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平成 29年度第 4回地方独立行政法人明石市立市民病院評価委員会 議事録 

 

日時  平成 30年 1月 19日(金)10時 00分から 12時 00分 

 

場所  明石市立市民病院本館 2階講義室 

 

出席者(委員)    明石純委員長 

    日下孝明副委員長 

横野浩一委員 

工藤美子委員 

武田英彦委員 

 

会議次第  1. 開会 

  2. 議事 

(1) 地方独立行政法人法の一部改正について 

(2) 業務方法書の変更について 

(3) 上半期の業務成績について 

    3. その他 

 4. 閉会 

   

＜資料＞ 

資料 1…地方独立行政法人法の一部改正に伴う評価制度の変更点と今後のスケジュールについ

て 

資料 2…定款（案） 

資料 3…業務方法書（案） 
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1.開会 開会の宣言 

 配付資料の確認 

副市長 評価委員の皆様には、市民病院の役割の強化や業務改善について、適切

な評価及び提言をいただき、おかげをもって市民病院の経営状況も随分

改善が図られてきた。理事長をはじめ病院職員の努力もあってのことで

すが、このような病院の改善については、市長も評価しており、皆さまに

感謝申し伝えるところです。 

評価委員の皆さまの委員の任期について、2 年ということで 3 月 31 日

をもって満了となる。 

本日の議題において、評価委員会のスケジュールの話をさせていただ

きますが、委員の皆様に対しては市長も大変評価しており、引き続き委員

になっていただくようお願い申し上げる次第です。 

委員の皆様には個別に意向確認をさせていただきますが、ぜひ引き続

き評価委員になっていただきたく、またその点をふまえて本日の評価委

員会を進めさせていただきたく存じます。 

これから、診療報酬の改定や消費税の改定、地方独立行政法人法の改正

等、病院にとって予断を許さない状況が続くところ、委員の皆様には病院

経営についてお力添えを賜りたい。 

2.議事 (1) 地方独立行政法の一部改正について 

委員長 本日は例年にない開催となるが、地方独立行政法人法の一部改正に伴う

内容等となっている。市事務局から説明願う。 

市事務局 

 

「2．議事(1) 地方独立行政法人法の一部改正について」 

  資料１・資料 2を用いて説明 

副委員長 評価委員会から市長への報告等を行ってきたが、どのように変わるのか。 

市事務局 

 

条例を制定し、評価委員会の意見を聴くことができるものとしているの

で、法改正通りの手続きでは毎年の事業評価については委員会は開催が不

要となる。しかし、専門的なことなのでこれまで通り開催させていただき、

報告書を作成する予定としている。 

委員長 国の独立行政法人が平成 27 年頃から、同様に主体を変えていく変更を進

めているが、地方公共団体についても 2、3年遅れで同様の動きとなってい

るものである。 

背景や趣旨の点では、これまでと同じ方法では効果がない等、何らかの理

由があるのか。 

市事務局 

 

平成 27 年 12 月に地方独立行政法人制度の改革に関する研究会報告書が

まとめられているが、その中で評価変更の趣旨として、「不明確な目標設定

により、事後の適正な評価ができず、非効率な業務運営を行っている一方

で、業績が高く評価されるケースが散見される」「主務大臣（市においては
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市長）が評価に関与しないため、政策の実施段階における問題点などを新

