
 1

第６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４月 25 日(水)午後５時 15 分～午後 7 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）岡田陽子 
     （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 大塚榮一  

 
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）国保匝瑳市民病院が目指すべき役割について 

・今後必要とされる病院機能と対応可能な機能との整合性についての検討 
（２）入院機能の方向性について 

   ・超急性期～療養期の中での位置づけの検討 
 (３) その他 

 
〔議長〕 
 いろいろとむずかいし問題もあると思いますが、委員も少し変更がありましたので、難問に向け

て皆さんの知恵をしぼっていただければいと思います。先日朝日新聞の千葉版に旭中央病院の医師

数の減ということで東総地域の医療がどうなるのかという大きな記事が載っていましたが、当然こ

の病院も含めて海匝地区の医療も視野に入れながら、病院がこれからどうしていくべきか考えてい

かなければならないと考えています。ご討議よろしくお願いいたします。 
 それでは、会議に入る前に新しく委員になりました角田副市長、大嶋医師に簡単に自己紹介をお

願いいたします。 
＝両委員の自己紹介（略）＝ 

〔議長〕 
 それでは、議題に入る前に、前回の宿題となっていました、看護師の数と患者数の推移について

執行部から説明があります。 
〔執行部〕 
 お手元にある横の表になった資料をご覧ください。常勤医師、看護師数及び患者数の推移が平成

１３年から表になっています。看護職の合計数ですが、平成１３年は９５．５人です。なお、括弧

書きは産休、育給者の数で、平均で４名から５名、多いときは９名ほどいました。平成２３年度の

患者数は４月から１２月までの合計数となっています。注の３の看護職合計数は、病院に配属の数

で地域ケア部とぬくもりの郷の看護師数は含まれていないが定数の中には含まれています。注の４
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ですが、平成１６年４月老人保健施設そうさぬくもりの郷の開設にあたって看護職６名が病院の看

護部から異動しています。注の５ですが、平成１８年１１月から新看護基準１０対１を取得してい

ます。平成２２年に急性期看護補助加算５０対１を取得しています。そのため、看護補助者の数が

どんどん増えています。それから注の６ですが、平成２１年２月１日から平成２２年１月３１日の

間、看護師数の不足のため、３単位の病棟の維持ができなくなり、２単位に減らして運営しました。

次に注の７ですが、許可病床１５７床のところ、１４５床で運用して、平成２２年２月１日から３

単位病床に戻しています。なお、現在は、８３．５人の看護職となっています。以上のように徐々

に徐々に看護師数も減っているという現況をお分かりだいきたいと思います。以上です。 
〔議長〕 
 後ろの資料はいいのですか。 
〔執行部〕 
 この資料は補助的に付けています。たとえば１０対１の看護基準ですと、患者４０人いた時に４ 
人の看護師がいれば、基準を満たしているという見方になりますが、日勤帯で４人の看護師数では、

業務がこなせないところを理解していただきたくために付けました。参考としてください。 
〔議長〕 
 ただいまの報告で、何か質問等ありますか。 

―なし― 
〔議長〕 
 各セクションの曜日別業務の中の用語とか、日勤者のルーチン業務のタイムテーブルの中にも特

殊な用語がありますので、わかりにくい用語がありましたら、私がお答えいたします。ＰＥＧとい

うのは、インターフェロンのことですか。 
〔執行部〕 
 ＰＥＧというのは、胃ろうの増設のことになります。直接、胃に穴をあけそこから栄養剤を注入

するルートを作るとうい手技的なものであります。専門用語がたくさんありまして、申し訳ありま

せん。 
〔議長〕 
 この点に関しては、よろしいですか。 

―なし― 
〔議長〕 
 看護師がこの３月で５人辞めて、補充の予定がついていないとのことですが、８３．５人より平

成２４年度は、５名引いた数ということですね。 
〔執行部〕 
 退職した２名が、常勤からパートで勤務しているので、実質マイナス３名となっています。 
〔議長〕 
 １０対１は維持できるのですか。 
〔執行部〕 
 大丈夫です。 
〔議長〕 
それでは、報告は終わりにして、議題の１、国保匝瑳市民病院が目指すべき役割について、今

後必要とされる病院機能と対応可能な機能との整合性についての検討にはいりますが、執行部

の説明をお願いします。 
 
議題１ 国保匝瑳市民病院が目指すべき役割について 

・今後必要とされる病院機能と対応可能な機能との整合性についての検討 
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〔執行部〕 
 前回までに、現在の病院の状況と、環境というところを大体出していただいて、ご理解いただい

たと思います。その上で、匝瑳市民病院が今後必要とされるために、持っておくべき機能はどうい

うものがあるのか、ある意味理想的な形、今後この病院が１０年、１５年、２０年やっていく上で、

どういったものが当面必要となっていくかをまず明確にしていく必要があると考えます。その中で、

入院としてどうなのか、外来としてどうなのか、ということだと思います。それと現実的にそうい

った理想的なことが対応できるのかという問題もあるので、対応可能なものを照らし合わせた時に、

何を落として、何を残していくべきなのかを論議をしていただいて、次に、その中で入院機能とし

ては、どういったものは持っていく必要があるのかを議論していただきたいと思います。ここで挙

げているのは、現実に可能、不可能では無しに、あるということで、超急性期から療養期までの広

い中での入院機能を論議願いたい提案させていただきました。以上です。 
〔議長〕 
 現在病院として目指すべき役割、こういう形にしたいという方向性はありますか。 
〔執行部〕 
 それについてここで議論していただいて、それをブレイクダウンしていくのが病院の役割だと考

えています。 
〔議長〕 
 現在のところは、病院としての方向性は考えていないということでよろしいか。 
〔執行部〕 
 現在のところ、そのようなところまでの論議はしていない。 
〔議長〕 
 海匝地域の医療圏の中で、匝瑳市民病院は２次救急として担当する病院ということに位置づけら

