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平成 26年度 第 2回羽島市民病院経営改善特別対策委員会 

 

開催日時：平成 26年 7月 17日（木）午後 1時 30分～ 

開催場所：羽島市民病院 診療棟３階 講義室 

【出席者】 

 （委員長）河出 弘行(羽島市副市長） 

 （委 員）学識経験者     日置 雅治 

                西原 浩文 

                佐々木 留美 

      羽島市医師会代表  田中 吉政 

      市および病院代表  山田 卓也（副院長） 

                岩田 泰夫（副院長兼事務局長） 

 （事務局）松井 聡（羽島市長）、大角 幸男（病院長）、大宮 史朗（副院長）、村瀬 全彦（副院長）、 

小島 三紀（副看護部長）、堀 真人（管理監）、大内 義秋（医事課長）、 

兒玉 浩敏（総務課長補佐） 

【欠席者】 

 （委 員）学識経験者     山田 日登志 

 （事務局）時吉 鈴美（看護部長） 

 

  

【事務局】 

これより第 2回羽島市民病院経営改善特別対策委員会を行います。委員の皆様につきましては、資料 1

「羽島市民病院経営改善特別対策委員会名簿」のとおりでございます。また、本日の病院出席者につき

ましても資料 2「席次表」にてのご報告とさせていただきます。なお、本日は山田日登志委員におかれま

してはご都合によりご欠席との連絡を受けております。それでは、委員会の開催にあたり、当院の開設

者であります松井羽島市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

【市長】 

 羽島市民病院経営改善特別対策委員会を私の方から設置の依頼をしておきながら、第 1 回について自

らの自己管理の不徹底によりまして病気加療中の為欠席をしましたこと、深くお詫びを申し上げるとこ

ろでございます。 

 第 1回の議事録も拝見しましたが、この羽島市民病院は昭和 29年の昭和の大合併により、旧中島郡・

葉栗郡の１町 9 ヶ村が自前の入院ベッドを持ちたいという大きな願望を共通認識とし、合併し、羽島市

が誕生し、そして羽島市民病院が開設されたという経緯があります。以来、市民の皆様の医療の場とし

て広くご活用を賜っていたところでございます。しかしながら、昨今の状況が極めて経営状況が厳しい

ものとなっております。私も、病院には過去２回・５年間職員として、また事務局長としておりました。

様々な医療ニーズがございます。そのような中で過去の計画等は病院の院長、私どもの手の及ばないと
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ころで、数字の字面合わせで収支をしたという反省をしておったところです。残念ながら病院の経営状

況は、私の考えでは改善は厳しいと思っております。お隣の岐阜市民病院は、優良病院との表彰を受け

ましたが、あれも岐阜市長に言わせてみると、十数億の一般会計繰り出し金の元での黒字経営であると

いう言葉が開設者からも出る次第でして、本当に自活経営はどの自治体病院でも改善課題だと考えてお

ります。 

 本日は欠席でございますが、学識経験者の山田日登志委員におかれましてはトヨタ自動車の改善運動

の経営コンサルタントさんでございます。宇部興産病院の経営改善のコンサルティングをされたという

ことで、是非ともお願いをしたいということで、委員にお加わりいただきました。その節には、病院改

善のキーポイントは看護部であるという明快なるコンセプトをご発言された記憶がございます。また、

名古屋からお越しいただいた西原委員、佐々木委員におかれましては、監査法人トーマツという事で、

私が事務局長であった当時、病院の原価計算を主にお願いしたいという事で、市民病院の経営環境の監

視業務に入って頂きました。そのようなことから、極めてこの病院の実態に詳しいという事で、今回著

名な西原先生と佐々木先生をお招きしたところでございますので、よろしくご理解を賜りたいと存じま

す。羽島市医師会会長の田中先生、また学識経験者の日置委員におかれましては、僭越な言葉を申し上

げてはいけませんが、病院経営改善のために直言をしていただける学識経験者ということで是非にとお

願い申し上げたところでございます。本当にやらないといけないところは病院職員の意識改善だと思っ

ております。これは企業である。企業であり、医療サービス業であるとの認識のもとでの、絶対にこの

病院を潰すわけにはいかないとの共通認識の中で議論を深めていきたいと思っているので、諸先生方の

ご高配を賜り、私からの開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。 

 

【事務局】 

本日の委員会は、羽島市民病院経営改善特別対策委員会第 6 条第 1 項の規定により、委員長名により

招集をさせていただいております。また、本日の委員会は、委員の方々の過半数を超える出席をいただ

いておりますので、同要綱 6 条第 2 項の規定によりこの会議が成立することをご報告申し上げます。な

お、委員会の審議内容につきましては、公開扱いとなっておりますので、後日ホームページ等で公表し

ます事を申し伝えます。 

それではただ今より委員会を始めたいと存じます。羽島市民病院経営改善特別対策委員会第 6 条第 1

項の規定により、委員長が会議の議長となりますので、河出委員長に本日の議事を進めていただきたい

と思います。よろしくお願い致します。 

 

【委員長】 

それではただ今より議事に入らせていただきます。また、本日は 2名の方から傍聴を賜りましたので、

これを認めます。議事に入ります前に、本日の資料の確認をいたします。 

 

【事務局】 

本日の会議次第につづき、資料 1「羽島市民病院経営改善特別対策委員会名簿」、資料 2「席次表」、資

料 3「文書料について」、資料 4-1「医師 1 人 1日当たりの患者数と診療収入（6 月単月）」が 5 枚、資料

4-2「医師 1 人 1 日当たりの患者数と診療収入（年間）」が 5枚、資料 5「平成 25 年度中期経営企画の結
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果」となります。 

 

【委員長】 

ご確認いただきましたら、これより議事に入ります。 

議題 1「経営改善について」事務局よりお願いします。 

 

