しい問題だと思います。こういうあり方が望

ましいという形ぐらいしか出せないと思いますが、皆さんのご意見を伺いたい。 

 

（在宅医療の強化） 

[議長] 

今回の検討事項は、在宅医療について挙げられていますが、その点についてはいかがですか。

これから団塊の世代が高齢化して、とても病院のベッドや特別養護老人ホームなどの施設に入

りきれなくなる展望があります。入れない患者さんを支えていくためにはどうしたらいいか、

考えていかざるを得ない。在宅医療といっても、当院のように 24 時間体制で訪問看護を行って

いくと、当然人数が必要になりますが、その辺についてどうするお考えでしょうか。 

[執行部] 

地域ケアについては赤字をやむを得ないこととして行っています。病院で診るよりも非常に

時間がかかってしまいますが、今後の時代の要請として我々団塊の世代が高齢になって多死の

時代を迎えるとき、亡くなる人たちをどうするのかは地域にとっても大きな問題です。 

国保病院の共通の課題として、地域包括ケアを推進することはもう 20 年前から掲げています。

そういう意味で、今後益々病院の医療だけではなく保健・医療・福祉を連携した上で、地域住

民にケアを提供するという考えを推進することが大事で、そのためには病院だけでなく医師会

と手を結び、地域の介護職員たちと連携を取って住民サービスをしていくという視点で、地域

全体を動かしていくことが必要だと考えています。 

地域包括ケアの話が出ると、大体のイメージとして僻地の小さい病院が浮かびますが、そう

ではなくて先進地域は高度な医療を追求しているところが多いのです。手術をしない病院は外

科は必要なく、外科として存続するためには、手術を前提とした一般医療を実施していくこと

です。そのことと、地域ケアをどうリンクしていくかは決して対立することではありません。

病気になる前の保健のところも対応が必要だし、医療を行った後の障害を持った人たちのケア

は病院だけではなく、在宅におけるケアが必要になります。そういった視点で動かす必要があ

るのですが、そのためにもマンパワーが必要ですので、医師不足は何とか解消する方策を取ら

なくてはならないと考えています。 

[委員] 

マンパワーの確保、特に医師と看護師は確かに難しいことは理解していますが、企業努力で

できることが何かないか考えることです。 

この件とは関わりはありませんが、営業に来られる大手の調剤薬局にどんな取組をしている

か聞くと、地域に対しては門前薬局だけではなく、薬剤師を病院に送って医師と一緒になって

患者さんにデリバリーを提供しているとのことでした。この会社に来てもらい当院で採用でき

ないかと感じました。地域包括という言葉が先行してしまっていますが、我々も企業として参

画しなければと思っていまして、医師、看護師以外のマンパワーの活用を考える余地があるよ

うな気がします。 

[委員] 

具体的にそのように動いているところがあるのですか。 

[委員] 
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そのような風景を撮影した写真を見せてもらいましたので、来てもらって詳しい話を聞くの

もいいと思います。ただ、薬局としてのメリットは何かというと、患者さんを確保することが

あろうかと思います。それと、企業ですから赤字では駄目で、何のメリットがあるか探りなが

らやっていると思います。 

[議長] 

地域というのは、服薬指導と一緒に行うことですか。 

[執行部] 

地域の薬剤師会と問題は起きないのですか。 

[委員] 

そこまでは聞いていません。 

[議長] 

デリバリーに関しては、一部やっていらっしゃるようです。 

尐なくとも訪問診療に関しては医師会でも協力できると思いますし、病院の医師がすべて行

うのは大変なので部分的に医師会で積極的に受入れに応えています。ただ、医師会としても 24

時間システムのこともありますが、訪問看護ステーションの協力がどうしても欲しいというと

ころはありますので、その辺については今後協議していきたいと考えています。 

[委員] 

菊地院長から「これからは年寄りは自宅で死にたい」というような言葉がありました。昔の

方は入院していても、最後は家に帰りたいと言って家で亡くなっています。これからの事業と

して訪問看護医療というのは、時間が取られるのでしょうけれども、訪問に要する時間は診療

報酬に見てもらえないのでしょうか。 

[議長] 

交通費は請求できます。時間によって、例えば 30 分以内はいくら、30 分を超えたらいくら

と時間で決められている部分もあります。 

[執行部] 

介護保険の場合、訪問看護ステーションがどの範囲を通常の訪問エリア指定するのかによっ

て区分されます。通常訪問エリアの場合は、介護報酬に交通費は含まれています。通常訪問エ

リア以外は交通費を徴収することができます。 

[委員] 

医師会長さんの立場で、医師会と市民病院とのタイアップにより、医師間で車や医薬品を共

有することは可能でしょうか。テレビで見た記憶がありますが。 

[議長] 

救急医療の現場ではそういったことはありますが、在宅医療ではそこまでは当面ないと思い

ます。医師会の在宅では、年に５～６人について病院の訪問看護ステーションにやっていただ

いています。その辺は医師会の在宅ケア委員会の中で協議しながらやっていきたいと考えてい

ます。 

[委員] 

医師、看護師不足がネックになってしまうのでしょう。 

[議長] 

