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第２回 明石市立市民病院経営検討部会 

会議録（概要） 

日時：平成 21 年 7月 6 日（月） 14:30～16:15 

場所：明石市立市民病院 2階講義室 

出席者： 検討会委員 

■学識経験者：信友委員 （九州大学大学院教授） 

濵岡委員 （京都府立医科大学大学院教授） 

川合委員 （神戸大学大学院特命教授）※欠席 

■医療関係者：日下委員 （明石市医師会会長） 

佐々木委員 （明石市立市民病院院長） 

大森委員 （兵庫県看護協会会長） 

■市民代表 ：髙橋委員 （公募市民） 

黒澤委員 （公募市民） 

■行政関係者：松本委員 （兵庫県東播磨県民局明石健康福祉事務所長） 

友國委員 （明石市副市長） 

■その他 ：平山委員 （明石市立市民病院労働組合代表） 

橘委員 （公認会計士） 

１ 開会 

事務局 ： 「第 2 回明石市立市民病院経営検討部会」を開催します。この会議については、公開 

とさせていただきますので、ご了承のほどよろしくお願いします。 

～ 配布資料確認 ～ 

事務局 :本日は、川合委員が所用のため欠席となっています。 

２ 正副部会長選出 

事務局 ： 「明石市安心の医療確保政策協議会設置要綱」第 7 条の規定では部会長、副部会長各１ 

名を委員の互選によって定めることになっています。ご意見はありませんか。 

大森委員 ：事務局で考えはありませんか。 

事務局 :事務局では、 部会長を信友委員に、 副部会長を濵岡委員にお願いしたいと考えています。
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～ 異議なし ～ 

事務局 ：異議なしということですので、部会長は信友委員に、また副部会長は濵岡委員に決定 

させていただきます。それでは、部会長、副部会長に一言ずつご挨拶をいただきたいと 

思います。 

信友部会長 ：大学人だからということで選ばれたのであれば、中立的な立場で気になることを 

すべて出していただけるような議事運営に努め、市立病院の継続性を存分に議論いただ 

けるようにしたいと思います。 

副部会長 :臨床の現場に身を置き、 各病院の現状に接しています。 思うところを述べるとともに、 

ディスカッションを通じて自分の考えをまとめつつ示していきたいと思います。 

信友部会長 ：部会についても、議事録の扱いは協議会と同じですか。 

事務局 ：同じです。 

信友部会長 ：サマリーの公開です。忌憚のないご意見を出してください。 

３ 市民病院が求められる役割・機能を果たしている状態と解決すべき課題の整理 

信友部会長 ：昨年より、 市民病院のあり方について、 データに基づいた検討を行ってきました。 

東播磨医療圏の中で現在不足している医療、今後市民からのニーズが多くなるであろう 

分野に対する対応などについてご議論をいただいてきました。今回の部会では、それら 

に基づいた将来像の妥当性について検討していきたいと思います。まずは、資料の説明 

をお願いします。 

～ 資料１説明 ～ 

信友部会長 ：市民病院に求められる役割について、東播磨医療圏の 10 年後を見越した上で、市 

民病院に求められる機能・役割を想定し、それに必要な体制とギャップについて報告を 

いただきました。みなさまのご意見をいただきたいと思います。 

人件費が多いとの報告がありました。これだけ人件費を払っているのだから、これだ 

けの収益をあげているべきだという分析もあります。ある地域の公立病院では、昇給基 

準に関わらず昇給させたために給与費が増加したケースもあります。市民病院では、投 

資効率に応じた昇給基準の設定がなされているのでしょうか。 

黒澤委員 ：人事評価はされていると思われますが、どういう人事管理、労務管理を行っていま
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すか。 