【事務局】 

まず、前回の委員会でご質問等いただき、お答えが出来なかった部分に対してご説明させていただき

ます。それでは資料 3「文書料について」ご説明いたします。こちらは前回の委員会の中でその他医業収

益の文書料は一体どれくらいあるのか？という事と、交通事故に係るものはどれくらいあるのか？とい

うご質問に対してのお答えとなります。過去 3 年間の文書料の金額を掲げさせております。文書料につ

いては平成 23 年度については 17,367 千円、平成 24 年度は 15,724 千円、平成 25 年度は 16,347 千円で

ございます。このうち、交通事故に係る文書料としましては、平成 23年度 5,985千円、平成 24年度 4,875

千円、平成 25 年度 4,980 千円でした。ちなみに交通事故に係る文書件数は、平成 23 年度 798 件、平成

24 年度 650 件、平成 25 年度 664 件という状況でございます。交通事故に係る診療実人数では、平成 23

年度 821人、平成 24年度 614人、平成 25年度 650人という状況でございました。 

続きまして、資料 4-1 のご説明をさせていただきます。前回の委員会の中で医師の生産性のご質問が

ありましたのでその分析をさせていただいた表でございます。1枚目は「医師 1人 1日当たりの患者数と

診療収入の入院部分」について、当院と 200床～299床の一般病院との平均値、平均金額等からの乖離率

の表となります。縦に患者数、横に診療収入を乖離率で表しており、ちょうど真ん中の０のところが、

平均的な患者数・診療収入となっております。グラフの右上の部分が、平均よりも患者数・診療収入と

もに多いということになり、その下の部分は、患者数は少ないが、診療収入が多いということになりま

す。左側に行きまして、左上の部分は、患者数は多いが、診療収入が少ないということになり、その下

の部分が患者数・診療収入ともに少ないというエリアになっております。中に記載されている診療科が、

当院の診療科を平均値と比べた位置を示しております。2 枚目につきましては、同じように外来の患者

数・診療収入を診療科別に乖離率を表しております。3枚目につきましては、入院と外来を合わせたもの

となっております。4枚目と 5枚目につきましては、今の表の元となった数値的なデータとなっておりま

す。 

続きまして資料 4-2でございますが、先ほどの 4-1の資料は平成 25年 6月で比較したものであります

が、4-2は全国の平均値は平成 25年 6月のもの、当院の数字は平成 25年度の年間平均値で比較したもの

であります。こちらも、1 枚目が入院、2 枚目が外来、3 枚目が入院・外来を合計、4 枚目 5 枚目がその

数値的なデータとなっております。こちらは、先ほどの 1 カ月のデータでの比較では特異性があるので

はないだろうかという考えから、当院の方は年間での平均を出しました。若干の差はありますが、大体

のところは同じような位置関係になっております。以上でございます。 

 

【委員長】 

ただ今の事務局からの説明は、前回の委員会での質問事項に対する報告でしたが、この報告事項も含

めて羽島市民病院の経営改善についてご自由にご意見を賜りたいと存じます。 
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【委員Ｄ】 

資料 3 について、僕が質問したのだと思いますが、これだけではなく文書料をいくらに設定されてい

るのかとか、国保の運営にも関わることですが、第 3 者行為をどうやってちゃんと利用されているのか

とか。聞くところによると、保険証を提示すれば、特に国保に対する保険証の使用云々という許可も無

しに、自然と第 3 者行為にしてしまっているという話もあります。そういう事も含めて第 3 者行為と自

賠責保険との使用率の違いとか、文書料が個々にいくらに設定されているのかといった資料を見てみた

いと思っています。裏返せば羽島市の国保の運営にも関わる事なので、ここで出せないというのであれ

ば国保運営委員会で聞くまでですが、第 3 者行為については国保担当の市の職員も問題があると言って

いるので、市民病院もそのあたりの事を一度教えていただきたいです。 

また、次の資料は興味深いものですが、また後程話が出ると思いますが、まとめみたいなものを書い

て頂けないでしょうか？見て分かりはするが、「特に収益性が高いのは○○科と○○科だ」とか、「収益

が少ない○○科と○○科はこれが問題になっている」というような分析がちゃんとなされているのか。

会議の時間短縮という意味では、こんなに分かりやすい資料を作られているのであれば、ちゃんと分析

もされているとは思いますが、「入院患者が少ないのはこういう理由があるからだ」とか、対策もされて

いるのであれば、それも含めて出された方が話が早いのではないでしょうか。 

 

【委員長】 

 2項目ほど質問がありました。文書料の関係と医師 1人 1日当たりの患者数と診療収入についてですが、

事務局は分かる範囲でお答えください。 

 

【事務局】 

 文書料についての単価につきましては、また次回の委員会に資料として提出させていただきます。二

つ目のご質問に対しても、しっかりと分析し、総括したものを次回の委員会の中で文章として出したい

と思います。 

 

【委員長】 

 では、細かい資料についてはまた次回用意するということでよろしいでしょうか。ありがとうござい

ました。他によろしいですか。 

 

【委員Ｂ】 

前回の資料で、決算見込みをいただきましたが、最終的に確定した物がありますか。その時に説明頂

いたかもしれませんが、その特徴をもう一度お聞かせ願えると、今日の議論の進行にも役に立つのでは

ないかと考えます。 

 

【委員長】 

それでは平成 25年度の決算見込とその分析の特徴、事務局としてお願いします。 
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【事務局】 

前回お知らせしました決算見込ですが、実際のところはまだ議会の承認を得られていないので決算額

ではありませんが、ほぼ同じ額での決算となると思います。また、その分析についても前年 24年度を大

幅に上回る損益が出たという結果でございます。 

 

【委員長】 

その損益の穴埋めはどうなっているのですか。 

 

【市長】 

開設者という事で少しご案内いたしますが、資料 3 の文書料について前回ご指摘があったようです。

平成 24 年度の市内の交通事故は非常に多かった。平成 25 年度は死者を含めて激減しております。この

あたりを含めますと、資料 3 の一番下にある交通事故診療実人数は、救急患者が少し流れているきらい

があるのではないかと思います。これは憶測ではありますが重要なことですので、前回のご指摘の中に

ありましたが、そのような推測をしております。 

 もう一つ、資料 4-1、4-2の関係ですが、これは基本的に重要なことは診療収入だけでなく、おそらく

委員Ｄのご発言は、診療科別の費用との収益という関係でのサマリーを作らないと分かりにくいのでは

ないだろうかというご指摘だと思います。これは次回の委員会にお配りするのではなく、そのようなサ

マリーがまとまった段階で事前に各委員さんにお配りして、次回の審議に加わってもらうという形にし

たいと思いますので、よろしくお願い致します。また、決算についてもう少ししっかり説明しないとい

けないでしょうから、局長から説明して下さい。 

  

【委員Ｆ】 

決算については、5 月末に決算審査を、市の監査委員より受けました。平成 24 年度を大きく上回る赤

字を出したということでございますので、今年度それらを精査いたします。この 7 月から保険改正に伴

います地域包括ケア病棟というのを立ち上げました。従いまして、4 月、5 月、6 月は昨年度と比較しま

して患者数も入院も増えましたので、入院患者が増えたことによる増収につながっております。7月以降

は地域包括ケア病棟を立ち上げたという事で、その病床 24床は満床状態で推移しております。今後の見

通しとしては、今年度は昨年度のようなことは無いという状況ではございますが、昨年が特別悪かった

という認識をいたしておりますので、今現在 24年度と比較しても若干は 24年度を上回っておりますが、

いずれにしても昨年と比較するだけではどうかと今、事務局の方でも用意しておりますので、今後地域

包括ケア病棟の増収分を見ながら、進めて参りたいと思っております。 

現在一般病床 80％稼働が看護師の職員数のギリギリのボーダーとなっております。この体制を今後維

持していくのは非常に難しく、苦しい状況ではありますので、看護師の確保が今の病院の一番の課題だ

と認識しておりますので、そのあたりを今後推し進めて参りたいと思っております。 

 