在宅看護には、看護師の数がどうしても必要です。 

[執行部] 

今７名の看護師で運営しており、１月当たり約 500 件弱の訪問をしています。 

[委員] 

院内保育所を設置していますが、それをうまく活用して看護師を確保するのは難しいようで
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すか。 

[執行部] 

病院自体の運営が難しい中で、生きがいをもってやれる看護師と、家庭との両立を考えたと

きに難しいと考える看護師もおります。 

[委員] 

 院内保育を必要とするくらいの子どもさんを持っていれば、難しいのは当たり前ですね。子

どもの手がかからなくなった方に来ていただくしかないと思います。 

[執行部] 

 夜勤をしなくてもいいということから、子育て中に訪問活動をしている看護師が大半です。 

10 年間訪問看護をしている看護師は、その間に３人の子どもを出産しました。24 時間体制とは

いえ、病院の夜勤とは違うところですが、きちんと患者の看護指導をすれば夜間にそんなに呼

ばれることはありません。電話対応だけで一晩やり繰りできることの方が多いです。 

[議長] 

 これからは恐らく病院で亡くなることは、物理的に困難になってきます。ですから、診療報

酬が今後、在宅へ向けてのインセンティブを付けてくるのではないかと考えられます。今は財

源がないので難しいですが、介護の点についてももう尐し改善されれば赤字ではなくなってく

ると思います。どこも赤字になってくればやらなくなりますので、在宅医療を許可していくこ

とに関しては問題のないことですが、具体的にどうしていくかとなると職員の数が足りないの

で、解決策としては人材の確保と医師会との良好な連携関係が大切であり、病院医師の負担が

尐なくなるように何とか医師会としても協力したいと思います。 

[委員] 

 資格は持っているが就労していない看護師の調査を、国がした経過はありませんでしたか。 

[議長] 

各県にナースバンクというのがあって、その中にありませんでしたか。 

[執行部] 

看護協会では、病院や現役で勤めている人が退職するときに、退職カードをナースセンター

に送る事業があり、どれだけ職を離れた人が地域にいるのか資料作りをしましょうという動き

が５年くらい前に始まっています。ただ退職カードを送るかどうかは、退職者の判断に任せら

れています。十分に拾いあげられているかどうかは分かりません。 

[委員] 

具体的にリサーチして働ける人が求められれば、考えられなくもないのではないですか。 

[執行部] 

再就職に当たっての研修受入れは届出してありますので、何人か見えたことがありましたが、

当院で研修を受けてもここに就職するわけではありません。ブランクがあるとなかなか飛び込

んでは来られないこともあり、１年離れても不安が強くて病院の敷居は高い、というお話はよ

く聞きます。 

[委員] 

どの病院でもそういう話になって、何とかしたいと言われるけれども、何ともならないまま

過ぎてしまうことがあります。何とかならないかと常日頃思っています。 

[執行部] 

平成 24 年度の県の委託事業で訪問看護推進事業というのがありますが、訪問看護師養成実践

センターが立ち上がる予定です。地域に眠っている看護職が訪問活動を尐しずつ行えるかなと

考えています。 

[議長] 
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 資格を持ちながら現在看護職をやっていない方については、県では調査等はしていますか。 

[委員] 

 この件については、別の室が潜在看護師等について所管しておりますが、調査有無、内容な

どについては、把握していません。 

[議長] 

 医師も女性が多くなって、出産を契機に医師を辞めてしまうことも医師不足の中で、一つの

要因となっていると言われています。看護師の場合、かなり離職する率は高いと思われますの

で、何とか掘り起こしについてのデータを収集して、採用を働きかける努力も必要になってく

ると思います。 

 

（外科、整形外科手術の増加） 

[議長] 

 ２番目の外科、整形手術の増加に関しては、外科の先生からいかがですか。 

[執行部] 

 正規の麻酔医が退職されたことは大きいと感じます。麻酔医さえいれば、いつでも緊急の対

応でも取れるのにという思いはあります。現実的には、診療時間帯の来院の救急患者さんの手

術は行っていますが、土日や夜間は外科のマンパワーが不足してしまっています。 

[議長] 

 以前は、外科の研修のときに麻酔科のローテーションは必ずあって、ある程度麻酔を否応な

しに覚えさせられてはいましたが、今はそんなシステムはないのですか。 

[執行部] 

 最近は、麻酔科を回ってこない人もいます。 

[議長] 

 麻酔科医が非常に尐ないことは問題です。整形外科はいかがですか。 

[委員] 

 先程から再三同じことを言っていますが、常勤医が３人から２人になってしまったことで、

手術件数が減ってしまいました。２人でぎりぎりできる手術はあることはありますが、尐ない

と負担が多くなって自分の手に負えないと思ったときには、患者さんのことを思って他院に紹

介することも多いです。医師派遣元の千葉大医局としては、臨床研修を受け入れている旭中央

病院のような大きな病院にしか派遣はしないという時代になってしまいました。医師を増やす

しか手術件数を充実させる方法はありません。そのためには、独自で医師を採用するか若しく

は病院の再編が必要でしょう。２～３人の病院がいくつもあるから中途半端に終わっているわ

けです。患者さんを地域で区切ることはできず、当院は横芝光町の人も診るし、多古町の人も

診ています。市民といっても、実際のところはだれだって診ているのです。病院まで 30 分、40

分かかっても専門医のいる病院に行くというのが患者の心理でしょう。ここは思い切って、大

胆に市長が近隣の町や更に広域での病院再編をやってみてはどうでしょうか。あとは、全部適

用になって事業管理者が医師の給料を１千万円上積みして募集すれば、来るかも知れませんね。 

[議長] 