れていますが、その中での役割、あるいは、それ以外の地域医療という面での特化された部分での

役割があるかと思いますが、このようにすべきではないか、あるいは、このところを充実したほう

が、今後市民のために良い病院になるのではないかというところがありましたら、ご意見をお願い

いたします。 
〔委員〕 
 地域に根ざした市民病院として、理想的な病院になってほしいと願っています。良いお手本と悪

いお手本がいろいろな所の病院にあると思いますので、良いお手本の病院を真似るのが良いと思い

ます。個人的な考え方から言えば、病院がもし赤字経営で困窮しているとすれば、出るお金を少な

く、入るお金を多くすることがそれを直す根本的なものだと思います。今、市民も病院もお互いに

我慢をしてわがままを言わずに再生を図っていくよりほかに方法はないと考えます。また、病院の

案内とか、困っているお年寄りのお世話などを市民のボランティアに一任して、スタッフの仕事の

軽減を図ってはどうかと考えます。また、市民ボランティアの方には、年に１度、無料の健康診断

してあげればどうかと思います。また、先日、ＮＨＫで越前高田の病院の放送がありましが、その

病院は元々赤字の病院で、他から院長を呼んで黒字になった訳ですが、何で赤字が黒字になったか

というと、お年寄りの患者さんを多く入れて、お年寄りからお金を頂いたからです。お年よりは、

食欲もなく、体も弱っていますので治しようがありませんが、たいてい３ヶ所くらいの病院を掛け

持ちでかかっています。８０歳になっても、９０歳になってもまだ生きたいと思っています。そう

いうお年寄りの方は、治る見込みはないが、お金はたくさん持っています。ですから、病院が成り

立っていくためには、患者さんが病人で、お客様は高齢者だと思います。本当に具合の悪い患者さ

んは、医師が診て、高齢者は月に１度は医師に診てもらい、後は、看護師が診てお金をいただいた

らどうかと思います。後、入院の希望をよく耳にします。自宅介護は、理想的だと思いますが、独

り暮らしの高齢者も多くなり、ますます増えるし、高齢者を取巻く環境は良いとばかり言えません。
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何とか高齢者が入院できるような設備を造っていただいて、ボランティアの力を借りて維持してい

けたらと考えます。 
〔議長〕 
 入院に関しては、入院機能の療養型をどうするのかという部分に関連してくると思いますし、外

来のお年寄りに対しての対応の仕方についても、外来機能をどのように認識していくかということ

もありますし、それから安定していて月１回くらいの受診で済むような方は、診療所と連携をとり

ながら負担が少なくなるように、そちらにまわって頂くとかにつながっていくのかと思います。ま

た、病院機能は２つあると思いますが、まず外来機能についていかがでしょうか。当然第一には、

救急対応ということになると思います。理想といえば、２次救急が受け入れられることになると思

いますが、当然、マンパワーの問題と関与してくる訳ですが、そのへんはどうでしょうか。 
〔委員〕 
 日勤帯ではできるだけ診ていますが、時間外になるとどうしても検査ができないので、その旨を

話すとできる所に行きますということで、受診されない場合がほとんどです。検査自体、１週間同

じ人が呼出の状態なので、待機の検査を呼び出すのは、厳しい状態だと思います。そのような環境

が整わないと時間外は難しいと考えます。 
〔議長〕 
 人的な余裕ができれば、２次救急ぐらいまでは対応したいし、できるということですね。その他 
救急受入れ等について何かありますか。やはり外来機能では、通常の一般外来も大切ですが、救急

ということは、今回の地域医療再生の中でも匝瑳市民病院にがんばっていただきたい１つの項目に

なっている訳ですし、２次救急担当病院としての機能を果たすことが、できる、できないは別にし

て今後目指すべき方向だと思います。異論や他の考えはありませんか。だいたい今まで話し合った

中での方向性だと思います。後、一般外来について実際に担当している先生で、もう少しこうすれ

ば、機能的に外来をきちんと診られる、余分な仕事に忙殺されないで済むというようなことがあれ

ば、ご意見いただきたいと思います。 
〔委員〕 
 医師の数が増えれば、気持ちの余裕と患者さんに接する時間も長く取れますのでそれを願ってい

ます。科の数が増えることと各科の医師の数が増えることです。ただ現状では、医師の派遣先は大

学病院かもしくは臨床研修病院という形になります。正直、都会から遠い所の病院に勤めたい医師

は少ないのが現状であります。少ない人数でがんばっているのが現状です。 
〔議長〕 
たとえば、２次救急を含めて整形外科で対応するには何名ぐらいの医師が必要ですか。 

〔委員〕 
 ４人から５人ぐらいいると大変良いと思います。先ほどの救急の話は今まで再三していますが、

外科系に関して言うと救急では脳外科があるとないとでは大きく違います。頭を打っていたりする

と、脳外科医以外では、ＣＴを見られないわけではないが、責任を持って患者さんに大丈夫だよと

か、これは危険だよとか伝えることができない。脳外科の先生が１人いれば、１人しかいない場合

は厳しいですが、いるといないのではかなり違うと思います。 
〔議長〕 
 通常の外来ではお年寄りが多くなると思います。変形性の脊椎症とか骨粗鬆症とか積極的な治療

はなかなか難しいような患者さんにかなり時間を取られることが外来ではあると思われるが、その

点についてはどう考えますか。 
〔委員〕 
 開業医がたくさん診てくれているので、それ以外の患者さんが当院に来ているのだと思う。来て

くれている患者さんたちは、おそらく当院に満足していると思うので、あまり慢性期をたくさん診
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ているから辛いということはありません。 
〔議長〕 
 その点は、負担にはならないのですね。 
〔委員〕 
 負担にはなりません。ただ、１日の外来患者数を減らすために、長期の処方によって診察するの

は３ヶ月に１度という患者さんはいます。ただ、それによって大きな問題になっているとは感じて

いません。 
〔議長〕 
 内科の立場としてはどうですか。 
〔委員〕 
 内科は外来の負担は大きいと思います。内科は基本的にお付き合いの科なので、どうしても私の

主治医という形になってきます。一方で、入院患者さんの数が非常に多く、１人当たり１５人超を

診ている状況なので、間に合っていません。減らせるところがどこかというと、外来の安定した人

たちを減らすしかないのが現状だと思われるし、将来的にも何とか病診連携をうまくやって、外来

にでる日を減らしていくことにした方が良い病院ができると思います。４００床以上の病院になり

ますと、内科医が外来を受け持つのは週１回か２回ぐらいで、なるべく検査とか入院患者さんにか

かっています。できれば、外来に出るのは２日くらいで、病院としてよろしいのかわからないが、（外

来患者を減らすことは黒字が減るということですから）、外来患者を減らして入院の方をがんばって

診ていくようにしたほうがおそらくこの地域を支えていくうえでは良いのではないかと思います。

もう 1 つの方法は、外来を非常勤の医師でまかなえないかということです。実際、内科外来に出て

いる医師の半分は非常勤の医師です。しかし、非常勤の医師はあくまで非常勤です。実際に、血圧

の人は３ヶ月に１度の診察という場合もあり、それではたして良いのかいう問題があります。極論

すれば、私としては、入院の方になるべく力を入れさせていただいて外来の負担を減らしていった

ほうが良いのではないかと思っております。 
〔議長〕 
 外科については、外来についてはいかがですか。 
〔委員〕 
 外科はこの４月から毎日３人で外来をやっているが、それでやっと何とかこなしている状況で、