【委員長】 

決算関係の報告がありましたがよろしいでしょうか。 
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【委員Ｂ】 

次の議題の内容も一緒にやったほうが良いと思いますので、それで結構です。 

 

【委員長】 

地域包括ケア病棟についての詳しい説明と、岐阜県下の状況を教えてください。 

 

【委員Ｆ】 

地域包括ケア病棟とは、従前は亜急性病床というものがございまして、それを延長したものが今年の 4

月より保険適用となり、請求ができるようになりました。当院では地域包括ケア病棟をセンターという

名称で呼称しておりますが、これらの病床について、今までの亜急性病床も同じですが、一般病床は概

ね 3 ヶ月を目途に退院していただくということになっています。但し当院は包括請求（ＤＰＣ）を行っ

ておりますので、病名によっては 3 ヶ月限定ではなくそれより短い期間で退院していただかなければな

らない状況ですが、それらの患者さんに対して個々に対応し、「もう少し病院でお世話になりたい」とい

うニーズにお応えする為に従前、亜急性病床というものを設けていました。その亜急性病床には制限が

あり、全体の 10％未満の病床数しか認めていただけなかったのですが、4月以降にその制限は撤廃され、

長期に入院していただける患者さんの幅を広げるための保険の改正がありました。従いまして、今まで

は亜急性病床 12床を運用していたところ、1病棟 4階に 24床という倍の数の地域包括ケア病棟を立ち上

げまして、運用を 7 月 1 日より始めたところでございます。この地域包括ケア病棟というものは亜急性

病床と同じくさらに 2 ヶ月延長して入院加療をしていただける病棟になっております。この 4 月に改正

されたばかりで、リハビリの制限等、基準がいろいろ難しい部分も多いです。7月に立ち上げた当院が県

下では先陣を切ったという結果になっております。 

 

【委員長】 

 そのほかご意見等ありましたらよろしくお願いします。 

 

【委員Ｄ】 

 先ほど、市長に補足していただきましたが、自治体病院の病院経営分析比較表というものが厚労省よ

り出ており、そういうのを見てみると、僕はこの病院の給与は多いと思っていたが、平均だったという

のは驚きでした。看護師の数は患者 100 人あたりなら岐阜市民病院より遥かに多い。類似病院の看護師

の数をこういう分析表でみると 71.9 という数字が、当院では 95.2 となっている。こういう分析表を取

り寄せて、平均とどうして違うのかという分析を一度お聞かせ願いたいです。事務部門も当院は 17.7、

類似病院が 11.0とか、数字の解釈が僕にはすぐには呑み込めない話がこの資料には盛りだくさん掲載さ

れている。病院としてどう考え、どういう方向にもっていくのかを教えてほしいです。 

 

【市長】 

 事務局関係ですと、常勤職員・非常勤職員等割り当てもありますし、当院の場合かなり以前に常勤職

員以外に病院直営で雇入れをしました嘱託職員・パート職員が大量にみえます。それに加えてニチイ学

館という委託医療会社の職員さんもみえるという、3層構造をとって事務的な人件費をうかせたいという
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行為をされたという部分もあります。 

 2点目は、先ほど委員Ｄもおっしゃったように 2回目の会議に入りました。1回目の委員会で資料不足

という事で提示したものを今回お見せしておりますが、いよいよその課題を浮き彫りにする、抽出する

時期にお願いが出来ないかと思っております。 1点目は資料 4-1、4-2と先ほど申し上げましたとおり患

者さんも少ない、診療収入も少ないという診療科に位置付けられたところは、かなりの部分が設備投資、

機械投資といった投資額が少ない、また人件費が少ないという診療科もあります。このあたりのプラス

マイナスをしっかりして患者数に応じた診療科の在り方についての考察を事務局がしなければいけない

ということ。看護師の関係は 7 対 1 看護を実施しております。これは診療収入をかなり頂けるトップク

ラスのところですので、類似病院に比べると看護師の数が多いです。しかしながら昨今の状況の中で 2

交代制で夜勤看護も含めて 7 対 1 看護を充足する看護師を集めることができるのだろうか、というとこ

ろで極めて厳しい局面にたっております。そして現在の看護職員の給与体系が県内および類似病院に比

べてどのような水準にあるのかというのも明確に調べなければいけないと思います。委員Ｄのようにお

気づきの点を順次ご開示いただいて、この場で答えられない部分については、次回しっかり説明を申し

上げるという形で、どの課題を改善すべきなのかというところを徐々に固めていただければありがたい

と考えております。その一方、診療棟については残念ながら投資が行き渡っておりません状況で外来診

療をしなければならないという認識を賜れると有り難いと思います。 

 

【委員長】 

先ほど委員Ｄがおっしゃった資料を事務局は入手していますか。 

 

【事務局】 

 資料は冊子であります。 

 

【委員Ａ】 

 この資料 4-1は何を表しているのかが全然わからない。 

 

【事務局】 

医師 1 人 1 日当たりの患者数と診療収入についての乖離率と言いまして、平均的な医師 1 人 1 日当た

りの患者数と診療収入のとの差の部分の率を示しています。真ん中の０となっているところが平均的な

数値となっております。 

 

【委員Ａ】 

 このプロットが羽島市民病院？ 

 

【事務局】 

 「循環器内科」とか診療科が示しているのが当院の位置となります。 

 

【委員Ａ】 
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 これが分からなかったので、今まで質問もしなかったのです。今、委員会が始まって 30分経ちました