 外科の場合はチーム医療ですので、そういう方法は必ずしもいかがでしょうか。 

[委員] 

 とにかくマンパワーがないのですから。千葉大医局の教室で保ちつつ行うことは非常に難し

いことです。 

[議長] 

 医局がセンター的に集める方式で、千葉市立の海浜病院から整形外科を引き揚げて青葉病院
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に派遣しようとしています。 

 再編ということも一つの視野に入れて検討していくことは、非常に重要なことだと思います。 

[委員] 

 ３～４年前に県がリサーチした時にその話がありましたが、各市町村の首長さんは「おらが

まちの病院」の意識から結局はまとまらない、と県の職員は話していました。それでは日本中

どこも同様で特に地方は医者の数が尐なく、一方、都内では医師は増えて余るほどいると思い

ます。ただし、センター病院化すればすべてがいいかといえば、問題はあるようです。旭中央

病院ですら、中堅医師が退職してしまい相当厳しい状況のようです。 

[議長] 

 25 年くらい前に近隣の市町の病院長と再編の話をして、首長にもっていくのですが結局まと

まらなかった。行政のトップがどんな形で取り組んでくれるか、そこまで教育してやっていけ

る体制が取れるかは、現実としては難しい面があるかも知れません。ただ、放置して済む問題

ではないので、生き残っていくための一つの方策として、こういう道もあることを指摘するこ

とは大事なことです。そのことが次の救急対応にもつながっていくと思います。 

[委員] 

 夜間救急は、専門外や検査ができないことから受けられないことがかなり発生します。やは

り、マンパワーが必要であり手術にも対応できません。 

[議長] 

 夜間は、全身麻酔を必要とする手術は困難ですか。 

[委員] 

 全身麻酔は、最低医師３人が必要です。 

[執行部] 

 手術の症例としては、胃がん、大腸がん、膵臓がん、肝がんが多いです。 

[議長] 

 切りっ放しということがないように、ケアをしている点は患者さんの信頼はかなりあります。

次の議題と関連してきますが、救急対応ということです。前回の会議で、委員さんから医師会

で時間外の救急をお願いできないかというお話がありました。私個人としては協力したい考え

ですが、残念ながら医師会の中では自分の業務で手いっぱいということになってきます。 

[委員] 

 市としては、夜間診療所というような扱いになるのですか。 

[議長] 

 病院で朝までとなりますと翌日の診療に差し支えます。夜間の救急外来は、10 時から 11 時

くらいまでが中心になります。 

医師会で、せめて７時から 11 時までの時間帯で場所は市で提供していただいき、診療報酬に

ついては市で請求をし、従事者には人件費を払うという形でできれば一番いいですがと話をし

ましたが、賛成は得られませんでした。医師会も高齢化が進んでいて若い医師の開業が尐ない

実情もあります。 

[委員] 

今のお話の関連で、県が作成した地域医療再生プログラムの中に、匝瑳市民病院は救急と手

術の対応強化が位置づけられています。若干不十分ながら、そういう機能を果たしているので

すが、それでも勤務医は本当に疲弊している。 

よくいわれるコンビニ受診だとか、使い勝手のいいような形で市民要望は救急医療を必要と

している。勤務医を支援する態勢が、匝瑳市全体としては薄い状況だと思います。先ほどの委

員さんが仰ったように、市民病院の応援団であって切実な病気がないところを毎週受診に訪れ
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ていただいている。そういったように、市全体として市民を中心に病院を盛り上げるような応

援団的なものを、市民活動として作っていく。そういう環境の中で、勤務医が市としてそうい

う態勢ならば頑張れるだけ頑張ろう、という環境を作っていくことが必要です。 

[議長] 

最初の会議で申しましたように、病院の実情が市民に余り理解されていない。病院の情報発

信をもっと積極的に行って、市民に理解していただくことが大事です。 

[委員] 

目に見える範囲と見えない範囲がありますが、職員にとってはすべて目に見えることが重要

です。市のバックアップを受けながら、今後のスケジューリングを病院改革プランと同時並行

して実施することがいいと考えます。 

[委員] 

これまでは、市としても病院としても市民に対する情報提供が決して十分であったとは言え

ません。改革プランにしても、市だけで作って形上公表していますが、本当に４万人市民に知

られているかというとほとんど分かりません。ありのままの実情を出して本当に今のままでい

いのか、市としても努力するけれども、市民も病院を存続するためにできることをしていきま

しょうという雰囲気を作っていく、そういった内容をこの検討委員会の中で提言のような形で

出していただくと、非常にありがたいと考えます。 

[議長] 