外来の患者さんは外科としては多いと思われます。外来患者さんに関しては、看護師が不足で介助

につく人数が足りない。検査に関しても看護師の不足で患者さんを増やせないところがあります。 
〔議長〕 
 外科の場合は、術後のフォローもあってなかなか難しいところもあると思いますが、いずれにし

ても先ほど委員もおっしゃいましたが、今回、旭中央病院が対応が困難になってきているので地域

の開業医のほうに患者さんをお願いしたいとのことですが、たぶんその患者さんが離れたがらない

のは、何かあった時に本当にだいじょうぶかという不安が一番大きいと思われます。そのために病

診連携が市民の患者さんたちに見える形で取れ、悪くなったらすぐお願いできる安心感が患者さん

にあると、通院の利面性を考え、しばらく開業医にかかることも出てくる気がします。開業医も患

者さんとの信頼関係を持てるような対応をしないといけないと思うが、そのための話し合いの機会

を持てればなと考えております。いずれにしても、先ほどの整形の常勤の数、内科の外来の回数と

か、外科の人員の問題とかを含めて、せんじ詰めればマンパワーの問題となってくるのですが、あ

くまでそれを充足された形での理想的な形ということで、整形は、４、５名で２次救急まできちん

と対応できる、内科については、なるべく外来は週２回程度で病棟に専念でき、病棟に専念できれ

ばそれだけ検査もでき入院の収益自体は上がると思われるので、収益についてもそう大きな問題に

ならないという気がしますし、紹介患者が増え、検査が増えれば収益も上がることになります。外
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科についても、手術をこなし、麻酔をこなすということになりますと、これも人員の問題になって

くると思われます。そのへんが解決できますと、これについては、検査技師、看護師の数にも及ん

でくると思われますが、それらの形がとれれば十分に２次救急担当病院として役割をはたすことが

できるのではないかと考えます。他にご意見はありますか。 
〔委員〕 
 受診時間を守っていただきたいと思います。受付時間は朝の８時半から皮膚科は１１時で終わっ

てしまいますが、１１時半まであるので予約外の方の受付時間を守っていただきたい。夕方とか午

後からになって２,３日前から具合が悪いという電話をよくいただくし、また、救急隊からも同じ内

容で患者さんの収容を依頼されることがあります。午後の外来は、パートで来ている医師はいなく

なってしまうし、常勤の医師も手術とか病棟を診るので、めいっぱいの人数でもあります。そうい

うところでの患者さん側のかかり方についてもみんなに周知してもらいたいと思います。開業医を

勧めても、かかりつけはないので市民病院に来たという内容のものが非常に多い。そのへんを改善

できたらと考えます。 
〔議長〕 
 救急車をタクシー代わりに使うのは全国的な問題の１つで、東京では軽症患者さんは有料にする

とか、トリアージみたいなことを始めようとしています。これはひたすらＰＲしていくよりしょう

がないと思いますが、病院は病院の役割がありますし、１つは市民の方々の医療はこういうものだ

という理解を深めていただくことが必要だと思われます。これは、繰り返し必要になってきますが、

広報等を使ってその方向を保っていく必要があると考えます。 
〔委員〕 
 救急車の救急搬送を重症度別に取っていますか。 
〔執行部〕 
 重症度別は取っていません。 
〔委員〕 
 市の消防に言えばでてくると思われますので、一度確認すれば、どのくらいの軽度なのか中度な

のか重度なのかは救急搬送実績を見れば把握はできるのかなと思います。内容によって重症な者も

中にはあるかもしれませんが、ひょっとしたらほとんどが風邪できているかもしれませんので、場

合によっては指導していかなければならないと考えます。外来に関していうと 近なるほどと思う

のが、この間、佐久総合病院の北澤先生が来られましたが、佐久総合病院では、医療機能について

今の佐久総合病院を急性期と療養型に２つに分けて、療養型の外来をどんなふうに再編していくか

の話が出ています。高齢者が増えてきたということで、センター化をして、総合診療科という部分

を 1 つ作り、もう 1 つは健康長寿ということで高齢者対応として、さまざまな疾患を患っている人

を横断的の診ていく部分です。もちろん専門診療科は当然あるが、そのようなものを設けていくア

イディアもでてきているので、当然マンパワーの問題もあるが、理想として検討するのもおもしろ

いのではないかと思いました。 
〔委員〕 
 具体的にはどのような設備ですか。 
〔委員〕 
 発達障害を含めた小児の部分の領域と、精神関係の部分での領域と、高齢化に対応した健康長寿

的な部分の領域、それと総合診療をそれぞれ分けてセンター化していこうということです。 
〔委員〕 
 センター化というのがよくわからないのですが。具体的には入口で分けられてしまうのか。 
〔委員〕 
 総合診療科でいったん診て、それから継続的にそれぞれのセンターで診ていくようになるのです
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が、そこで総合診療科と療養系で高齢者をどこで切り分けるのかもめているという事象があります。

精神科や小児科はわかりやすいので問題ないが、高齢化対応としていろいろな診療科でたらい回し

にするのはいけないので、高齢化を迎えた方は、一括して診てしまったらどうか。内科も外科も一

緒に診ていこうということで話が始まっています。療養型の病院を造っていく中でそのような話が

でているとういことです。アイディアの１つです。 
〔議長〕 
 他に何かありますか。 
〔執行部〕 
 先ほど救急の話がでましたが、平成２２年度の千葉県の救急の白書がでていまして、それを見る

と千葉県全体の夜間と昼間の救急車の搬送状況を軽症と重症に分けた時は、昼間のほうが重症度が

高く、夜間はわりと軽症度が高いという結果が出ていました。当院の場合でも夜間の当直の時間帯

を見ると割りと軽症の方が多い。先ほど委員が言われたような２、３日前から熱がでていたという

話がきているので、そういう意味で言うと匝瑳市民病院も千葉県の標準とあまり変わらないのかと

いう気がしています。 
〔議長〕 
 後１つ患者さんの都合として、夜行った方が待時間が少ないといったこともあってわざわざ時間

外に受診される方もいるようですので、そのへんも含め患者さん教育というか市民に対するいろい

ろな意味での啓発が必要ではないかと思います。外来についは、これくらいだと思いますが。 
〔委員〕 
 この病院に来る可能性のある人たちに啓発すると議長はおっしゃいましたが、啓発するためには、