よね。わずか 2時間の会議で既に 30分も過ぎたのですが、この文書料の話にしても医師の中では必要な

のかもしれないですが、私のような自分のところが赤字になったらどうしようかをその日のうちに考え

るシステムになっているところは、このような経営改善会議で過去の例を言っていても仕方ないのです

よ。確かに、脳神経や整形、泌尿器、小児科、内科、耳鼻いんこうなど羽島市民病院が弱い所ばかりで

あって当たり前なので、そんなことよりも 5 月に委員会を行った時に、院長が各科のヒアリングがまだ

終わっていないとおっしゃった。4月中にやっておかなければいけないことを院長がまだやっていないと

言う。医師がどう考えているのか。この病院は 281床で、今動いていない科もあって 235床ありますが、

薬剤師というのは２０床に１人必要と言われているので、９人では少ない。経営改善会議の根本は、こ

こに院長、副院長３名みえますが、「医師としてどれだけやりたい」とか、200 数十名いる看護師さんの

やる気とか、病室の改善とか、そういった方がこの委員会の主題だと思います。過去の事はもうよくて、

これからの事なのですよ。3億・4億の赤字が出ようが、公共の市民病院で 1億くらいの赤字が出ても仕

方ないなというのは過去ですよ。例えば院長はすべてのヒアリングを終わらせたのかとか、今非常勤の

医師ばかりだが、ニチアスが目の前にあって呼吸器内科は無くてはならないはずなのに、医師 3 人とも

非常勤でいいのかとか、そういうのを医師が考えて欲しいです。医師は人の命を助けるから偉いだけで

あって、大工の棟梁と一緒です。こんな資料を見ていても、当たり前の事が書いてあるだけですよ。眼

科なんて少ないに決まっているでしょう。だから今までのことではなく、監査法人トーマツさんもいろ

いろな資料をお持ちでしょう。今後 31 人の羽島市民病院の常勤医師達がどう考えているのか。例えば、

私も市民病院にかかった事ありますが、あっちで MRIや CTを撮って、今度はこちらへ戻って、今度は整

形外科へ行けと言われて、市長が 50億円出すから大きな病院を建てるというのであれば別ですが、非常

に回りにくい病院です。私の父も入院していたが、病室は南向きで良い病室でした。しかし、汚い所は

ナースステーションの電気が点いていないとか、ゴミ箱がたくさんあるとか、待合室が少ないとか、そ

ういったことでこの病院はやめておこうかという考えの方もいるでしょう。これは経営を改善するため

の特別対策委員会なのでしょう。委員Ｄが言われていることもよく分かりますが、どうしたら羽島市民

病院が元の様に戻れるか。それに対しての医師の意識がどこにあるのかという事を聞きたいのです。3億

4億の赤字が出ようが、医師は少しも影響を受けないです。例えば、大角院長を始め副院長が「経営は○

○がやりなさい。私たちは診療 1 本で行きますよ」と言った改善をどうやるかがこの会議の主題だと思

っているのですが、どうも私が考えている事と少し違うようです。私が少し慌てすぎなのかもしれませ

んが、早急に黒字化、もしくは黒字化まで行かなくても 3億・4億の赤字まで行かないようにする。そう

いう物の見方が私のような人間と、委員Ｄのような医師と、病院側とでの違いが浮き彫りになっている

と思います。市長もご意見言われますが、大角院長がこの病院をどうしたいのか。大宮先生・村瀬先生

がどう考えていきたいのか。看護師の待遇をどうしていきたいのか。アメリカではナースの地位がドク

ターより偉いという考えもあります。看護師をどういう風にしてうまく育てていくのかから経営を改善

していくのがこの会議の主題だと思っています。一つ一つ過去の事を言っても仕方ないです。この前も

言いましたが、また処方される薬は一緒でも、担当医師が変わっていたとか、そういう事を議論するの

がこの場でないのかと思うのですが、30 分議論していても、どうも自分の意見とは違うようです。会議

の方向をこちらに向けて欲しいです。 
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【委員Ｅ】 

 今、委員Ａが会議の本質的なことを言われました。こういう場で言っても良いのかわかりませんが、

病院とは公益性を持った特殊な企業です。医師が入院させたり、オーダーを発注して看護師さんがそれ

を受けて、収益が発生するのですが、要は医師が入院患者を受けるとか検査をするとか、そういう事を

発生させなければ収益が上がらないです。 

4-1の表にありますように、婦人科が表の右上にあります。久保医師は非常に優秀な先生で、赤十字病

院から来られて、手術もたくさんやられております。例えば久保先生が羽島市民病院に来られて 1 年間

で 1億 5千万稼ぎました。ということは、赤十字病院は 1億 5千万マイナスになっています。1億 5千万

というのはこの病院の収益が大体 55億～60億なので、かなり大きなウエイトを占めます。そこで 1億円

の赤字が出ます。例えば、医師が「もう嫌になったので入院を 1 割減にしましょう」とすると、その病

院はたちまち赤字になります。55 億の 1 割は 5 億です。医者がこの病院の為に、患者さんのために一生

懸命働いて、なんとかしようというモチベーションが強ければ強いほどその病院は活性化され、収入は

上がっていきます。医者がこの病院に対してなんと思っているか。「この病院は僕を大事にしてくれてい

るし、患者さんも僕を必要としてくれているから頑張ってやろうと」いう気持ち。医師の時間外労働は

外科では 110時間です。普通は月 40時間と３６協定で決まっています。そういう思いをして、患者さん

のために皆一生懸命働いています。もちろん全員の医者ではなく、我々のように好きでやっている医者

に限りますが、そういう思いでいるにもかかわらず、景気が悪いから給与を下げますと言われたらどう

思うでしょうか。そういう事をやったらいけないと思います。医者のモチベーションを上げるためにい

ろいろ手を尽くして、良い医者を集めて、病院を活性化させなければいけない。ここが本質です。経営

改善のためのいろいろな方策は非常に大事で、そういう医者がいなくても潰れないようにやっていくた

めにいろいろ必要です。医者は交代しますし、定年も迎えます。変わっていくことを想定してやってい

かなければならず、医者が 1 人やめたらこの病院は潰れるという規模なのです。県病院とか大きい病院

は別ですが、医者 1 人のパフォーマンスにものすごく影響される規模の病院という事をご理解いただき

たい。今ここで、我々外科、消化器内科、婦人科が辞めればこの病院はすぐに潰れます。そういう事を

認識しながら、この羽島市、羽島市民の為に寝ずに頑張っているけれども、「それが我々の使命だから一

生懸命やりましょう」という気持ちでやっています。赤字だからどうだという話を一生懸命働いている

医者にして、矛先を向けることは何の得にもならないと思います。私は副院長であり、大角院長も経営

責任はありますが、ここで働いている医者はそういう責任は持っていないと思います。というのも、医

者はここでなくても働ける。岐阜の医師数は全国でもワースト 10に入っています。医者が足りないので

どこに行っても働ける。看護師さんも同じです。この病院でなければいけないという医者はいないので

す。そういう事をベースに考えてもらいたい。理想の医療・看護をやるためには経営は大事ですが、そ

こをどういう風に医師に伝えるかは難しい問題だと思います。 

 

【委員長】 

 非常に難しい問題ではありますが、委員Ａは経営改善に関する対極的なご意見を伺いましたが、今の

委員Ｅのご意見では医師のモチベーションが大事という考えをいただきました。それを含めて何かご意

見はありますでしょうか。 
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【院長】 

 先ほど委員Ａがいろいろおっしゃいましたが、委員Ｅも私も医師であり、管理職という肩書もついて

います。「ここの病院が好きだから働いている」「医師だから患者の診療をしたい」という意識のもとに

やっています。委員Ｅがおっしゃるように、全員の医者がそう思っているわけではありません。そうい

う人たちもみんなまとめて、この病院でしっかり働いて頂けるように、意欲をもってこの病院に勤めて

もらえるように、そういう環境を与えるのが私の仕事だと思っています。委員Ａが医者の意識について

言われましたが、確かに昨年度はひどい赤字でした。今年度に入って、昨年度のひどい赤字、経営状況

から皆が意識して、4 月・5 月・6 月の状況を見ても、今年度は昨年度のようなことはありません。昨年

度赤字を出したという事が、皆の意識をだいぶ変えたと私は思っています。 

 非常勤の医師が多いというご意見でしたが、できれば非常勤の医師ではなく、常勤の医師だけでやっ

ていきたいと皆が思っています。常勤の医師の数が少なければ少ないほど、ある科では時間外勤務が多

いという事態になります。非常勤の方を常勤にというのは、岐阜大学からの派遣によって成り立ってい

るので、大学自体が関連病院に派遣できる医者自体が少ないので難しい。それは岐阜大学だけでなく、

名古屋大学でも名市大でも同じです。首都圏では医師が余っていますが、この地区ではまだまだ医者の

数が少ないです。常勤の数を増やしたいのは山々ですが、なかなかそういう情勢が許さない現状です。 

 