なかなか自分のいいところを外に向かって言いにくいことはあります。結局、口コミになっ

てしまいますが、市としてバックアップしていただければ、職員も積極的になれると思います

し、病院のホームページも活用していただきたい。 

 

（救急対応） 

[議長] 

今までの議題全般についていかがでしょうか。 

[委員] 

私は不安症で来ていますが、病院に来てみると本当の病気の人がたくさん見えています。一

家のうちの一人でも必ず市民病院にかかるようにすれば、いくらかよくなるのではないでしょ

うか。みんなで話していますので、先生方には頑張っていただきたいです。 

[委員] 

私の知人から聞いた話ですが、昨年 12 月の暮れの夜間に体調を崩して、救急車が来たけれど

も搬送の連絡が取れなくて消防署の本署に行ってから、幕張の救急センターに搬送されました。

10 時過ぎに体調を崩して、11 時半に幕張に到着して２時半ころ診察が済んで、付き添った家族

は５時ころ家に帰ってきたそうです。救急センターからは、短期では受入れできるが長期では

できないと言われて、その日のお昼まで救急センターに入り、近隣の旭中央病院に入院したそ

うです。夜間の救急は大変だなと感じています。 

[議長] 

どうしても日中に比べると、夜間は医師が尐なくて検査もできないことがあります。 

[委員] 

何を目標とするのか、何を目的として施策を打っていくのかという議論が非常に不足してい

ます。黒字化することが目的か、赤字を減らすことが目的か、医師の疲弊を解消して離職をこ

れ以上増やさないことか、患者さんのニーズに応えようとするのか、何をしていくのか明確で

はない。あれもこれもというのは、しばしば二律背反します。 

医師の疲弊を避けようとすれば、外来には軽い症状の方は来ていただきたくない。儲けられ
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るかも知れませんが、開業医の先生にお願いして移っていただいています。夜間についても同

じで、夜間だけの医師を非常勤で来てもらおうとすれば、相当な報酬を支払わなければならな

いでしょう。夜間だけの医師は常勤医と比べて、救急を断ることが多いでしょうから病院とし

てのメリットはないけれども、他の医師は尐しは楽になる。二律背反になってしまうことが多

いのです。ですから、赤字になっても医師を辞めさせないとするのか、医師に頑張ってもらう

ことを続けてその結果辞めてしまうのかという、非常に分かり易い話だと思います。新しい医

師の補充はほとんどないでしょうから、定年を迎えてそこから先はどんどん減っていくことが

予想されるので、数年の間しか余裕はありません。非常にアンバランスな構成で高齢の医師ば

かりですので、その分残った医師の負担が増えていく。タイムリミットは限られて、緊急にや

っていかないと間に合わない。 

夜間の救急に関しても、旭中央の救急が断ることが増えてくると予想されますので、ここか

ら救急車が千葉方向に向かうことがきっと増えるでしょう。現場では、今でも気まずい関係で

やり取りしている旭との関係は、もっと悪くなってきます。本当に喫緊の問題であって、ここ

で具体的に提言していかなければと考えています。その際に、何を目標としていくのか、赤字

になっても仕方がないのかどうかも含めてご検討をいただきたい。 

[議長] 

優先順位があると思いますので、今回の問題についても一番のネックになっているのは医師

の数が充足されてこないことです。このことを考えれば、必然的に今いる医師に辞められたら

益々立ち行かなくなりますので、現在の医師の負担を軽減すること。雇えれば一番いいのです

が、現状では雑務なりの仕事を減らしていくことが優先されます。 

現実に何とか勤めていただけるように軽減しましょう、と具体的にクラークのことを話しま

した。黒字化は決してそこまで考える必要はないことです。 

[委員] 

赤字が増えてもいいのですか。 

[議長] 

今より増えると結構大変かも知れません。赤字は尐ないに越したことはないですが、不採算

医療もやっていますし、診療報酬も上がってきません。そうすると赤字は必然的に出てきます

が、それは自治体の財政力とのバランスの問題があって、屋台が傾くような赤字は出せない。

どのくらいのところで折り合っていくのかは、病院と市との話し合いであって理解し合いなが

らやっていく以外仕方がないです。 

[委員] 

ほかの病院との比較データが出ていましたが、ここの医師たちが他の病院との比較で稼がな

いかといえばそうではない。もう尐し楽をさせなければと考えるならば、もっと収益が減るわ

けです。それが了承していただけないならば、話がもとに戻ってしまうのでほとんど解決策は

ないです。 

開業の先生との役割分担については非常に難しい問題ですが、できれば素晴らしいことです。

主治医をその時の情況で変えていくことになります。具合が悪くなれば病院、落ち着いた時に

は開業医に行くというやり方です。厚生労働省が前から考えていたことですが、うまくいって

いません。国では大きな病院で診てもらいたい方は、何とか負担金をつけて行かないように誘

導しているわけです。その話も大病院についてであって、当院のような中小病院では、今回の

報酬改定ではほとんど考慮されていませんので、患者は必然的に増えていく状況です。そこを

開業の先生に代えていただくためには、例えば当院のスタッフと開業の先生は非常に仲がいい

ので、そこを市民に見せることができれば、もしかすればちょっと効果的かと思います。 

一方で、例えば旭中央へ肺がんの患者さんを紹介することが多いのですが、治療の後に元の
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病院に戻るように勧めると、残念ながらほとんどは見捨てられた感覚になるようです。役割分