情報開示というか、正直な病院の現状、例えば、執行部がまとめたデータ、常勤医師が１０年間で

医師が半減し、患者さんも半減しているというデータを正直に開示すること。私は匝瑳市民ではな

いが、市民代表の委員は、うちの病院は、どのくらいの人数の医師がいて、各科には何人ぐらいの

常勤医師がいて、若い医師が少ないということを理解されているのかどうなのか。病院というと旭

中央病院と同じように行くとすぐ診てもらえる雰囲気を持たれたとしても、実際はそうではない。

８時まで放射線技師がいて、１人の医師しか当直していないとういことなどを知っていれば受診し

ようとした時に電話をかけると思います。情報開示が少ないと感じます。特に良い面だけではなく、

医師が少ないところなど正直に開示したほうが理解を得られるのではないか。医師が少なくなって

しまったことは理解されているのでしょうか。 
〔委員〕 
 前にも申し上げたと思いますが、一般市民は、病院の医師の数、あるいは病院の現状、経営状態

は何ら考えていない。病院がどのような現状に置かれているかというのは、われわれ市民で承知し

ている人はわずかではないかと感じております。確かにお年寄りは、わがままな部分が多々多くで

てくるのだと思う。自分たちの親を見てもわがままなところがあります。叱る必要があるかと思い

ますが、モラル以前に年寄りは、自己しか考えておりませんので、周囲の環境に制約があるという

ことは、おそらく伝わっていないのではないか。病院の現状と施設の維持の問題を総合的に含めた

ところで、市民の皆様にどうしていただけるのか。現状からすると、先生方は１２０％ぐらいの力

をだしていただいている。これ以上お願いするのは、ちょっと酷なところがある。医師のスタッフ

の状況に応じた対応、あるいは、施設の状況に応じた中での対応しかできないないということを、

何らかの形でしっかり市民の皆さんに伝えないといけない。老人会の集まりなどで、今、病院では

医師は欠員しています、補充されなければ診ることはできないので、もし他の先生のところへ行け

るのなら行っていただきたい、というような具体的な話までしてあげないと、現状だけで終わるの

ならその先は考えないと思います。 後の結論まで、例えばなくなったら他にいかなければならな

い、先生方が長くお勤めするためには、１２０％ではどこかで息切れしてしまう。われわれにでき
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ることは、時間を厳守するとか、病気の軽度のものは、次の日に延ばすなどをするのもわれわれの

努めかと思います。 
〔議長〕 
 戦略会議にもでてきた言葉ですが、自分ごととして市民の皆様がとらえてくださるかということ

ですし、そのためにはいろいろな機会をとらえて、たとえば老人会の席などでの啓発活動が必要だ

と思います。それと病院機能の大きな柱として入院等いう問題がありますが、それについてはいか

がでしょうか。これはこの前から話がでていますが、高齢者が多くなってくると、どうしても在院

日数が長くなってくる。そうすると、入院基本料とのかかわりがでてくる。基本的には２次救急を

担う病院として、なるべく急性期の患者さんを受け入れられるような体制をとらなくてはならない

というのが原則としてはあるが、実際にそういう体制をとろうとしても、入院している患者さんが

いっぱいいる。それに対応するにはどうすればいいかというと、在宅に帰すか、あるいは老健に入

れるか、療養型病床に移動してもらうかなど考え方はいろいろあると思いますが、皆さんのご意見

はどうですか。 
〔委員〕 
 入院に関しては、この病院に来て良かったと思っています。過去８年ぐらい勤めているが、ベッ

ドがないから入院できないと今まで一度も言ったことがない。あくまでの急性期に関してですが。 
けがしたり、痛かったりして動けない人がいた場合に入院の適応があればすべて入院できる。その

代わり医学的に入院適応がなければいかに部屋が余っていようが入院させない。これは医者のプラ

イドです。ベッドの余裕があるので、良い病院だと思います。 
〔議長〕 
 内科についてはどうですか。 
〔委員〕 
病院は、入院の力を落としてはいけないと思っています。一流というのは、人数の面もあって難し

いと思いますが、二流にならないようにしようとは常に心がけている。「良い病院」をめざしている

ところです。一方で入院されている患者さんは現在６０名近くいるのですが、その中で病院が引き

受けなければならない方もいるし、この人は介護施設でよいだろうという方も多い。本来病院は、「治

療」をするところにすべきだと思っていますが、この地域のことを考えれば、それだけではいけな

いでしょう。内科はそのはっきりしない部分がすごく大きい科だと思いますし。例えば、脳梗塞で

動けないでいる人が、退院してその人の生活に戻っていくことまでを考えなければならないという

ことが日常茶飯事にあります。病院のあり方として、どういうようにしていったらいいかというこ

とが、非常に関わってくるのではないかと思っています。先ほど外来を減らしていきたいというこ

とに関しても、急性期から慢性期、介護の機能分化を国は考えていると思うし、そのほうが効率的

なのでしょうが、市民の人たち側からしてみると、医者がころころ替わるのを受け入れてもらえる

かということです。良くなったからこちらの医者に行きなさい、悪くなったからまたこちらの医者

に行きなさいということになると、医者と患者さんがお付き合いをしていくという部分からすると

外れてしまうのではないかと思います。本来は、かかりつけの先生というのを開業医の先生に担っ

ていただいて、病院はちょっと寄るだけという形にしていくことが良いのではないか。ただ、市民

の人たちが医者との付き合いの仕方をそのように考えているのか、またこの病院がそのような考え

で良いのかはよくわからない。大病院は、お付き合いをしていくのではなく、具合が悪くなった人

は診ます、良くなったら帰ってくださいと、非常に明確にしていると思います。この病院がそのよ

うにして良いのか、またそうではないのかと非常に矛盾だらけでやっている。ずっとお付き合いを

していかなければならない人もいっぱいいますし、もっと効率的にやっていかなければならないと

ころもあります。 
〔議長〕 
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 これから先のことを考えますと、お年寄りでどこも引取り手のない患者さんが増えてくることに

関しては、会議当初に言ったと思いますが、在宅への道のりをどのようにつけていくか、それだけ

では済まない部分もあると思いますが、そこにつながってくるのではないか。 
〔委員〕 
 その点に関しては、うちの病院はがんばっていると思います。前々からやってきたことですが、