【委員Ａ】 

 聞いていると、いろいろな非難もあるんだろうけど、確かにこの 3ヶ月は黒字です。そうではなくて、

リーダーシップを持ってほしいという事を言っているのです。私だってここに出席しなければこんな嫌

なことを言う必要ないです。羽島市民病院が大事だから、皆この羽島市民病院にかかって、ここに入院

して良かったと思える病院にするために経営改善をするのではないでしょうか。儲かるか儲からないか

は結果ですよ。委員Ｄの病院だって、ここにおられる先生方が開業されたとして、赤字なんて出しませ

んよ。先ほど委員Ｅが言われたようにやる気が無い先生がいるかどうかなんて知りませんよ。そんなこ

とを言っているのではなく、羽島市のたった一つの市民サービスの場所が、大角院長の元にすべて結束

して、院長がリーダーシップをとって、皆をやる気にさせて、その時に儲かるか儲からないかは分かり

ません。そういう病院にして欲しいという事を私は言っているのです。それが今までできているのです

か？去年 5 億 2 千万の赤字が 4 億 8 千万に減りましたが、去年は精神科が無くなって入院が減ったとい

う事もありますが、それでも 4 億 8 千万は異常でしょう。非常勤が多いというのは給与の問題等もある

だろうけれども、見てきてそう思った。こういう事を掲げても、小児科が少ないのは井上先生（いのう

えクリニック）や他の開業医に行けば良いので分かりますよね。羽島市民病院にきたら、昔の元吉医師

がいた時のように朝の 4 時から並ばなければいけないという、それくらいになってほしいからこそこの

経営改善特別対策委員会を行うのではないのですか。トーマツさんも発言が全然無いですが、発言が無

いような経営コンサルタントなんて必要ないと思います。それなら羽島市民病院の事務局長や院長、看

護部長中心にやればいいじゃないですか。羽島市の市民の為の病院になるにはどうしたらいいのかを考

えてほしいだけであって、前にも言いましたが、大角院長が織田信長になって、皆をまとめる。嫌われ

ることもあるかもしれないが、それが院長の役目だと思います。それがこの会議の趣旨じゃないかと思

っております。そこがこの前から少し歯車がかみ合ってないと思うところです。委員Ｅからも、先ほど

医師は長い時間働いているという話がありましたが、医者というのは自分の仕事が好きですよ。私の知
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り合いの医師もそうですし、そういう人ばかりが医者になっているのです。110時間というのは多いかも

しれませんが、医者は職場に居たいのです。そんなことはどうでもいいですけれど、もう少し経営を改

善するための事を掘り下げてほしいと思っての発言です。 

 

【委員長】 

 市民に愛される病院についてですが、そうすればおのずと経営は付いてくるんじゃないかというお考

えです。何か補足等ありましたらお願いします。 

 

【市長】 

課題の抽出をして欲しいという事を再三申し上げております。委員Ａはそのことをおっしゃっている

のだと思います。まず 1 点目は冒頭で委員Ｄがおっしゃった救急医療の確保、これも経営改善の大きな

テーマだと思っております。やはり市民に信頼される、市民が頼る救急医療の拠点であるという考え方

を再度構築するため、金銭的なことでは、救急医療の体制は採算性を持つのは難しいのですが、国内の

自治体病院でも救急医療で黒字の病院もあります。そういう所も踏まえて、救急医療の確保というのは

是非とも皆様方でご審議をお願いしたい改善項目であると思っております。 

 

【委員Ｄ】 

 私は、こういう数字から入りたいと思っております。数字を分析して、職員の方にも今こういう立ち

位置に居ると伝える。精神論で「頑張りなさい」「働き悪いぞ」「愛が必要だ」とか結論ではそうかもし

れませんが、そういう事だけで「頑張れ、頑張れ」と言われても、自分が今どの立ち位置に居るのかも

わからないのに言われてもなかなか頑張りにくいと思います。病院がこういう職員の体制で、こういう

状況に於いてはこういう位置にいるのだからと、まず世間の平均に達するという事が人間には必要なこ

とで、自治体病院の半数以上が赤字であるという認識は当然必要でしょうし、こういう数字がまず分析

されるという事が私は大事だと思います。その上で、ある部分が少ないのは何故か？とかその人たちが

病院を愛していないのか？とかそういう事ではなく、いくら頑張ってもこの科は収益が得られないけど、

自治体サービスとしてどうしても残さなければいけないといった分析が、職員にしてもらうためにも、

基本的な数字というのが必要なことであって、最終的に、委員Ａのおっしゃるような「病院に対して愛

がある」とか「病院のサービスが良くない」」とかの結論に達するかもしれませんが、その前の分析とし

て、私はこういう表はどうしても必要だと思うし、結果的には市長や市議会がこの病院をどうするかを

高い見地から決めることであって、我々が、この病院を潰しましょうとか松波病院の物にしましょうと

か言うのは違うと思いますから、この病院の職員の方にどう頑張っていただくかを分析していくために、

トーマツさんもいらっしゃるのだと私は思います。 

 

【委員Ｂ】 

 この資料の 5 番の方ですが、昨年度の課題や進捗状況をまとめて出されていますので、なかなか 4 番

の資料だけでは言いにくいところがあってあまり発言していないのですが、例えば 4 番の資料だけで言

いますと、どこの病院も課題なのかもしれませんが常勤医師数が少ない診療科が軒並み収入も少ないの

でしょうねということが言えると思います。一つは難しい話だと思いますが、医師をどう確保するかが
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最大の課題だと思います。現実的にどうやってやるのかは難しいですが、そういう制約条件の中でどう

いう事をやれば改善していくのかというのを 5 番の資料の進捗状況で分かると思いますので、それを一

緒に見ながらやらないと、1番の資料だけでは、課題という意味では発言しにくいと思って具体的なこと

は申し上げていない状況です。 

 