担が機能していない。それがうまくいけば病院はもっと効率的な運営ができます。在宅の方向

性からは外れるかも知れませんが、方法論としてはあると思います。 

市民に対しては、高血圧の治療だけならば開業医の方が絶対にいいでしょう、開業医の先生

は月に１回なのに当院では３か月に１回、年に４回しか診ないこともある一方で、開業の先生

は月に１回診ていただける。そう説明しても患者さんの考えは別にあるようで、当院に通院さ

れます。 

結局、医療の需要は非常に多いのに供給側が尐ないため、医師は疲弊してしまう。どうした

らうまくいくのかは真剣に考えなければいけない。 

[議長] 

医師個人がやる気がなければできませんので厳しいです。病院と開業医の質について患者さ

んの理解を得ることは、なかなか難しいと思います。受入れに関しては医師会でも勉強会を行

っています。書類は大変ではありませんか。 

[委員] 

具体的に、日本の色々なところで同じ悩みがあるのだと思います。そういった病院の事例を

参考にできないのでしょうか。 

[委員] 

これがいいかどうかは分かりませんが、再編して解決していこうとする考え方はあります。

関西のある市民病院と民間病院との再編で、市の方に吸収されていった例では、300 床くらい

の同士が一緒になったケースであり、ほかにも最近いくつか例を見かけます。再編には医師と

自治体側が、市の役割と現場の役割を話し合う場をまず先に持つことが必要です。状況が悪化

してやっと話し合いを持つようになったところがほとんどです。 

現場が悪いのではなく、今までやってきたことが当たり前としていたことが、実は市民に対

して全く知らされていなかったとか、気づいていないことがあると思います。あり方ややり方

がちょっと違っただけだというところがあります。その一番の原因はマンパワーです。 

[委員] 

同時進行的に、みんな苦しんでいるということですね。 

[議長] 

 臨床研修医制度はやめないのでしょうか。あれですべておかしくしてしまった。 

[委員] 

 大病院、民間病院にみんな行ってしまいました。最近、それでいいのかとちょっとずつ思い

始めて、回帰しようという動きもありますが、そんなことを言っている間に更に悪化してしま

います。 

[委員] 

 我々市民は、病院の今の状況が分かりません。会計監査を行うようになって初めて、マンパ

ワーの不足を知りました。おそらく市民は分かっている方は尐ない。先生がいなくなって診て

もらえないと言われて、そんなものかと思って批判しているだけでは駄目で、状況をよく説明

してどうするか検討する。一つの目標ではないであろう、赤字がたくさん出ても職員が充足し

ていればいいということではない。それは無理であり、市民は負担し切れなくなり市がバンザ

イしてしまう。 

 無駄がないかどうか院長に事業管理者の委嘱をして、皆さんでもう一度見直しをしてやって

もらおうじゃないかということが、市として全部適用という一種のカンフル剤のような処方だ

と考えられます。市民は分からないのだから、今のままでは駄目でしょう。税金を高くするし

かないですから、私にはこの方法しか考えられません。 
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[委員] 

 努力はもう十分やってきています。 

[委員] 

 それでは、もういらないのかということになってしまう。 

[委員] 

 例えば、夜間救急はやらないだとか、身の丈に合った方法にする。 

[委員] 

 県の行政がそういう方向というならば、市民としてはまずいと言えるかどうか。 

[委員] 

 実際には、地域のことを考えれば不可能でしょうけれども、地域の医療をどうやって成り立

たせるかは非常に大切なことです。 

[委員] 

 我々だってそれしか考えていません。やはり市民病院はあって欲しいし、最後の砦あるいは

灯台だと考えています。 

[委員] 

 例えば、銚子のように無くなって初めて必要であったという市民もいます。私が市民であっ

たら、きちんとした医療を行ってくれるならば、市民特別税あるいは病院特別税があってもい

いと考えます。病院としても私募債のような起債をしてもいい。ただそのためには、コミュニ

ケーションが必要で、それがないと絶対にうまくいかない。そこを市と一緒になって対応して

いくことが必要です。 

[議長] 

 一旦閉院してしまうと、再建しようと思っても難航してしまいます。病院を何とか存続させ

ることが、最低限の前提です。具体的な提案がありましたらお願いします。 

 

（療養型病床、病床数と改築） 

 [議長] 

 次に移りますが、療養型病床については大きな問題です。前回の会議でも出ましたが、現時

点の建物では療養型への転換は不可能だということです。療養型に対応するためには、建て替

えしかないという話が出ました。 

[委員] 

 病院の建て直しということで、市がどこかの病院を買って一緒になるならば改修になります

が、新築するならば費用対効果がどうかを検討しなければならない。 

[議長] 

 新築してベッド数を増やす場合は、医師の確保につながるでしょう。療養型病床では、経済

的側面は一般病床に比べてスタッフの負担が軽減されます。 

[執行部] 