退院した後どうするのかを想像しながら、看護師や医療連携室の人たちはずっと続けてやってきて

いる。こういうことは、全国の中でも少ないかもしれない。 
〔委員〕 
 入院のほうとしては、患者さんが退院した後の生活を考えて、退院支援計画を組んでいます。具

体的に用紙をお渡しするのは、６５歳以上の方と退院に向けて問題のありそうな方、ご自宅での生

活に問題のありそうな方です。この症状がよくなったからすぐ帰ってではなく、例えば、ご飯が食

べられない人には、おうちの方に栄養科の栄養士からの食事指導を、お水はむせるけれどもゼリー

のようなものはむせないのならそのような食事形態の調理の仕方を覚えてもらって帰ってもらうな

どしています。また、お風呂に関しても、手術後、病院で一度看護師の手伝いのもとに自分で入っ

てもらいある程度自信を付けて帰ってもらっています。また、オムツについても家族の人にオムツ

の交換の仕方の指導をしたり、ポータブルトイレの介助も、おうちの方ができるようなプログラム

を組んで、何回か病院に足を運んでいただいて、退院の期間が少し延びても、おうちの方がお手伝

いができるようななった段階で帰っていただくようにしています。後、傷とかが残っている患者さ

んに関してですが、床ずれなど継続的な処置が必要な患者さんには、訪問看護をつないだり、おう

ちの方に指導して、できるようになったら帰ってもらうなどの段取りはしています。 
〔委員〕 
 家に退院することが、 近は難しくなってはいませんか。 
〔委員〕 
 家族がなかなか来てくれないというのが現状で、積極的な家族の方もいますが、独居の方がよく

よく悪くなってから高齢者福祉課の人を通じてきた場合とか、引取り手がいない方もけっこう多く、

遠方から兄弟が何週間に一度しか来ない人もいます。その人たちは、本当に帰るところがなくて、

結局すごく具合が悪く、死にそうな状況でも一人ぽつんと置き去りの状況もあって、プログラムを

組んでできる人は本当に幸せな患者さんです。なかなか全部指導することは、難しいです。状態的

には回復しても、家族ではできませんという感じです。また、施設を探してみてくださいといって

も家族から施設を探す行動は難しかったりしているのが現状です。 
〔議長〕 
 これは次の入院機能の方向性の一部にもかかわってくると思いますが、その前に、今、特別養護

老人ホームの建設自体についてはどうですか。まだ、かなり制約がかかった状態ですか。 
〔委員〕 
 特別養護老人ホームについては、県単位で整備する数があると思います。千葉県ではどういう形

になっているかですが、けっこうな数の建設をやっていると思われるので、ある程度の規制が入っ

ていると思います。詳しくは、調べないとわかりません。 
〔議長〕 
 療養型病床をどうするのかということと、特養をどうするかということと関わってくると思いま

すし、また、団塊の世代がある程度お亡くなりになった後に、いろいろな施設が余ってくるところ

まで見通すと、果たしてその間乗り切るのにどうするのかという問題もでてくると思います。ただ、

市民病院では、整形は今のところ問題はないということですけれども、内科は、どうしても長期に

なってしまう、それから、胃ろうが付いたり、おしっこの管が入ったりするとなかなか受け入れて

くれなくて帰れない、あるいは帰れるとしても、お二人だけの家庭だとか、独居の方もけっこう野
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栄あたりでは多くなっていますし、そういうところを考えますと社会的な問題であるのでなかなか

医療機関だけでの解決は難しいと思います。病院機能の中で、入院機能については、今後なるべく

急性期治療をメインとしてやっていく方向で受け入れるだけ受け入れる、それから長期の患者さん

についてどうするのかは、今後の課題になると思いますが、そういう形でしか対応は困難だと思い

ます。本当に急性期だけに特化できれば効率的だと思いますが、地域を考えるとなかなかその点は

難しい、社会的な入院もある程度許容せざるを得ないかと感じております。もう１つ市民病院の柱

として先ほどでましたが、在宅というところがあると思います。これについて、将来的にどれくら

いまでのキャパシティーを持てるのかとかは、地域ケア部としてはどうでしょうか。 
〔執行部〕 
 今、ある医師が癌の患者さんを積極的に受け入れてくださっているが、その他のドクターは入院

患者さんを中心に動かなければならないので、先生お一人お一人にこれからどれくらいの受け持っ

てもらえるかというと、なかなかそれも難しいのかなと思うので、やはり地域の医師会の先生と訪

問看護ステーションとのコラボをしていかなければならないと感じています。今、連携の話があり

ましたが、ケアマネージャーや病院の退院調整ナースや医療連携室などがけっこう力を付けてきて

いるので、当院の先生方以外のつながりもけっこう顔が利くようになってきているところがあるの

で、そのへんの強化をしていければ、地域ケア部のメンバー主導で広げていくことは可能だと思い

ますが、だだ、ナースが足らない。病院のナースを１人貸出している状況で、訪問看護ステーショ

ンは８名体制でやっています。資格は持っているが現場を離れている、いわゆる潜在ナース言われ

ている人たちが、訪問に入ってもらえれば大きな力になると思われるので、ひそかに目論んではい

るのですが、なかなか一度現場を離れた方が医療に戻ってくるとなると敷居が高ので、復帰に向け

ての支援対策をやっていかないといけないと思います。一人での訪問は責任があって、重いのです。

自分で観察して、自分でアセスメントして、判断をすることも課せられるので、そのへんの教育を

もっとしていかなければいけないのかと考えています。現在理学療法のスタッフを訪問看護でスタ

ッフに入れて、訪問リハビリを提供しています。高齢者が自分の持っている能力を落とさないよう

にすることと、１つでもできなかったことをできるようになる、これは喜びにつながるので、専門

のリハビリの職員が介入することによってかなり変わってきました。ナースと一緒に同行して、ケ

ースのカンファレンスをするのですが、やはりナースのやっていたリハビリと味が違うし、また見

方とか支援の仕方とかも違うので、利用者さんたちの受け入れも全然違ってきています。専門職ど

うしのやりとりをもっと深めていけば、地域への勧誘というのはもっと広げていけるのではないか

と思っています。 
〔議長〕 
 この地域では、旭中央病院はほとんど訪問診療に手を付けていない、訪問看護ステーションと連

携をとって訪問看護をお願いすることはあると地域連絡会でおっしゃっていましたが、まだまだ病

院自体の敷居も高いし、病院自体の余力の問題もあります。現在の地域ケア部の病院での存在とい

うのは非常の大きいことだと思いますし、また、その中身もどんどん進化しているようですし、そ

の点については、医師会としても協力して、病院の先生が対応できない部分は、当然医師会で、で

きる限りのことはやっていきたいと思いますし、これは大きく伸ばしていけるのではないかと思い

ますし、現実にかなりの部分対応できているのではないかと考えられます。在宅については、そん

なところでよろしいですか。 
〔委員〕 
 この地域の訪問看護ステーションが一時より減ってしまっているように思うのですが。訪問看護

は必ずしもうちの病院が全部引き受けるのではなくて、民間の力があればそれをどんどん利用して

いけば良いのですが、数が、減ってしまって結局つばきの里に頼まなければいけない状況になって

しまっている。これは、何か理由があるのですよね。 
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〔執行部〕 
 県下で増えていません。やはり弱小のステーションがまだまだ多い。訪問看護ステーションは２．