たな政策立案に反映しにくい」などの意見があげられている。 

委員長 いくつかの自治体病院の評価に参加させていただくなかで、また、他の自

治体病院の評価をみるなかで、趣旨にもあがっていた、設置主体である市・

自治体の責任、関与が弱い一般的な傾向がある。一方、評価委員会は、第

三者であることから、各病院によって違いがあるが、医師会や看護協会、

大学教授や医学部の教授等、やや同業者団体から委員が出てきていること

が多く、評価が甘くなる傾向がある。 

推測となるが、総務省ももう少ししっかりと機能するようにという思いで

の改正かと思う。他の病院の評価結果においても、「計画どおり」がほとん

どである。もう少ししっかり評価して、設置主体もしっかり関与しなさい、

という事だと思う。その観点からすると、制度が変わることで必要のある

ところは変えることも求められると思うがいかがか。 

理事長 法改正をふまえて、評価主体が市長となるが、市長の権限をもってどのよ

うな介入を実施するかなど、具体的な意見は出ているのか。 

副市長 法改正につきましては、市長に報告の上、庁内でも議論を行った。総務省

が言われるように、全国的にみるとなかなか経営が立ち直っている病院は

少ないなか、市としてのガバナンスが効いているのかどうかが論点となっ

ているかと思う。 

本市においては、非常にバランスの良い評価、議論をしていただいており、

これまでの議論を大切に積み上げていきたいと思っている。 

もう一点として、病院経営については、引き続き病院と行政と評価委員会

が良い関係で改善にあたっていくというなかで、市がどのように関与して

いけるか、考えていきたい。 

理事長 独法後 7年が経過するが、医科は順調になりつつあるところである。一方

で、他の独法化した法人の例では、当初から市長が介入し、市長のお目付

け役の職員を独立行政法人の理事会に配置し、積極的な発言をさせている。

また、財務の改善を最重視しており、理事長及び病院長の報酬を 30％カッ

トする等、かなりドラスティックなことを行っている団体がある。 

当院の場合は、市のサポートを受けながら段階的に取り組んでいくことで

進んでいるが、極端な介入の動きは、自治体病院が立ち残る上で大変なこ

とになる。市長とは年 1、2回話をするなかでそのようなことは考えられな

いと思うが、評価委員の先生方にもしっかりとガバナンスを管理していた

だく部分では変わりないかと思っている。 

委員長 評価委員会の意見を聴くということになれば、実際の評価委員会の進行の

仕方について、従来の良いところを残しながら、欠けているところは補う

等、少し変える部分もあるのかなと思う。良いところとしては、それぞれ
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の分野の専門家が実績を評価するという点は継続していく必要があると思

う。一方で市の責任がはっきりしないという部分で、どれ位の運営費負担

金を担保するか、どれくらいの医業収支の赤字であれば、設置主体として

許容できるのか、あるいは、これ位の運営費負担金を継続して出すので、

このような政策医療に積極的に取り組んでください、赤字だけれども市民

にとって必要な診療科を設けてください、といったような、財政負担と病

院のメニューとの関係だと思う。 

この点は、外部の委員では責任を持って発言できない部分である。他の同

等規模の病院と比較してこれ位の運営費負担金が適当といった意見はでき

るが、明石市がどれ位の財政援助をして法人を運営していくのか、その中

に将来の建て替えその他設備投資がどの程度含まれるのか。その辺りがは

っきりしないと収支やコストダウンのための方策、数値目標などについて

評価が難しい。 

その辺りを、委員と市が協議しながら進めていかなければ、改善はあまり

進まないのではないか。 

市事務局 

 

委員会の意見を聴いた上で、市長が評価を実施するかたちとなっている。

運営費負担金や経営状況についてその年度の状況について、専門家として

率直に意見を述べていただき、それを踏まえて最終的に市長が評価する制

度となっている。 

副委員長 資料 3 において、「国の地方独立行政法人で不祥事が相次ぐことから講じ

られた対応」との記載もあり、運営費負担金の話よりも、目標があって実

績が評価され、その結果について適正なら運営費負担金を出すという判断

となる。初めから、運営費負担金をいくら減らす、というものではなく、

これまでと同じような考え方で進むのが望ましいと考える。 

副市長 運営費負担金について一つの基準としては、行政が医療政策として支出す

べきという交付税措置の基準があることから、その機能を果たしていただ

く以上は負担していくということが基本となる。一方で、いくらの額が適

当かは、地域性やどの程度やっていただいているかで変わってくるので、

絶対的な額では評価しづらいかと思う。 

例えば救急医療に対してこの程度かかっているとか、他の病院ではできな

い地域医療をこのようなかたちで支えていて、そのためにこのような費用

がかかっている、といったところで積み上げていくしかないのかと思われ

る。 

ただ、将来的には建て替えなど投資が求められる時期が来るので、中長期

的な視野も入れて、市としてどのように税金を投入していくのが適正かな

ど、考えていく必要がある。 

委員長 基本的には、総務省の繰入金や同様の病院の全国平均というところが一つ
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の基準にはなると思う。政策的な部分について、例えば「もっとたくさん