 今は 10 対１看護基準になっており、診療報酬としては療養病床よりもかなり高くなっていま

す。10 対１看護には縛りがあって、平均在院日数が 21 日を超えてはならないことがあるのと、

正看護師の人数の基準もあるため、それなりに看護職員、介護職員を配置しなければなりませ

ん。療養病床は縛りがない分、報酬は逆に安くなります。市民病院の実態を見ますと、かなり

療養型に近い患者さんがたくさん入院されています。 

 医療的にはそういった患者さんは尐ないですが、介護的なところが増えてきますから、看護

の労力がかなりとられてしまいます。 

[委員] 
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 今までの議論の中で、病床のあり方、病床数、その中で改築の問題、一つの試算でいいので

ケース１、ケース２のように、現在の 157 床を一般病床が何床、療養病床が何床、診療報酬が

どうなるかというようなデータを示さないと、療養型病床を取り入れるかどうかの検討の資料

にはなりません。 

[執行部] 

 今の一般病床は、その他の病床が引き継がれて一般病床になっています。これを変えようと

いう動きが出ています。一般病床の中で急性期を扱う急性期病床、亜急性期の病床とその他の

病床に変えようと厚労省が出してきています。10 対１や７対１のような急性期病床を平均在院

日数を 14 日くらいにして、そういう患者は何％というように縛りをかけると、それが出たとき

に、当院の入院患者の実態を踏まえて我々が選択できるのは、各科別病棟別に認められればい

いですが認められないで病院全体の判定になると、全部が療養型の判定にもっていかれる危険

性がある。もし、そういう動きが確定するようだったら、生き残っていく道は「一般でいきま

す」と言っても必然的にそういう方向にもっていかれてしまうわけですから、そうなるのであ

ればやむ無く、一般と療養病床のケアミックスにせざるを得ないと考えています。そうしない

と、急性期の高い点数が通る率がなくなるだろうという見通しです。今、国の方も混沌として

いますので、確実にそれが出てくるかどうかは分かりません。ただ、医療費を減らそうという

方向から言いますと、一般病床を分類し直して点数を減らそうということは当然出てこようか

と考えられます。 

[委員] 

 私の理解からすると、一般病床が例えば 100 で療養病床が 57 で、ケアミックス、急性期、

亜急性期との病院はあり得ないということになりますか。どちらかに区分されるのでしょうか。 

[執行部] 

 療養病床にしてしまえば平均在院日数に入らない。国が狙っているのは、一般病床に入院に

ついても平均在院日数の計算対象に入れない「特定除外患者」という精神疾患の患者さん等が

20 種類あるようですが、その人たちの平均在院日数は 90 日を超えている人が多くて、民間な

どで一般病床でとっているところを調べてみると、その人たちを入れて普通に割り返すと平均

在院日数は 28 日を超えてしまうけれども、除外できるので 21 日以下になるという抜け道がや

られているようです。その辺のところを厚労省は目をつけて医療費が下がるので、多分再編と

いうか規定の仕方を変えることをやってくるだろうと思います。それが行われるとすると、そ

れに対応してやっていくためには、療養病床を多くして、急性期病床と二つを持っていること

にしないと対応できないことになります。それには、建物がいるということです。廊下幅も部

屋の面積も基準に合わないです。 

[委員] 

 問題は、シミュレーションができるかどうかです。建て替えをした場合に、どれくらいの長

期借り入れが発生してそれが返せるのか。過去にはそこまでの試算はないですね。 

[執行部] 

 何年か前に、県の方が入ってこられたときに、その辺のシミュレーションはやってあります。

今後ハード面の起債の額は減ってきます。 

[委員] 

 ランニングコストの方を検討すべきです。ハードの部分は、取りあえず置いておいてもいい。

ハードの部分は、起債、借金でそれなりの財源充当ができるはずです。毎年、医業収益がどれ

くらいで推移するのか。一般病床と療養病床が一定の割合でいった場合にどうなるのかを検討

した上で、ある程度の赤字はあるけれども、市民の需要があるために必要だということで市民

が納得すれば、起債も認めてもらえるのではないでしょうか。 
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[議長] 

 今、１床当たり単価はどのくらいですか。前は 1,500 万円くらいでしたが。 

[執行部] 

 建てた病院によって非常に差があります。青葉は 3,500 万円、千葉医療センターのように

2,000 万かかっていないところもあります。 

[委員] 

 建築コストだけで比較すると安いです。１床当たり 2,500 万ないと厳しいです。昔は 3,000

万とか 3,500 万かかっていました。 

[執行部] 

 今は 2,000 万を切っているところはかなりあります。 

[委員] 

 建築を行う際に、患者さんの目に触れる部分とスタッフが使用する部分は、極端に差をつけ

るなどして工夫を施し、コスト削減に努めるべきです。ゼネコンのコストも相当安くなってき

ていますので、やるならば時代としては今です。 

[委員] 

 病院の合併について、市の方では実現に向けてどうお考えですか。 

[委員] 

 この検討委員会における一定の方向性としては、一つの選択枝だと考えます。提案があれば

市としても検討の対象になってきます。 

[委員] 

 提言として、また議事録として他の団体のことがホームページに載ってもかまいませんか。 

[委員] 