【委員Ｃ】 

私も、資料 5 の方にいったら皆さんといろいろ議論したいなと思っていたのですが、ここまでのとこ

ろで言うと課題抽出という事で 1 回目は病院全体の事を科別で知りたいという要請がありまして、今回

科別に医師 1人当たりの生産性ということを数字で表しており、同じような 200床～299床の 200病院と

比較して、特に優秀な科があるという事が分かり、常勤医師数が少ないという事もあって、医師 1 人当

たりの患者数と診療収入が、200病院の中でも下位の診療科もあるということが科別に分かったので、こ

れはこれで課題を抽出する上では 1 ステップいったと思うので、あとは市長が言われたように費用の事

もあるので、科別に損益を見るというのも一つですし、あと救急医療というのは人件費を非常に膨大化

させています。4億 8千万の赤字という話もありましたが、救急をやるためにかなり人件費がかかってい

るので、そこを分離してみるというのも一つです。当院は急性期ですが、今度地域包括ケア病棟という、

急性期直後の患者さんを診るという病床を、医事課や看護部の協力のもと、県下の公立病院では 1番に 7

月 1 日に届出を完了し、満床でまわしているので、この急性期直後の機能というのも、24 床満床でも更

に入れたい患者もいるということなので、そういった機能の見直しであったり、個別に分析しているス

テップについては正しい方向性にあるのではないだろうかと思っています。 

 

【委員長】 

今のお話は、議題 1 の部分だけでなく議題 2 の方にも入っていますよね。では、議題の羽島市民病院

経営改善については、人それぞれいろいろな考え方があると思いますが、是非これだけはという事があ

ればお願いします。 

 

【委員Ａ】 

羽島市民病院は来年 60周年だね。委員Ｄに少しお伺いしたいのですが、こういう資料というのは僕ら

の感覚では、ここにいる病院長や副院長、局長などほとんどの人はもうわかっているんじゃないですか？

こういうのを出されなくても、何をやったら儲かるのかとかは、これだけ長い間やっているのであれば

考えればわかる事でしょう。だから、委員Ｄがおっしゃったように確かに資料も必要ではあるのだけれ

ども、もう 60年もやってこれば、ここをこうしたら良いんじゃないかということくらい分かりませんか

ね。どうですか？違いますか？ 

 

【委員Ｄ】 

 私に聞かれても仕方ないでしょう。ただ、私はこの資料が出た時に、どういう分析をされてどうなっ

ていますか？というのを先ほど聞いたのですが、それもまだ出ていないのだから、「わかりませんかね」

と言われても私の病院ではないので分かりません。 
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【委員Ａ】 

 でも、ここにおられる院長や事務局長はもう何年もやっているのだからわかると思うのだけれども。 

 

【委員Ｄ】 

だから資料として提出し、会議は進めれば良いのですよ。「我々はここまで考えておるから、次にはこ

ういう対策を練って、現実はこうなっていますよ」と言うところまで資料を出してもらっても構わない

のですが、無いのなら時間が掛かっても仕方ないのだし、皆にやみくもに「頑張れ」とか「もっと前へ

行け」と言ってもどこに居るのか分からないのに前へ行けと言っても、職員だって「これ以上頑張れる

か」とか「どれだけ頑張ったら気が済むのだ」と言われてしまう。この病院に骨を埋める気がある先生

と、ただ単に腰掛けで来ている先生とでは認識が違うのは当たり前であって、そういうのを全体のそれ

ぞれの科の先生が自分たちで考えることであって、私はどうなっているのかを聞くだけの役割であって、

経営改善では当然数字とか現実を見て、病院の先生や看護師や事務員の人たちが当然意見を出されて、

「それはもっともですね」とか「それはちょっと甘いのではないでしょうか」と我々が評価したりする

のだと思っています。 

 

【委員長】 

 委員Ｄのご意見は数字的分析によって立ち位置を確認し、自分たちの方向性を再度確認するというご

意見でした。人それぞれの方策があると思います。先ほど、副院長は医師のモチベーションを上げるこ

とに努力して、環境を良くして、頑張ってもらうという事でした。委員Ａは対極的にもっと大きな目で

物事を考えたらどうだという事だった思います。いろいろご意見をいただきましてありがとうございま

した。議題 1 に関してはこの程度にとどめたいと思います。続きまして議題 2「中期経営計画（1 年目）

評価について」説明をお願いします。 

 

【事務局】 

平成 25年度中期経営計画施策進行結果について説明いたします。中期経営計画 1年目の施策進行結果

をまとめたものですが、中期経営計画に掲げております 7 つのテーマごとにその目標の達成状況を達成

割合に応じて上から順番に並べたもので、達成率の高い施策から順位を付けております。一番達成率が

高かった施策は 1 番目「当院の強み・光るものが育まれ認知された病院を目指して」でして、ホームペ

ージのアクセス数の増加であったり、新聞掲載等メディアへの露出回数も達成できたことが主な理由と

なっております。2番目「新施策実行のため現行業務の圧縮や廃止により、効率化された病院を目指して」

が順位に入っておりまして、医師事務作業補助者の配置目標の達成であったり、事務系業務調査の実施、

人員配置の見直しを行ったことが評価されております。次に 3 番目「地域の医療機関が患者さんのため

に紹介したくなる病院」を目指してということで、地域医療支援病院の取得が目標となっておりました

が、基準に対しての取得の見直しが、平成 26年 4月に行われたことにより、旧の基準であれば紹介率・

逆紹介率ともに達成していたわけですが、率が引き上げられたことにより、未達成となりました。しか

し、ＩＣＵの設置につきましては 3ヶ月ほど遅れましたが、稼働できたことが達成した要因となります。

4番目「中期経営計画 5年目に収支均衡している病院を目指して」という事ですが、手術件数や外来検査

数やリハビリテーション数といった目標を達成したところもありますが、入院収益確保の要である新入
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院患者数が目標数値に達成できなかったことにより、達成率が低くなりました。5番目「断らない 2次救

急で地域貢献する病院を目指して」では即日入院患者数が目標を達成できなかったことにより 5 番目の

達成ランクとなりました。6番目は「目指す病院像を担う人材が定着し、育つ病院を目指して」という事

で、福利厚生の一環で病院の院内託児所で病児保育を始めたことが評価につながっておりますが、資格

取得支援制度利用数や外部研修への参加者数が未達成になった事によるものであります。一番達成率が

低かったのが「日々の意思決定及び施策実行を支える経営管理仕組みの構築された病院を目指して」と

いうことで専門的医療事務職の育成と経営企画機能の確立が未達成だったことによります。これらの結

果を踏まえまして表の一番下の課題について今後検討していかなければならない結果になりました。 

 

【委員長】 

 ただ今事務局よりご説明のありましたこの件についてご意見ございましたらお願いします。 

 

【委員Ｂ】 

 それぞれに達成状況が書いてあって、一番点数が悪い物から改善していかなければならないと思いま

す。一番下に 3 つほどこういう風にしたらどうかというのが書いてありますが、専門的医療事務職につ

いては「病院で決められないので」と書いてあるだけで、具体的に書かれていないのですが、どう思っ

ていらっしゃるか。また既に話し合われたことがあるのでしょうか。 

 