出すから、医療健康都市にしましょう」といった政策も有りうる。駅前に

非常に立派な、大都市や指定都市にもないような図書館ができた。市民病

院についても、もっと運営費負担金を出すから全国でも先進的な病院とす

る、というのも一つの政策で、逆に財政が厳しいので縮減するというケー

スもある。標準的な運営費負担金とするというのも一つの基準である。 

あいまいであっても何らかの基準を出さないと評価できないのではない

か。人員や医療機能をどの程度充足するのかということも絡んでくる。ま

た、将来の投資を考える上でも、ある程度の基準は必要となると思う。 

副市長 例えば今、医師確保の負担金を入れているが、当然医師確保が難しく、病

院にも頑張っていただくためである。今後、明石の医療圏で無くなる診療

科があり、市民病院でその診療科を開設する必要があるなど、その時々の

医療状況によって考え方は変わってくる。その点については、行政の立場

と、市民病院の立場でよく議論をし、評価委員会で評価していただくこと

になると思う。 

委員長 その時々のニーズの変化は当然あり得るところで、最初の基準という点で

は、特に今のところ目立った方向性はない様子か。 

副市長 少なくとも交付税措置の基準が基本となる。 

委員長 交付税の基準や、同等の立地・規模・機能の病院の平均的なところを標準

として、プラス特別な医療機能があれば支援をするというところである。 

投資の部分についてはどのように考えているか。 

副市長 今後 10 年程すると目の前の問題となり、今から当然考えていかなけれ

ばならないことではあるが、まずは病院の経営の安定化が大前提であり、

それがなければ投資もできない。 

まずは安定的な経営について目途がつきつつある状態かと思うので、今

後投資の部分につきましても、ハード・ソフトの両面についてこれから議

論していきたい。 

委員長 運営費負担金を出す上では、議会の承認や市民との共有、理解が必要な

わけだが、運営費負担金に将来の投資へ向けた内部留保を含むという解釈

と、毎年のキャッシュベースを含めた運営だけである解釈かによって、随

分変わってくる。内部留保を含む上での経営の安定であれば、更なる利益

を出さなければならないが、後者でいけば赤字でなければ良いという考え

方になる。その辺りはいかがか。 

副市長  今のところ、内部留保を含めた運営費負担金というところまではいって

いない。今後、その部分を負担金で積んでいくのか、経営をもって黒字部

分で対応していくのか、またはその両方なのか、運営状況・財政状況をみ

ながらとなる。また、明石として地域医療をどのようにしていくのかとい
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うなかで、方針が決まってくるものかと思う。 