 市又は執行部が作っているわけではありませんので、当委員会は第三者機関ですから差し支

えありません。 

 医療機能の再編をこれまで検討してきましたが、それでは生ぬるいので経営一つに絞ってや

っていった方がよろしければそれも選択肢かなと考えます。 

[委員] 

 具体的に進めていこうというときに、本当にやってくれるのかというところが問題です。や

りましょうという提言になってしまいます。 

[委員] 

 そこから先は、議会を含めた市民と執行部との間の話し合いであり、市民全体で考えていく

ことです。 

[議長] 

 それには、市民がもう尐し病院に対する理解を必要としています。ほかには、病院の連携に

より診療材料の共同購入で安く仕入れることから、いとぐちがありそうですし、例えば、事務

方レベルの話からでも一つの足がかりにはなります。どこに建てるかは問題になってきます。 

[委員] 

 首長の立場としては、なかなか自分からは言い出せないと思います。ですから、ここの第三

者機関が提言の形で出していただければ、市長としてもそれを受けて市民と一緒に考えましょ

うと動き出せます。 

[委員] 

 ほかの病院との統合については、市民代表の方としてはどう考えておられるのでしょうか。

この委員会でまとまれないと提言として出せません。 

[委員] 
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 統合ということになれば財政的に規模が大きくなり、数がたくさんいれば負担が尐なくなる

でしょうから、基本的に病院はなくさないことであれば推進していく話ではないかと考えます。 

[委員] 

 自分たちの病院という意識は薄れると思いますが。 

[委員] 

 立地の問題になろうかと思います。県の再生プログラムでは、旭中央病院を中心に周辺の病

院を専門化しようという考えですから、単独では無理なので統合の方向で進めますという考え

もいいのではないでしょうか。県は支えていくべき話であり、そこでリーダーシップを取って

欲しいことで、首長を悪者にせずに県が考えていただきたい。 

[委員] 

 自治体病院というのは市が設置しており、基本的な市民の意向を無視することは考えられま

せん。トップである市町村長が統合に関してどう考えるか、それを支える住民がどう考えるか、

これがまず前提になります。ただ効率だけ考えて一緒になった方がいいと言っても、できない

のではないかと考えます。 

[委員] 

 市の財政状況をよく市民に知らせないと、いくら借金があるかはわかりません。これから病

院をこうやっていくと借金がいくらになるか知らせないと、具体的に知らせないでいいことだ

け言っていては成立しません。だれかがリーダーシップを取って、泥を被るつもりでやってい

かないと、首長と言って逃げられると何回やっても駄目だ。首長はみんな病院を持っているか

ら、それを動かすのが県ではありませんか。市民は病院が赤字だと思っていませんから、知ら

せてあげないと。 

[委員] 

 県の立場もあるでしょうから。ひと昔前なら国、県の指導ということがありましたが、ある

程度市町村を引っ張っていた経緯はありますが、地方分権、地域主権ということで、最終的に

は市町村が独自で決めることになっています。こういった流れの中で、地域再生プログラムを

県が作っていただいて、あの内容で全市町村が合意して決定されています。 

 統合ということになりますと、匝瑳市だけで決定しても近隣の団体の意向もあるわけですか

ら、一定の方向性を示して県が主導することはなかなか難しいことです。その辺はご理解願い

ます。 

[委員] 

 方向性はみんな自分の方に向いているでしょう。財政をよく説明しないと、それは間違いま

す。 

[委員] 

 財政状況についての市民への説明は不足していました。その辺は市としても反省しなければ

なりません。これからは市民に全部公開して、納得の上で不採算医療については税金を投入し

ていくことも必要かと考えます。 

[委員] 

 市民意識調査の中では、建て替えしなくてもいいのではないかと考える市民の割合が一番多

かったですね。 

財政的な裏付けを説明しないと、必ず判断を誤ることになります。厳しい状況をしっかり説

明し、それには税金で負担していただくことになる上で、考えてくださいと言わないと最後に

バンザイになって最悪です。 

[委員] 

 私の周囲の人たちは市民病院ばかりでなく、匝瑳市が大変だと薄々は感じているみたいです。
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例えば病院を新築した場合に借金が増えて市民は大変だと思うことと、借金して娘の成人式の

着物を買って嬉しがらせる人もいる。市民には２通りあり、借金ができたら困るという人と借

金を何とかみんなで頑張って返す方向に思う人もいる。病院が新しくなると、設備がよくなる、

病棟もきれいになる、そうすると悪いことばかりではない。中央病院は入院患者が多くて退院

させられても家で面倒を見られない方が結構多いので、本市に病院、病室は必要です。 

 病院を新築して、設備を整えれば医師は来ていただけるのではないでしょうか。来てくださ

いというのとは違うのではないかと思います。 

[委員] 

 病院の新築は最低限の条件なのです。今は最低限にも達していません。 

[執行部] 

 旭は新しくしてすべての医療器械は整っていますが、それでも医師が足りないのです。旭か

ら入院の受入れをすると、旭からずっと継続で入院期間があることになり、我々の一般病床で

平均在院日数が 21 日を超えてしまうと、一気に入院料が下がってしまいます。患者さんを多く

入れて苦労して診ても、かえって収益が減ることになります。そういう診療報酬上の縛りの中

で動いていかなくてはいけない。ベッドを埋めればいいというのは、大間違いなのです。それ

ぞれの病床ごとの役割があって、患者さんに応じた病床を使っていかなければいけないという

ことです。 

[委員] 