【事務局】 

 これについては具体的に検討がされている状況ではありません。 

 

【委員Ｂ】 

先ほど委員Ａも話されましたが、スピードが大事でいつまでに何をやるのかを決めないと、検討して

いないだけで終わってしまってはどうにもならいです。いつぐらいまでにどう話し合って、ダメなのか

良いのかをきちっとスケジュールを立てないといけないと思いますがどうですか。 

 

【委員Ｆ】 

 先ほどお尋ねのあった件で、専門的医療事務職というのが、中期経営計画の原案では外部から専門的

医療事務職を 1000万という高額で引っ張ってくるという原案でしたが、今の病院の経営形態を見直して

からという事になっておりますので、現在の経営形態では困難です。 

 

【委員Ｂ】 

 では、経営形態の見直しをするのかしないのかということになりますが、やらないのであればこの案

自体がボツになってしまいますし、今後の見通し、可能性を教えて欲しいです。 

 

【委員Ｆ】 

 経営形態の見直しについては当委員会で議論いただければありがたいのですが、ただこれに関しては 1

年・2年で出来るものではないので、それを踏まえてお願いできればと思います。 
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【委員Ａ】 

 羽島市民病院経営改善特別対策委員会要綱など読んでも、こういう資料で医師達が何も知らないから

知りたいのか、全然分からなくなりました。医師は患者を診ているだけで何も知らないからこういう資

料が出てきたのか、それとも私たちがやる仕事は羽島市民病院が多額の赤字が出たから「こうして欲し

い」という市民の声を代弁するのか、この会議はいったいどこに重きを置くのか。委員Ｄのいう過去の

事というのもわかりますが、31 人いる医師が「羽島病院をこういう病院にして黒字にしていく」という

趣旨のもとに、もうこんなことは当たり前の事だから分かっている事だと思います。私たちが「こうい

う風にしていくと良いですよ」と言うのか、結局この病院を良くしていくのは医師しかいないですよ。

時吉看護部長を含む看護師を巻き込んで「この病院に入院して良かった」と思われるように私たちが「こ

うして欲しい」と働きかけるのか、医師が全く現状を知らないからこういう資料を出すのかこの会議の

趣旨はどちらなのですか。趣旨自体が私の言っているものと委員Ｄが話をされたのと全く違うし、委員

Ｅが言われるのもちょっと違う。市長、院長、副院長を含めた委員全員が良くしていきたいという気持

ちはあるはずなので、良くするためには大角院長が皆を集めて「こうしたいんだ」というのを話す。そ

ういうことをアドバイスするために私たちがいるのか、こういう資料でダメですというのかどちらなの

か全く分からなくなってしまったので、そこだけもう一度整理してあと 2 回の会議をして欲しい。改善

なんて誰かが主導すれば出来ますよ。一つずつ見直していけばいいのだから、あとはやる気があるのか

どうなのかだけ聞きたいのです。31 名の医者を集めて院長、副院長が話をすればできますよ。科が違っ

てみんなが 1 人づつ特徴のある方ばかりなのでやりにくいとは思いますが、もう一度再度質問。この会

議は私たちに何の意見を求めているのか。こんな医師が分かっているような資料を出してきて、医師の

意識を向上させるのかどちらなのか、もう一度整理して欲しい。 

 

【委員長】 

 それぞれの立場で意見を言ってもらうとまたいろいろな意見が出るのも当たり前です。それを経営改

善の方向へ集約できればベストです。そのためには羽島市民病院の全体の計画、現在の状況、羽島市民

病院の立ち位置が必要でしょう。それに対して、対極的に物をみて「こうしたら良いのではないか」と

意見も必要です。そこに行くまでに皆さんの意見を集約し、なんとかそこまで持っていけたら良いと思

います。また、それを院長に実施してもらえれば最高のものになるのではないかと思います。だからそ

れぞれのお立場で意見を言っていただければいいと思います。 

 

【市長】 

問題点は資料５のとおりです。前天野院長の時も、様々な形でほぼ同じような問題点について、医局

会や診療運営委員会等で、様々な職種、全体の責任者を交えた中での協議をしました。残念ながら、そ

の当時医局会の出席者は本当に少なかったようです。そんな中で前院長も苦しまれ、全部の医師との意

思疎通は本当に難しいと。原因や問題点は分かっているのですが、なかなかそれに対する解決策が見当

たらなかったのは事実です。もう一点は私の視点ではありますが、市民全体の医療ニーズと診療科の増

設という試みをやられました。市民全体の医療ニーズに適合した診療科が増設されたのか。逆に廃止・

休診になった診療科もございます。市民の思いと若干ずれた経営方策が取られたのも事実です。そんな
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中で浮き上がったのが「当院の強み・光るもの」以外の 6 項目、この 6 項目については開設者としても

問題点として認識しております。一つの原因は市役所も含めて病院医療従事者も組合がございません。

３６協定の締結と、業務内容の確認事項を行うのは非常に難しいという部分がございまして、先ほど委

員Ｂよりご案内のありました形での経営形態の変革等へ向けての本格的な作業をする交渉の相手方がい

ないという、これは大きな問題であります。私も病院事務局長時代より何度もこの話を当時の市長にし

たのですが、一向に改善されずに、例えば地方公営企業法の全部適用だったらどうだとか、法人化した

らどうかという話をされるのですが、具体的な方策を示されなかった。県がおやりの法人化についても

私なりに少し調べたところ極めて厳しい状態でした。経常経費について毎年数％下げるという経費の削

減についても県からの指導というものが縛りとして与えられている状況です。抜本的な黒字を数年間で、

という気はありませんが、市の繰入を含めた 8 億以上の欠損が出るという事は、これは尋常な事態では

ない。岐阜市は一般会計から 16 億の投資をされて 4 億の黒字です。実質的に 12 億の赤字ですが、病床

数から見るとかなり当院のダメージが大きいです。人件費、特殊勤務手当等についても開設者としての

思いがあります。このようなことも含めて皆様それぞれの立場、例えば委員Ａは薬剤師で会社経営をさ

れている、委員Ｄは医師として医師会長と言う役割があります。そしてコンサルタント、我々院長・副

院長がこの課題で解消できなといところを自由な意見で闊達なサジェスチョンをしていただき、方策的

なご提言を頂き、私や院長で解釈し、斟酌し病院の経営につなげていこうと思っています。残念ながら

本日、山田委員はお見えでありません。1回目の会議で極めて厳しい感触を持たれたとのお手紙をいただ

きました。これでは病院の経営改善は難しいでしょうというお手紙です。民間の医療関係を含めたコン

サルティングをされた方にも 1 回の会議で「これは厳しいな」とわかる。市民として、コンサルタント

としてのご意見もあるという事を病院関係者は今一度、開設者として重きを置いた意見を賜りたい。本

当に意識が醸成されないと厳しい結果が待ち受けていると私は心配しております。冒頭で申し上げたよ

うに、絶対にこの病院を潰すことは出来ない。そういう意味での委員Ａのご発言のようなものを賜るべ

きだと思います。病院医療担当者として実態はこうなんだという議論を深めてもらう事でこの課題の活

路を見出さなくては市民の負託を受ける安心拠点としての病院は成り立たないと思います。そんなわけ

でこの委員会を設立をいたしましたので、委員Ａには是非ともご理解を賜りたいと思います。 

 