委員長  経営が良くなってくると、どの程度の水準を求めていくか、判断がしづ

らくなる。暫定的ではあるが、半分位は内部留保から、半分位は市から、

というかたちで、考えざるを得ないということでよいか。 

理事長  当院が築 26、7年となり、あと 10年後、その手前には建て替えというイ

ベントが控えているが、建て替えと高額医療機器等の設備投資、機器の更

新はレベルの違うものである。独法においては高度医療機器も 5,000 万円

を超えるものは、市の起債により購入し、半分が法人の負担というルール

になっている。高額医療機器でも 1億数千万から 2 億円のものも、法人と

してはそれほど負担なく投資ができる。 

 一方、建て替えとなると、内部留保をどこまで蓄積していけるかという

ことは、加古川中央市民病院等をみても、独立行政法人が単独で行ってい

くというのはなかなかイメージを描きにくい状況である。 

委員長  例えばですが、100 億円の建物で、30年で償却するとして、年 3 億円、

その半分の 1億 5 千円位なり、金利分を含めた 2億円を経常利益にプラス

することができればよいわけである。そこまでいけるかは別として、目標

数値の裏付けとすることはできるかもしれない。そのようなざっくりとし

た計算を含めて、あくまで情勢や国の制度による部分もでてくるが、総務

省のいう市の関与というのも、その辺りにあるものかとも思われる。 

 その辺りを明確にしながら、委員会を運営していくことが必要かと思っ

ている。 

また、最終的には市長が評価することとなるが、妥当な変更はもちろん

構わないが、せっかく評価したものでもあるので、あまり気軽に評価を変

えない方が望ましい。 

副市長  評価委員会の意見は尊重すべきと考えている。市長もその点は専門家の

皆様の意見は丁寧に反映していくと考えるところなので、今回の改正につ

きましても表現上は意見を聴いた上で、となっているが意見を聴く以上は

最大限尊重し、委員会においても行政としての意見は言わせていただくの

で、積み上げた意見が真逆になるようなことはない。 

委員  私自身も病院の経営者として身につまされるところだが、評価委員会の

メンバーについて委員長からお話があったが、医療に携わる側としては各

論的な部分がわかった上で意見をするという点で、やや病院側に立った傾

向があるかと思われる。一方、行政側については委員会が病院側に立つ傾

向が強く出るのはどうか、という点からこのような改正が出てきた印象を

受ける。 

 この評価委員会は、総論を受けて各論的な部分が議論されるが、運営費

負担金は病院経営を担当する者からすると非常に大きなもので、内部留保
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を含めた運営費負担金を行政がみるということは、あまりないのではない

かと思われる。経営が良くなり、頑張れば補助金が減らされるというのが、

割とどこの病院でも言われる話で、いわゆる公立病院改革プランで平成 32

年度位までの計画を立てても、補助金が減ることを前提として策定させら

れている側面もある。経営が落ち着いてくれば補助金を削減し、トントン

としていくため、内部留保は全然増えないというかたちである。 

 当院については、新しくなり間がないので、当面建て替えはないものだ

が、内部留保がないと、何かがあったときの対応が難しいという点がある

ので、委員会の提言などをしっかり行政で受け止めていただけたら、病院

を担当する者としてはありがたいかと思う。 

市事務局 

 

 今後第３期中期目標を策定するなかで、病院のあり方等を今後検討して

いくことになるかと思われるので、よろしくお願いします。 

委員長  その時に、今後の考え方等を入れていただけると良いかと思う。 

委員  市長の関与が強くなるという点で、これまで病院が頑張ってきた成果給

等の人事制度について、従来の年功による昇給といったかたちに後戻りす

る等という心配はないか。 

市事務局 

 

 地方独立行政法人として別法人であり、理事長が運営するところとなる。 

委員  病院の運営について、市長がどの程度関与してくるものなのか、始まっ

てみないと分からない部分がある。 

市事務局 

 

 中期目標というかたちで、市の方針を法人にお伝えし、それに沿ったか

たちで中期計画を立てていただき、議会を通していくこととなる。大きな

サイクルである中期目標期間内において、その都度方針が変わることはな

いと思われるが、中期目標期間終了時には、次の目標期間に向けて、組織

の存続、業務の継続といったことを議論することが法に規定されているの

で、市長が判断をしていく部分となる。 

委員  法改正の趣旨が、ガバナンスの強化ということだが、市長の関与が強ま

るということがガバナンスの強化ではないように思う。何らかの監督、チ

ェック機能は果たしていただくわけだが、内容的には判断する、というこ

とになる。市長の判断に対して病院側として意見は言えるのかなど、どの

ようになるのだろうか。 

市事務局 

 

 先程不祥事などの話がでましたが、経営というよりも監督責任という意

味で、法人の内外からの業務運営を改善する仕組みという側面から出てき

たものと思われる。 

委員長  その点は、株式会社組織と同様に考えたらよいかと思う。独法となった

以上、経営の執行は理事会に一任される。設置者である市長のガバナンス

として、独法の場合理事長を市長が任命するかたちですので、理事長を入
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れ替えるという方法で執行される。 

 結局は、法人を存続させるかどうかという究極の部分に加えて、運営費

負担金をいくらにするという部分になる。独法の医業収支の赤字部分を運

営費負担金で賄うことができなければ、存続できない。ほぼその２つのガ

バナンスということになる。 

 経営の中身については、中期目標を策定するので、数年に１回この方向

で進めてください、法人でお進め願います、ただ、どうしてもという時に

は理事長を変えますという、その程度の中身となるかと思う。 

2.議事 (2) 業務方法書の変更について 

委員長 続いての議事について、法人事務局から説明願う。 

市民病院 

 