５人で立ち上げられるのですが、人を増やして、マンパワーを民間が増やして、訪問件数を増やし

ても赤字なのです。そこがネックになっている。大阪や関西方面は、けっこう大きな統括している

ステーションがあって、そこからサテライトでやっているところが生き延びています。千葉県はま

だサテライトがないのです。なので、１つ１つの力が弱いのです。たとえば、癌の末期は苦手です、

小児は診れませんなど、やれる内容に偏りがでてしまっている。また、人件費の問題で、若いナー

スを雇うことになるが、若いナースは結婚をして出産となるとまたそこから離れていってしまうの

で、堂々巡りとなってしまっていて、なかなか訪問のスタッフが増えない現状があります。 
〔議長〕 
 今、２４時間対応してくれるところは、つばきの里と、松尾に１件だけですよね。 
〔執行部〕 
 多古中央病院があります。 
〔議長〕 
 楽天堂はどうですか。 
〔執行部〕 
 楽天堂は まだ対応できていません。恵天堂があります。 
〔議長〕 
 今、１人看護ステーションは可能になったのですか。 
〔執行部〕 
 まだです。 
〔議長〕 
 今回の診療報酬の改定で少し上がりましたので、これからもう少し訪問看護ステーションの活躍

の場も広がって来るのではないかという気がしています。一応、必要とされる病院機能というのは

大ざっぱな括りはできたと思いますが、現在対応できる機能との整合性ということですが、これは

できる範囲をできる限りやるとしか言いようがないような気がします。整合と言っても今やってい

る仕事をさらに膨らませた形となるので、仕事的な内容についてはほとんど変わることはないと思

います。ですから、それを達成するためにどうしていくかと云うことが、 終的な問題になってく

るし、それをやるための方策として看護助手を増やしているとか、病棟クラークとかありますが、

何とかドクターを確保していこうということに結局は来てしまうと思われます。議題（１）につい

てはそんなところではないかと思われますが、皆さんいかがでしょうか。もう少し何かありました

ら遠慮なくご発言ください。 
〔委員〕 
 対応可能な機能ということを、どうやってアピールしていくかが問題だと思います。たとえば実

際、夜間の救急はできない状況なのだが、それで市民の方たちに納得していただけるのかというの

は非常に疑問があるところです。今、市民の方たちに夜間救急はできませんよと言ってしまったら、

理解は難しいのではないか。いかにして理解していただけるか、よほど時間をかけないと無理なの

は確かですが、時間をかけても無理なような気がします。病院のほうとしても実際に対応可能な機

能はどういうものなのかを整理して出さなければならないと思います。例えば小児科は診られませ

んということについては、だいぶ分かってきていると思いますが、まだ、特に連休中などは帰省さ

れている人たちから連絡が来ます。医者だったら診られるだろうというような対応をされることも

あります。内科の人間が小児を診る、外傷を診るのは、少なくても私たちの世代では難しいことが

多いのですが、そのへんをご理解していただくのは難しいと思います。 
〔議長〕 
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 だからドクターが必要だということで、皆さんの地域の中でドクターをやっている方がいらっ

しゃったらぜひというような依頼を市民の方にお願いできるかもしれません。 
 
議題２ 入院機能の方向性について 

    ・超急性期～療養期の中での位置づけの検討 
 
〔委員〕 
 入院機能の方向性について、急性期に関しては病院として外科、内科、整形の各科で対応したい

とありましたが、先ほど話にあったのは、社会的入院、帰るところのない人たちをどうするかです

が、現状では急性期と一緒になってやっている訳です。うちの病院の建物では療養型とか長期老人

的病院の機能はできないのですよね。そうすれば、長期的に例えば療養型のベッドを確保するよう

な建物を建てる方向に持っていくことを提言する形になるのでしょうか。それとも中途半端な形で

行くのでしょうか。 
〔議長〕 
 地域の要望というか、市民の皆様の希望としては、当然ながら療養病床を市民病院でもってほし

いという気持ちが強いと思います。今、東陽病院が６０床、ほぼ満杯の状態で、お亡くなりになら

ないと療養病床ですら入れない状況です。ですから地域の要望も強いと思いますし、今後の高齢化

を考えると絶対にあっていい病床だと思います。もちろん数の問題はあると思いますが、決して見

過ごすことはできないのですが、一番大きなネックは、施設基準が現在の病床の基準では合致しな

いために、療養病床への転換は今の病床を使う限りは不可能だということです。そのために新しく 
建てるなり、改築となると余計なお金がかかると思いますので、新しく建て替えるか、目をつぶっ

て今の建物でできるだけやっていくかということになってしまうと思います。そうすると療養型病

床ではなくて、長期入院ということで一般病床にいる形では病院の経営上ではあまりよくない状況

だと思います。ただ、建て替えるとなると簡単な訳にはいかない、お金も相当かかるわけですので、 
そのへんのところはどうでしょうか。 
〔執行部〕 
 回診をしていてつくづく思うのは、療養病棟に入れたらいいのだろうという患者さんがどん

どん増えています。今、市民の皆様の要望ということも出ましたが、現状入院している患者さ

んを見て、やはりロングタウンベッドは必要なのだと思います。ただ、公的病院が療養病床を

経営するということは、どうやっても赤字を増大させる。療養病床は、基本点数が低いのです

ので、なかなかとんとんの経営ができないというのは、厳然たる事実である。そのへんを、市

の病院として市民のニーズがあるのだから整備をするのだという覚悟で行くのか、今でも赤字

なのでこれ以上の赤字を作る医療は控えるべきだというのか、これは非常に悩ましいところだ

と思います。旭中央病院もそうですが、今、急性期をやっている病院は、出先がなくて滞って

しまうという悩みを抱えています。療養病床、それから施設が全く足りない現状が 
あります。それで我々は 後の砦ということで在宅に目を向けて、何とか長期入院を減らそう

と努力をしているのですが、今後我々のとこらが、急性期をもっとということになってきます

と、やはり在宅ケアのところに、そう手は出せないという状況が続くだろうと思います。癌の

末期の方、それから今診ている筋委縮性側索硬化症の人とか、そういう患者さんは医師会の先

生方はちょっと無理だと思います。国保直診にも書きましたが、我々の病院は自己完結ではな

くて、医師会と連携をとりながら在宅医療を地域の中で進めていきたいと思っていますので、

今後の進め方としても、その視点で行きたいと思います。療養病床をどうするかというのは、

とことん議論を尽くさないとなかなか結論は出せないかと思っています。 
〔議長〕 
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 療養病床については、全国的にはどうですか。有床診療所を活用しようと 近は盛んに言わ