事務局 ：条例や規則で定められているとおり、昇給・昇格を行っています。 

信友部会長 ：その妥当性は誰が見ていますか。 

佐々木委員 ：所属長の人事考課に基づき、院長が最終決裁を行います。医療職は院長が最終的 

に承認しています。 

信友部会長 ：昇格・承認が条例に基づいて行われているという実感はありますか。 

佐々木委員 ：医療職に関しては実績に基づいて行っています。 

信友部会長 ：人事考課に基づくのも重要ですが公務員の場合、その水準の妥当性を監査してい 

なければ、給与の上昇をコントロールできない状況になり得ます。この議論は次回に引 

き継ぎたいと思います。 

橘委員 ：病院の区分について、その他公的病院以外にどのような区分があるのでしょうか。給 

与比率の比較について、民間病院との会計準則の違いは考慮されていますか。退職金手 

当について平準化したものが必要ではないでしょうか。数字が勝手に一人歩きしてはい 

けないので、次回までに整理していただきたいと思います。 

信友部会長 ：事務局は、次回までに整理してください。 

日下委員 ：地域医療支援病院は兵庫県内に３つしかありません。今回の認定でも 10 以上の病院 

から申請が出て、認定されたのは１病院だけでした。最も高いハードルは逆紹介率 40％ 

という兵庫県の基準で、地域医療支援病院の認定を受けるなら、認定基準と現状のギャ 

ップから考える必要があります。 

診療科の問題について、市民病院に総合診療科は必要ないでしょうか。総合診療科は 

必要かと思われますが。 

信友部会長 ：兵庫県では地域医療支援病院の認定基準はどうなっているのか、事務局は次回の 

部会までに整理してください。総合診療科については、これまで議論してきませんでし 

たね。 

佐々木委員 ：外科の医師数のカウントはどうなっていますか。 

信友部会長 ：事務局は資料の医師数について、内訳を示すようにしてください。
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大森委員 ：今回の資料は地域のニーズに対して医療の提供が不足しているので、市民病院がそ 

の部分の役割を担うべきという議論を行うためのものと理解しています。 

しかし、まずは方向性の検討が必要ではないでしょうか。例えば市民病院は脳血管疾 

患では急性期から回復期までの機能をすべて持つのか、それとも大西脳神経外科と連携 

し回復期の医療に集中するのかといった議論が必要です。市民病院がすべての機能を持 

つということになると人や設備の増強が必要です。 

信友部会長 ：市民病院の担うべき役割や機能については、検討部会で議論すべき事項です。 

大森委員 ：人件費率が高いのは、年齢が高いことだけが問題ではないと思います。経験年数が 

豊富ということは、専門知識が豊富ということです。むしろ、そういったことを活かす 

ための意識改革が必要であると、課題の部分に載せるべきです。委託費の増加について 

は、単に外部に委託できるものは委託していこうという方針の下で行ってきたというこ 

とはありませんか。経営という観点から進めていかなければならないと思います。 

地域連携室の機能については、脳血管障害のリハを持ってこようとする場合は相当の 

機能強化をしないといけません。訪問介護ステーションや在宅ケアとの兼ね合いも考え 

なくてはいけませんが、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。緩和ケアは痛み 

のコントロールでホスピスではないので、ターミナルのケアをする機関との連携につい 

て検討すべきだと思います。 

地域連携室の機能強化が求められます。医療経営を支える事務職員の増強とあります 

が、増強ではなく組織デザインの問題だと思います。経営企画室を設置し、そこが舵を 

取るということが必要です。 

信友部会長 ：訪問看護ステーションについて、何箇所あって年間何例程度を扱っているのか、 

資料として整理してください。できれば運営主体や収益状況についても知りたいです 

が。これは医師会の所管ですか。 

日下委員 ：現在のところ採算はとれています。 

信友部会長 ：委託については、 掃除など具体的な業務について他病院と比較検討できませんか。 

バーゲニングパワー（取引交渉力）を獲得するための仕組みやプロセスについても整 

理できれば望ましいです。契約をしていいと誰が判断しているのですか。 

松本委員 ：医療機能の分化が進められていますが、全般的な機能を有している病院を残すこと 

も必要と考えています。そこで難しいのは医師確保です。すべての診療科で医師を確保 

するのは困難であり、診療科間の優先順位と体制整備の大まかなスケジュール設定が必 

要です。視点としては採算の合う診療科から医師を確保していくべきではないでしょう 

か。
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信友部会長 ：医師会との役割分担も絡む点に留意しつつ、どの分野から役割分担や連携を進め 