「2．議事(2) 業務方法書の変更について」 

  資料 3を用いて説明 

副委員長  非常に複雑な管理体制で、運営しづらい部分もあるかと思うが、他の自

治体で起こった問題等を考えたとき、解決できる体制かどうか。内部監査

において、理事長や副理事長にとってどの程度の統制が図れるものか。 

市民病院 

 

 実際法改正に係る作業に取り組む者として、率直なところ難しい質問と

捉えている。現状においても、法人内部において、業務のプロセスは正確

かつ正しい手続きとなるよう心がけていますし、チェックもしている。 

 一部の機関で不祥事が生じ、それをきっかけとしてさらに厳しい枠組み

を設けてということで、さらにガラス張りといいますか、透明性が図られ

ることとなることから、より防がれるものと思われる。 

 また、監査については、独立した機関としているので、一定の発言力・

強制力を法人に対して発揮できるものとしている。 

委員長  基本的には総務省の基準に基づく必須項目を追加したかたちである。法

人運営については、あくまで組織としての枠組みを作っておきなさいとい

うことなので、枠組みがなければ、何か問題が生じたときに、組織の責任

となってしまう。このようなきっちりとした体制を作っておれば、不祥事

が起こったときにも、当人の責任であることが明確となる、そのような制

度と思う。これを、形式的なものではなく、実行性をもたせるように日頃

から努力していただく必要が出てくる。 

理事長  監事は、病院理事会に参加いただいている監事か。 

市民病院 

 

 その通りです。 

理事長  経営審査委員会は新たに作り、高額医療機器など一定以上の案件は委員

会に提出し、評価をしていただく。内部監査室を新たに作り、内部統制を

コントロールする。これらを 3 月中に作るという、なかなか大変な作業で

ある。 
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委員長 内部統制体制図については、実態に応じて実効性があるように変更可能

である。新たな体制により業務が滞ることのないよう、例えば随意契約に

よる購買等は、公立病院では競争入札だけで、独法としては随意契約も積

極的に活用していく必要があるが、チェックが厳しくなると制約されてし

まう。制約されすぎないように、しかししっかりと監督が図られるように

なればと思う。 

役員等の責任の一部免除について、第 23 条において、第 19 条の 2 第 2

項から第 4項を除くとあるが、どういうことか。 

市民病院 

 

 市長が認めたとき、またそれを議会を承認したときといった内容で、地

方独立行政法人法の第 19条に記載のとおりである。 

 例えば損害が発生した際に、政令を上回る規定を条例が定めていた場合

には、その部分は免除される等といった内容である。 

委員長  業務方法書については特に意見なしでよろしいか。 

 （異議なし） 

委員長 法人から、上半期の業務実績について説明願う。 

理事長 「2．議事(2) 業務方法書の変更について」 

  参考資料を用いて説明 

副委員長 医療需要を示した「近隣病院」の図について、省かれている医療機関が

ある点について。 

理事長 ある程度の規模の、主要な医療機関に限って記載したものである。 

委員 上半期の状況が安定しているということでうらやましいところである。

地域医療構想において、医療機能の見直しについて厚労省が求めてきてい

る。回復期であっても急性期をしたり、急性期でも回復期をしたりしてい

るなかで、ベッド数を今後どのようにしていくかが、今後地域医療調整委

員会との、あるいは国や県とのやり取りの部分となってくるかと思う。 

明石市立市民病院は、急性期総合病院としての 250 床は維持し、地域包

括ケア病棟 50 床と、残りの 50 床を回復期病床とするお考えだが、市民病

院は地域包括ケア病棟をうまく機能させていると思うが、これは内部の急

性期からの移行が主で外からはあまりとられていないのではないかと思う

が、今後の方針と、地域包括ケア病棟と回復期病棟のすみ分けについてお

聞かせ願いたい。 

理事長 当院が地域包括ケア病棟を稼働して 3年になる。当初は、60日間でも入

院できるなど、制約が少ないものだった。7 対 1 病棟でＤＰＣで看護必要

度を計算しながら必死にやっていますと、例えば外科の開腹手術でも１週

間足らずでやることがなくなり、入院の単価が 3万円を下回っていく一方、

地域包括ケア病棟は、食事代を入れて 3万 9 千円となる。看護必要度で厳

しく縛り上げられているときに、地域包括ケア病棟ができたかたちである。
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比較した場合に、全部を 7 対 1 においておいたとしたら、看護必要度と平