 患者さんに応じた病床を作るようにしたらどうですか。お金を借りても市民病院は必要です。 

赤字で閉院するのは困りますので、何とか存続させていただきたい。 

[執行部] 

 今の診療報酬制度の中では、公的な病院を黒字にすることはまず不可能です。 

[議長] 

 市の財政状況と病院の赤字の状況で許容限度内か、このままでは駄目になるかの兼ね合わせ

になると思います。そこはシミュレーションをしていくしか仕方ないと思います。急に統合の

話が出てきてしまいましたが、４～５年前に一度東総地区の医療連携で県の指導で始まった時

期がありましたが、旗振り役であった方が国の方にお帰りになって立ち消えになりました。今

回は地域医療再生計画というのが出てきまして、その中で病院同士の再編が触れられています

が、もし再編に向かってやっていくとすれば、個々の病院の間で話し合いながらやっていくよ

り仕方ないということです。 

 病院の今後のあり方という点で市民病院単体でやっていく場合と、できれば統合を図ってい

く場合が考えられ、後者は医師が集まりますからメリットが出てきます。どこまで具体的な数

値を出せるか分かりませんが、病院に関しては療養病床、建て替えの計算だけはシミュレーシ

ョンをやってみる必要があると思います。 

 まとまりませんでしたが、たどり着くところは医師不足ですので、なるべく早く医師の労力

を軽減できる方策、医師を確保するような方策を行っていただきたいと考えます。 

[執行部] 

 医師の負担軽減のための補助者を今年度中に入れようと考えています。大学に依頼をして当

直の土曜の夜から日曜の夜までアシストしてくれるようお願いしました。コストは掛かります

が、負担の軽減にはなると思います。 

[執行部] 

 議題の１と２に戻りますが、経営形態についての結論を出していただきましたので、今まで

の議論を参考にさせていただきまして、事務局で中間報告の案を文書に作りました。これから

お配りします。 
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〔執行部が朗読 省略〕 

[議長] 

 先ほどまでご議論をいただいた内容に沿っていますので、特に問題がなければ了承いただけ

ますか。 

[委員] 

 「全部適用へ早急に変更すべき」とありますが、現場での不安が強い中で次の議会に提案さ

れるのですか。 

[執行部] 

 執行部で素案を作りましたが、委員会の意見としての報告であり最終的な決定は市長の判断

になります。具体的にいつということではなく、早い時期にという意味でそう表現しました。 

[議長] 

 今後も疑問点等があれば、病院の中で執行部の方に聞いていただきたい。なるべく不安を解

消するという努力はお願いします。現在の給与体系には手をつけずに移行するよう、提言に盛

り込んであります。 

[執行部] 

 先ほどのご意見に追加しますと、市長がこの提言を受けて全部適用に移行しますとなったと

きには、市側から職員に対して説明を行う機会があるはずです。どこかで決まって、おしまい

という話ではありません。 

[議長] 

 これまでは、市と病院のコミュニケーションが非常に不足していて、どっちもどっちという

ところです。こういう状況になれば、そんなことは言っていられません。なるべくよく話し合

いをして、お互いを理解し合っていただきたい。市側から職員に対してきちんと説明をするこ

とが大事だと思います。 

[委員] 

 給与に関して、留意点の最後の部分で「事業管理者のもとで、………安定した給与水準が維

持されることを期待するものである。」とあるのは悲観的に考えると、経営状況が好転しなけれ

ば給与水準は維持されない、と逆に読めるのではないかと思います。職員はそれを一番不安に

しています。 

[執行部] 

 これはあくまでも案であり、最終的にどういう文言で出していくかは皆さんの合意によりま

すので、協議していただいて結構です。 

[委員] 

 最後の２行が邪魔であれば、これを削除してはいかがですか。これは職員の立場に立った表

現ですので、取っても差し支えないでしょう。 

[委員] 

 地方公務員ですから、給与は簡単に下げられないことです。 

[委員] 

 一部適用と全部適用の一番の違いは、そこにあると思います。全部適用の場合は、病院だけ

下げることはできるのです。もちろん、上げることもできます。 

[委員] 

 公務員ですから簡単に下げることはあり得ないです。 

[委員] 
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 それができるのが全部適用です。 

[委員] 

 極論を言えば、公務員でも給与条例を変えれば引下げはあり得ます。それが市民の判断であ

れば、議会に諮って引き下げることはあります。それは一部適用であっても同じです。公務員

だから給与が絶対に保障されるということはないのです。 

[委員] 

 誤解を与える恐れがあるのであれば、取ってしまってはどうですか。 

[議長] 

 ２行取ることでいかがですか。 

〔異議なし〕 

 

[議長] 

 それでは２行を削除します。これで中間報告については、ご理解をいただいたものと決定い

たします。 

 本日の会議はこれにて閉会します。次回の会議は、執行部と調整させていただきます。 