ていくのか、これは当部会で検討を進めていくべき課題です。 

平山委員 ：給与費率については算定基準を明らかにしていただきたいです。収入に繰入金を含 

めた人件費率になっているのではないかと思われます。 

信友部会長 ：算定方法について、事務局に出していただきます。 

平山委員 ：年齢の引き下げ策は、若い人を採用するということなのでしょうか。高年齢層の給 

与引き下げもあり得るのでしょうか。 

信友部会長 ：次回、職種ごとの年齢構造や給与構造のデータを出してください。 

髙橋委員 ：患者の紹介・逆紹介は医師会との調整が大変重要であり、医師会の協力なしには難 

しい。委託については経費の削減という観点から進めてられていると思われますが、外 

部委託によって実際に経費の削減になっているのですか。 

信友部会長 ：委託料はコストカットのターゲットです。横浜の済生会病院では赤字が続いてい 

ましたが、37 億の赤字のうち 30 億近くが委託料となっており、見直しを行い 1 年間で 

30 数億円の赤字が消えました。 

佐々木委員 ：地域のニーズから市民病院の役割を決める場合、市民病院本来の役割と齟齬が生 

じるのではないかと心配していましたが、思った以上にズレもなく安心しています。 

唯一気にしているのは緩和ケア病棟です。原因治療と緩和ケアの両方を持ち、最終的 

な目標を達成しているのが実情です。この資料の緩和ケアの設定はホスピスをイメージ 

しているのではないでしょうか。緩和ケアチームのあり方については議論していきたい 

と思います。 

信友部会長 ：亡くなっていくのを看取るための病院ではありません。在宅ケアについては、市 

民がどういった期待を持っているのかかがわかるデータがあれば、資料として部会に出し 

ていただきたいと思います。 

日下委員 ：地域医療確保のための助成金があるが、そういったものを上手に利用できるように 

検討できないのでしょうか。 

松本委員 ：県に確認したところ、県が思うところに入れるということになっており、地域で分 

けるということにはなっていません。 

日下委員 ：県立病院だけで処分しようとしていませんか。市民病院も考慮に入れて検討してい
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ただくようお願いしたい。この思いを県に伝えていただきたいということです。 

濵岡副部会長 ：病院をどのような方向性で運営していくべきかがはっきりしました。病院の果 

たすべき役割を、ニーズをもとに考えたときに、現実とのズレが生まれないかとの危惧 

もありましたが、実際にはほとんど無かったので安堵しています。公立病院はどこも同 

じような課題を持っていますが、課題や焦点は定まってきています。唯一の危惧は緩和 

ケアや回復期リハは、急性期と併せて診るのが今日の流れではないかということです。 

今までの市民病院をベースに二次医療圏の施設としての機能を伸ばすのか、急性期病院 

として立て直していくのか、その辺の方向性がわかりませんでした。周りの病院もどん 

どん変わっていくなかで、市民病院としてどうしていくのか、事業としてある程度経営 

も見ていくのか、特徴を出して運営していくのか考えていきたいと思います。基本的に 

は、 今ある市民病院のリソースを活かしながら今後 10 年の病院経営を考えていくべきで 

す。必要な資源についても検討を進めるべきだと思います。 

信友部会長 ：資源はある程度揃っています。次回は、どういった方向性で経営していくのかと 

いう経営形態についての資料も用意する必要があります。 

大森委員 ：市民病院として何ができるかがまだ見えてきません。職員が将来に対してどういっ 

た意見や意思を持っているのか、質問や議論をしたことはありますか。 「自分が何を出来 

るか。 」という院内調査をしたことはありますか。 

佐々木委員 ：意見などはオープンに聞いているが、アンケートは実施していません。 

平山委員 ：職員組合として院内の目安箱を通じて調査をしています。現状の問題については、 

職員も薄々感じてはいます。 

大森委員 ：アンケートの採り方によってはマイナスの方向にも働くので、病院をよくするため 

の意見をとるという方向で意見を集め、委員会で共有してはどうでしょうか。 

平山委員 ：職員には、現在でも病院長になったつもりで病院の経営を考えてもらっています。 

信友部会長 職員とのキャッチボールを充実させたいですね。職員には、今回の資料を公開して 

ほしいと思います。 

大森委員 ：しかし、この資料を見たら職員が疑心暗鬼に陥るのではないでしょうか。 

信友部会長 ：現状や先が見えないと疑心暗鬼になりうるが、将来について資料を示して説明で 

きれば反応は異なります。職員に説明するのであれば私も参加します。本日の意見交換 

と資料要求は以上とします。最後に、追加資料の説明を事務局からお願いします。
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～ 資料２説明 ～ 

信友部会長 ：何か疑問や意見があれば、FAXで事務局に連絡してください。 

５ その他 

事務局 ：次回の部会は、８月２５日の午後で調整させていただきたいと思います。 

市民フォーラムが８月２日の午後２時から開催されます。ご参加いただきますようお願 

いします。 

信友部会長 ：そこでとるアンケートは共有されるのですか。 

事務局 ：共有します。 

以上