均在院日数で追いまくられて、恐らく稼働率は低下するものと思われる。 

早く返さないと看護必要度が維持できない。それであれば、やるべきこ

とも多く、在宅までは一定期間を要するという点から地域包括ケア病棟を

稼働させていったが、その点は効果的で、7 対 1 からポストアキュートを

主体として、在宅から発生するサブアキュートの受入をイメージしていた

が、当院のような総合病院が地域包括ケアに取り組むことに対しては反発

もある。 

そこで、当院がイメージし、目指す地域包括ケアについて、明石市内及

び西区・垂水区の医療法人を訪問して説明し、ご理解をいただいた。ポス

トアキュートが大半を占め、サブアキュートがおそらく 10%程度から 20%

と思われる。 

今後は 50 床空いている病棟について、医師会の幹部の方々とも意見交

換し、やはり市民病院が現在 300 床、かつては 400 床だったところで、あ

る程度ベッドを確保する状況でないと先々厳しいという意見もあり、30年

度中のどこかで再開をしようという考えである。 

7対 1の基準も非常に厳しくなり、7対 1の間に 2段階、3段階と設けら

れる動きのなか、医師会の先生方と話す中で、需要が高まっていると感じ

る点は、地域医療連携課が、地域のケアマネジャーにかなり入り込んで、

ケアマネジャーの教育を定期的に行うプログラムを作って取り組んでいる

点である。 

さらに、在宅や介護系施設で一生懸命されている開業医の先生方からは、

レスパイト入院のニーズもある。今後 50床を生かすためには、当院はＨＣ

Ｕがあるため地域包括ケア病棟は作れないことから、回リハ等となるが、

回リハはアウトカム評価など難しい部分もあるため、7 対 1 がやりやすい

ようなかたちを考えていくところである。 

また、訪問看護ステーションを作る点については、11月の中央社会保険

医療協議会において、診療報酬の改定にあたり中心的に活動なされた武藤

会長自ら説明いただいた際に、病院と併設型の、看護能力、教育を相当受

けた認定看護師をもつ訪問看護ステーションが地域に向かって介入してい

けばレベルがあがるだろうということだったが、私共はその以前から、当

院で訪問看護ステーションを持つ考えはもっていた。 

例えば、整形外科で手術をして、一定のリハビリをして、病院の流れで

これで行けたと思っても、家庭に帰った時に実際には病院でやっていたよ

うなリハビリのスペースもない、という家庭環境はざらにある。その点で

は、これまで当院のソーシャルワーカーが出向いて調整などをしていたが、

病院で実践していたリハビリを維持できるような訪問看護が、分離した事
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業所で果たしてできるだろうかという疑問もあったところである。 