れていますが、流れとしてはどうなっていますか。 
〔委員〕 
 療養病床については、療養病床の転換をどのように図るかということですが、３年前の自民

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

きが止まっている。医療型の療養病床と介護型の療養病床のうち介護型の療養病床を転換させ

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

まっている。今回、診療報酬の改定で在宅へということになってくると、執行部が言ったよう

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

うが、これから先を考えた場合、高齢化のピークを迎えて以降は病床の数が空いてしまい非常

に拙いという部分もあるのではないかと思います。そういった部分では、在宅にシフトしてい

く流れのほうに診療報酬も傾いていますので、療養病床を広く充実させていく方向は、診療報

酬の観点からいくと、なかなかいきにくいのではないかとどうしても思わざるを得ないという

状況であります。 
〔執行部〕 
 今の話を若干補足させていただくと、今回の診療報酬の改定で複合型というパターンができ

ました。これはどういうことかというと、おうちではなかなか難しいけれど、たとえば小規模

多機能のような施設を持っていて通所もできるところに、訪問看護ステーションが入り込むと

いうようなことで、行ったり来たりするパターンと、そこで 後を迎えることもできるといっ

たサービス体制です。ここが多分、今後大きく取り上げられていくのではないかという気がし

ます。例えば、松戸のほうは、団地でエレベータもなくて高齢者が住みにくいようなところを

働き盛りの若者に安く提供しながら、その周りの平屋建ての古民家みたいなところに老人を集

めてそこを長屋状態にして、そこで生活をさせながら診ていくというタウンバージョンの形を

変えていくスタイルが今年モデル事業になるのではないかと思います。そういう風に変えてい

かざるを得ないと国は言っていると思います。 
〔議長〕 
 例えば、匝瑳でそのような施設を造ることは可能なのですか。 
〔執行部〕 
 複合型に手をあげているところは、まだありません。様子を見ている段階です。ただ、少な

からず小規模多機能の機能を持った施設が増えてきているのは確かなので、そういうところと

つばきの里が連携をする方法もあります。うちの訪問看護ステーションに訪問介護員を入いれ

ていっしょに行動するということも今回の診療報酬には盛り込まれたということもありますの

で、いろいろなパターンで考えていかざるを得ないのかと思います。 
〔議長〕 
 後は、有床診療所頼りとなりますか。有床診療所も今回療養ということで、今まで原則短期

入院しか認められなかったのが、利用できるようになってきたので、そういうところで引き受

けてくれるか、何とかなるのか。これは４，５年先にだいぶ変わってくるのではないか。病院

の建替えについては市の財政状況からいかがですか。 
〔委員〕 
 現状の財政状況からいきますと、平成２２年度の決算で起債の償還が１３０億円であります。

現状の年の予算が一般会計で１４０億円ですので、概ね同じくらいである。今後の見通しとし

ては、２７年くらいまでの間は学校の建築等が入りまして、だいたい償還額は年６億円くらい

であります。このままの財政状況でいけばそのまま減っていく展望がありますので、次のイン

フラ整備はなにをやるかとの議論の時は、病院の関係は対象になると思われます。ただ、財政
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状況は、長期的な展望を必要としますので、ここで見通しがあると言って来年どうなんだとい

うこともありますので、ただ現状としては、合併後の１０年の大きな起債を必要とした事業は

終わるという状況にあります。 
〔議長〕 
 前回の会議でも出ましたが、東陽病院が今度内科の医師が少なくなって十分な診療ができな

い状況、市民病院も整形を含めて内科の医師が不足している状況で、東陽病院と市民病院の合

併はどうなのか。東陽病院を療養型にして効率よくこちらで急性期をやろうという意見も出ま

した。これについては、病院側で言ってもどうにもならないので行政のサイドでの動きが可能

なのかどうか。消防や救急は、組合を作るような形でやっていますが、病院に関してそういう

ことに向けての動きを作れるのかどうなのか。 
〔委員〕 
 ただ今の３病院の連携の関係は、過去の議事録を見ますと議長の持論というところで検討さ

れて経過も存じています。現状県が示している医療圏のなかで、旭中央病院を中核としたパタ

ーンがあります。そこが１つも模索かと思います。併せて今提案があった部分は、それを度外

視してはいられないのかなと思います。１つの選択肢の中に入ると思いますので、あり方検討

委員会の中での議論の中で提案の形で出てくれば、行政としては、考えていかなければならな

いと考えています。ただ現状、県が示しているプランが１つありますので、そこが１つの大き

な重点的な部分ではいってくるところかなという認識でいます。 
〔議長〕 
 医療資源が決して多くない千葉県でありますので、それを効率的にいかに使うかというとこ

ろも行政の大きな仕事ではないかと勝手に思っていますが、検討委員会の中ではそういう意見

もありましたので。後、入院機能の方向性について、どなたか追加とか、考えとかありますか。 
病床数は１０床くらい減らしているのですね。 
〔執行部〕 
 許可病床は１５７床で、届出は１４５床です。 
〔議長〕 
 残りの１２というのは、預けているという形になるのですか。 
〔執行部〕 
 休床です。 
〔議長〕 
 復活は可能ということですね。超急性期と言ってもいろいろな疾患について、超急性期があ

ると思うので、例えば腸閉塞などは外科のドクターがいれば可能ですが、心筋梗塞とかはその

時点では無理だとかはあると思います。ドクターの専門性とか、対応可能なドクターがどのく

らいいるのかということによってかなり内容は違ってきてしまうと思います。全部をやろうと

すると旭中央病院になってしまうので、それは必要ないと思うので勤めているドクターの得意

分野でどのくらい超急性期が対応できるかということのなってくると思いますし、そのへんは

どのくらい現実の病院として対応できるかを１つ皆さんに見えるような形で出していただくの

が必要でないかと思います。執行部、そのへんのところはどうですか。 
〔執行部〕 
 いろいろな形で出していかなければならないと思っています。１つのアイディアとして、市

の広報誌に市民病院のページを１ページいただいているので、それに載せていくということが

あるのですが、不特定多数の方が見るところに出せる情報は、医療法で限られています。例え

ば手術の件数が何件あるのか、治癒率は何パーセントととかは、ホームページはＯＫだが、紙

で皆さんに配るのはだめである。また、広報誌の性格上、あまり生々しい話はだめであるとい
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う話もいただいているので、そういう面では、紙ベースの情報はかなり厳しい状況にあります。 
そうなると、先ほどもでていましたが、１つ１つ足で稼いでいって１人、２人、３人の方に時

間をかけてお話をさせていただくのが、結局、急がば廻れではないかという気がしています。 
〔議長〕 
 先ほど出ましたように、夜は何科の対応は不可能ですとかまでは可能ですよね。それも不可