【委員長】 

 他にご意見はございませんでしょうか。無いようですので、議題 3に入りたいと思います。 

 

【事務局】 

 それでは議題 3「その他」としまして、次回の委員会開催のご提案をいたします。事務局案としまして

10 月 16 日（第 3木曜日）、同じ時間で開催をしたいと考えております。本来 2 ヶ月後の 9月に開催され

る予定でしたが、市議会の定例会があるためその都合で 10月とさせていただきたいと思います。 

 

【委員長】 

 ただ今の事務局からの説明でご意見有りましたお願いします。それでは次回は 10 月 16 日第 3 木曜日

同じ時間という事で開催いたします。 

 この場で、委員様・皆様からのご意見ございましたら伺いますのでよろしくお願い致します。 
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【委員Ｂ】 

 資料に戻るのですが、せっかく最後に 3 つの提言として「こういう事を検討すべきでないか」という

のがありますので、これの具体策を今度この場で話されるのか、それとも次回までに病院側で意見をさ

れるのかお伺いしたいです。それが無いと次回、また同じような状況で始まってしまうので、これが重

要だと思います。 

 

【委員長】 

 資料 5 の一番右下の四角内の 3 つの課題に対して事務局としての考え方、今後の方策となりますが、

事務局としてはどのようにお考えですか。 

 

【事務局】 

 こちらにつきましては、次回の委員会の際に案を出させていただきます。 

 

【委員長】 

 次回には方策等も出ると思いますのでよろしくお願いします。 

 

【委員Ｄ】 

 先ほど市長もおっしゃいましたが、救急車の件はもう一度しっかり分析してほしいです。僕のところ

にも救急患者で後に紹介されてくる方もみえます。以前は大垣市民病院を経由してくる患者は一人もい

なかったが、最近は羽島市の患者さんでも大垣市民病院経由で来るので、「何で大垣に行ったのか」と聞

くと「私が希望したわけではなく、救急車が連れて行った」という話になっています。そのあたりの救

急の取り決め等ありましたら再確認して教えてください。 

 

【委員Ａ】 

 私が教えますよ。そんなのここに聞いて医師がいないから大垣に行くに決まっています。 

 

【委員Ｄ】 

 医師はいますよ。だからその辺の詳しいことを知りたいので、公式的な答えが欲しいのです。 

 

【委員長】 

 その辺を次回分析して報告をお願いします。 

 

【委員Ａ】 

 委員Ｅは 3 年位前からこちらにいらして、こちらの病院は医療体制がしっかりした病院なのでしょう

か。良い病院なのですか。 

 

【委員Ｅ】 
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 私はここに来る前、岐阜大学病院に十数年いました。その前には岐阜赤十字病院、郡上市民病院と美

濃市立病院とまわってきました。その比較の問題なので、普遍的なものかどうか分かりませんが、この

規模の病院としては良い病院だと思います。だから潰してはいけないと思います。 

 

【委員Ａ】 

 何が足りないのですか。 

 

【委員Ｅ】 

 足りないというよりも医療情勢が変わってきたのは事実です。受け入れ的には大病院が優位になって

きました。例えば大学病院はずっと赤字だったんですけども、保険が変わって黒字になってきました。

この中規模の病院の経営がどこの病院もかなり厳しいような情勢に替わってきているのは確かです。何

が足りないかということで、一番足りないのは医師の数ですね。例えば当直を皆月に 4回～5回行ってい

ますが、12 時間働いた後にまた外来をやって午後から手術をやって、救急が来たらまた呼ばれるという

のを、どうしてもこの規模の病院だとやらなければならないので疲れちゃいますよね。この倍の医師が

いる病院なら 2 回に 1 回で済みます。例えば木沢病院なら月に 1 回の当直で済みます。医者の数が少な

すぎて皆が疲弊してしまうという事もあります。「救急も受けろ」と言いますが、皆一生懸命受けるので

すが、それでも自分のキャパシティオーバーの患者が来た時には困ります。例えば高エネルギー外傷と

してトラックと自転車がぶつかります。死にそうになっている状況で自分しか医者がいない時に「受け

ろ」と言われても、受けることもありますが、自分のキャパシティの問題でなかなか受けられない。そ

ういう場合に 3 次救急の病院に行ってくださいと言ってしまうこともあります。要するに医者の数も足

りないし、そういう人的な物資が足りないと思います。それを 3 次は診ませんと断ってしまう事は簡単

で、それはそれでも成り立つ、当直は内科・外科を一緒にしてしまって１人にすれば、経費もかなり安

くなりますね。当院は救急でもすぐにＣＴやＭＲを取れますし、脳梗塞にも対応できます。かなりのと

ころで救急をやっている方だと思います。大学の救急というのは、各科集まって 30人体制で行って、救

急車の台数も、当院は 100以上受けていますが、大学は 50台くらいしか受けない。余裕を持って行って

おります。うちは医者が少なくて余裕が無い。その割には皆の医療レベルが高く一生懸命やっていると

思います。個人的にはすごく良い病院だと思います。 

 

【委員Ａ】 

 僕はそういう事が聞きたかったのです。そこまで分かっていたらこういう会議はいらなかったでしょ

う。そこまで分かっているのなら私たちの意見なんていらないはずでしょう。そこまで分かっているの

に私たちが言う必要が無いのです。看護部長だってもう何十年もやっているのだから、どうやったら看

護師が集まるのか分かっているでしょう。こんな不毛な議論をするのではなく、先生がどう思われてい

るのかを聞きたかったのです。そこまでわかっているのなら医師同士でどうしたら良くなるのか話し合

っていれば、私たちが集まる必要が無いでしょう。みんなが分かっているのに私が話すのはばかげてい

るし、そこまで分かっているのであれば改革なんて簡単にできますよ。私自身がそういう事に陥った時

に、下にどういう風に発破をかけるかわかっているので、先生たちだって部下にどうやって発破をかけ

るか分かっているでしょう。この病院には良い病院だというのであれば、そういう人が揃っているのな
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ら、すぐに改善できるでしょう。 

 

【委員長】 

 それでは、議案 3「その他」はこれで終わりとします。 

 以上で本日の委員会はこれにて終了とします。長時間にわたりご協力いただきありがとうございまし

た。 