そこで、まずは少ない人数で初めて、当面は当院から退院する患者を中

心とし、安定したら地域の事業所で困っているようなレベルの患者につい

てかかわっていく考えである。 

今後そのような関わりを、総合病院といえども取り組んでいかねばなら

ない時代になってくると思う。急性期の患者が 3 千人、それ以外の患者が

1 千人いても、赤字になってしまうような状況であるなか、急性期のみで

待っていては地域のニーズに応えられない。医師会内の医療法人とも連携

していく、そのような時代と思っている。 

委員 圏域内で、地域医療構想へ向けたベッド配分のディスカッションは始ま

っているのか。 

理事長 個々の病院については始まっていない。2 月に会議があるが、2025 年ま

でに 7 年ある状況で、ディスカッションは難しいと思う。ただ、当院とし

ての立ち位置、何をするかということは明確に出していく方が望ましいと

考えている。 

委員 今のお話をうかがい、看護が重要になってくると思った。そういう意味

では看護職の質の担保にかかる対策が必要になってくると思った。 

市民病院 理事 県立大学の先生からご依頼をいただいた取組等を通じ、専門で入ってこ

られた方のお話や知識をいただけたらと思っている。当院が行う訪問看護

ステーションのメリットとして、事業所に出向するかたちで 3、4年経験を

し、そのメンバーが病院へ戻り、また別のものが出向するというルールを

作るなど、病院の中でも在宅を意識し、目を向けるようになる。 

病院の職員はあまり在宅を見ていないので、イメージも湧かなければ自

分たちが入院された時点から患者の背景がわかっていなければ、在宅に返

すというイメージも湧かない部分がある。在宅でどんな生活をしていたか

を意識せず、病院へ入院された時点からの部分しかみれない点が今の問題

だと思っている。 

そこを、在宅に向かうものが出てくることで、病院の中も活性する一方、

地域の訪問看護ステーションの方々も病院の中でどうしているかがわから

ないと思っておられる点で、私たちがサポートやお手伝いができる部分も

あるのではないかと思っている。 

訪問看護ステーションでも、困っていることがあるとよく聞く。そんな

ときに、バックに病院があるステーションとしてできることを、して差し

上げることもできるのかなと思う。 

ただ、訪問看護ステーションの看護師の方が、先生の指示したがって動

く中でも現場で判断することが多い分スキルは高いと思っているので、そ

の点は学ばせていただきながら、取り組んでいきたいと思っている。大学
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の先生方にも教えていただくことが多くなるが、よろしくお願いします。 

委員長 独法化から 8 年目を迎えるが、非常に大変なところから、現時点で 3憶

円を超えていることから、順当にいけば 6 憶円の黒字も期待できる状況で

ある。今後の方向性については、市民病院は先見の明があり、当初から一

般急性期だけではなく、地域包括ケア、介護支援へ目を向けている。昨今

では公立病院でも、そちらしか行き様がないので後追いで地域包括ケア病

棟を作ろうとする傾向があるが、先駆けて積極的に地域の医療を支援する

という路線に踏み込んだことは素晴らしいことだと思う。 

今後は、在宅に進出するとか、回復期病棟といった取組となると、地域

の病院とのすみわけが非常に重要になると思うので、医師会とも協議を重

ねていただき、これからの市民病院の役割を明確にできるようになってい

ただきたいと思う。もし、回復期リハビリテーション病棟となると、民間

では難しい高度なリハビリテーションを目指さすことも求められてくる。 

訪問看護を含めた在宅医療についても、民間のステーションができない

ところ、急性期と在宅の橋渡しといった、民間では難しい部分をカバーす

るような、高度回復期、高度慢性期、高度在宅、とも言えるような、高度

な部分が市民病院の役割となってくるようにも思う。 

「3．その他」について、市事務局からお願いする。 

3.その他  

市事務局 

 

2点ございます。 

1 点目は、平成 3 年 4 月に本市が貴崎の総合福祉センター内に設置してい

る障害者等歯科診療所の件ですが、今後の市民病院の運営にも関係してく

ると考えられるので、この場をお借りしてご報告します。 

同診療所は、開設後 26年が経過し、設備等の老朽化や、恒常的な予約待

ちなどの課題があり、今後について検討を行ってきました。 

 また、福祉局において行われた障害当事者団体との意見交換会において

も、障害者歯科診療の充実を望む意見が多くあり、市内で治療を完結でき

る医療体制や、立地条件がよく急変時の後方支援が可能な市民病院の近く

への移転と、診療枠拡充を希望する意見などがありました。 

 こうした状況を踏まえ、本市では、市民病院の敷地内への移転を検討し

ているところです。 

 具体的な取組やスケジュールの詳細はこれからですが、障害者だけでな

く、有病高齢者など一般歯科で治療が困難な方の受け入れや訪問歯科診療

など、市内の歯科診療の拠点となる施設を目指ざしています。 

また、医科歯科連携など市民病院の近くだからこそ可能となる取組など、

市民病院をはじめ関係機関と協議を重ねていく予定です。 

 2 点目は、冒頭、副市長よりお願いさせていただきました評価委員会委
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員の再任の件です。後日改めて意向確認をさせていただくとともに、委員

就任の依頼文書や承諾書など必要書類を後日送付させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

４．閉会  

 