能ですか。 
〔執行部〕 
 実を言いますと、看護部の資料で医師の数、患者数がありますが、これを載せた時に市民の

方はどう読まれるか、わたしたちが訴えたいのは、医師がこれだけ減っています、それに相関

して患者数も減っているということですが、それを訴えるためには、表現の方法があります。

それは非常に平易でなくてはならないのですが、そう言う表現の方法では広報からだめだとい

われました。始めに厳しい現状をというのは好ましくないと思いますので１段目はうちの得意

なところ、２段目は今現在の当直医がまたは医師がどういうような形で当直をはさんで過ごし

ているのかを書いたのですが、当然それもだめだと思っているのでまだ出していない。 
〔委員〕 
 今言われているのは、今月の広報の担当とのやりとりということでよろしいですね。本日の意見

を聞いている中で、情報の開示というものは、必要である。議事録等を見ますと、病院からもＰＲ

という面をもっと強化してほしいとの話をいただいていると思いました。やはり市民が持っている

市民病院の偶像と実際に市民病院がやれることと、やれないことのかい離があります。何ができて、

何ができないかをきちんと市民に情報を開示していきませんと、市民が絶えず市民病院は万能だと

いうイメージの中で、夜間でも入ってくるので、どうしても先生方とのトラブルや市民の不満が出

てしまうということを今日の会議で非常に感じました。事務方の１つの反省としては、確かに市民

病院の周知の仕方で経営が大変だという面のＰＲはしてきたというところはあるが、実際に市民病

院では何ができて、何ができないのか、今検討しているところでどういうビジョンを持っていくの

かなど、今後決まっていく中で市民に知らせていきませんとだめなのかなと。要するに市民密着型

を突き付けていかなければならないと考えています。広報については、皆さんの意見が反映される

よう調整いたします。 
〔議長〕 
 万能と反対に何もできないところと思っている方もけっこういらっしゃいます。何が何でも旭で

なければ、大学でなければ、ガンセンターでなければとおっしゃる方もいらっしゃる。そのへんは、

個人の自由と言えばそれまでですが、本当に市民病院のことを分かって言うのかといえば、意外と

市民病院のことを全然分かっていない。胃がんの全摘手術は、市民病院では１時間から１時間半あ

れば楽の終わってしまいますなどと聞くと、４時間、５時間かかる大手術だと聞いていましたがと

いうことになるのです。ただ、外来の普通の業務の中で細かく話すこともできにくい場合もありま

すし、わたしもＰＲはしていますが、なかなか全市民的にはいきにくい場合があります。過大な評

価、期待もあるかもしれませんが、以外と現実を認識してくれていない部分もありますので、その

へんのところも踏まえてお願いします。入院機能の方向性について、ほかに付け加えるような意見

はありますか。とにかく今、先生方ががんばっていることは、委員の皆様は分かってくださってい

ると思いますが、皆様がその半分、３分の１くらい理解してくだされば、先生方の働きやすさもそ

れだけでかなり違ってくると思われます。とりあえず、今日の議論はこのくらいでよろしいですか。 
どなたか追加で発言はありますか。 
〔委員〕 
 近うれしかったことを、報告したいと思います。他の病院に転院してまた帰ってきた患者さん

がいるのですが、本当にまたここに帰れてよかったと言われました。私たちにすれば、長期の患者
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さんで、コールが多く、ほかの施設にかけあっても断られるような迷惑な患者さんなのですが、こ

こに帰ってこられてよかった、まさか病院でお風呂に入れるとは思わなかったなど言われました。

そのような、高い評価を頂いていることも報告させていただきます。 
〔議長〕 
 悪い話はあっという間に広がりますが、良いことは、なかなか広まってくれないのが辛いところ

なので、地道に積み重ねてシンパを作っていくよりしょうがないと思います。 
〔委員〕 
 先ほど市民ボランティアの活用という良い提案が出ましたので、ぜひそちらも検討に入れていた

だけたらと思います。 
〔議長〕 
 今、市内にけっこうボランティアグループがありますが、主としてどのような活動をされていま

すか。 
〔委員〕 
 いろいろな活動があります。目の不自由な人に広報を読むとか、後、目の不自由な人が病院に行

く時に介助をしてあげるとか、目の不自由な方に対して多いようです。他にいろいろ細かなところ

であるようです。声をかければ皆さんやると思います。 
〔執行部〕 
 当院でもボランティアの導入を過去に検討したことがあります。社会福祉協議会でボランティア

の団体を集めてくれていて、そこにお願いをすると、こういう仕事、こういう内容でと伝えるとそ

の団体にかけあってくれるのです。私のところでお願いしたのは美化で、お花を活けてもらったり、

院内の清掃でした。ただ、要望があまりにもかけ離れていて、その団体が見つからないことがあり

ます。それから、ボランティアが部屋に入ると誰が入院しているかが分かってしまうので、こちら

サイドでも抵抗があり、なかなか難しい。旭中央病院のように大きな病院だとたくさん車椅子のと

ころにいて、送迎のお手伝いしているのが目に付くと思います。それをしたいのですが、小さな病

院で市民とつながっていると、難しい場面もあって、検討はしていたのですが、患者さんにダイレ

クトに関わるボランティアは難しい。 
〔執行部〕 
 今の件の追加ですが、ボランティアの人たちが医療の現場で動いていただくには教育が必要で、

それのまとめ役のボランティアコーディネータがどうしても必要になってくる。個人的に何人か声

をかけたが、やってもらえる返事をいただけなかった。送迎とかまでであればいいのかなと思って

いるのですが、勝手にお願いしただけでは、絶対にトラブルを招くことになります。きちんとした

教育を配慮しないとうまくいかないので、今後とも検討していきます。 
〔議長〕 
 例えば、現在初めて病院に来るとか、病院の外来の受付の仕方が分からない方には、現在どうし

ているのですか。 
〔執行部〕 
 基本的には、総合受付がありますので、そちらのほうで、すべて対応して、ご案内しています。 
〔委員〕 
 外来ナースがだいぶ減ってきてしまったので今はできているかわからないのですが、以前は各外

来から３０分から１時間ずつ交代で総合受付の入口に立って、きょろきょろしている人に声掛けを

したり、車椅子のお手伝いをしていたことがあります。ただ、今は、外来の診療介助で手一杯にな

ってしまっているとしたら、人数の充足によっては可能だと思います。 
〔議長〕 
 そのような、小さな積み重ねがいろいろな意味での病院の評価にもつながってくるという部分も
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あると思いますので、できる範囲でやっていただければと思います。ボランティアの問題も今後検

討課題として挙げさせていただきたいと思っています。 
次回は５月２３日の水曜日、１７時１５分からの開催とさせていただきます。 
 
 
 
 
  


