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平成２９年度 第１回碧南市民病院運営審議会 議事録 

 

１ 日時 

  平成２９年７月１０日（月）午後１時３０分から午後２時５５分まで 

２ 場所 

  市民病院２階 講義室 

３ 出席者（委員）１７名（順不同） 

  加藤丈博委員（会長）、水野博史委員（副会長）、長田和久委員、生田譲委員、 

  奥村晋平委員、鈴木並生委員、三島孝二委員、岩月信一委員、山中寛紀委員、 

神谷領伸委員、禰宜田知司委員、神谷葉子委員、鈴木怜香委員、神谷悟志委員、 

鈴木玲子委員、對馬幸司委員、森田英治委員 

４ 欠席者（委員）１名 

  杉浦三代枝委員 

５ 出席者（病院側）１４名（事務局担当含まず） 

  田市長、梶田病院長、亀岡副院長、杉浦(誠)副院長、杉浦(厚)副院長、古久根看

護部長、永谷経営管理部長、杉浦医事経営課長、齋藤管理課長、中崎訪問看護ステー

ション管理者、榊原管理課課長補佐、野村医事経営課企画推進係長、河合医事経営課

医事担当係長、鈴木医事経営課医事担当係長、磯貝管理課総務係長、深津管理課総務

担当係長（渡邉医事経営課主査（事務局担当）） 

６ 傍聴者 

  ０名 

７ 内容 

(1) 会議の成立について 

  永谷経営管理部長から本日の出席者は１７名で、委員の過半数を超えたため、本日

の会議は成立した旨の宣言があった。 

(2) 傍聴者について 

   会議の公開に伴う傍聴者について、本日の傍聴者はなし。 

(3) 田市長あいさつ 

本日は、委員の皆様方には、それぞれお忙しい中、市民病院運営審議会にご出席を

賜りまして、誠にありがとうございます。 
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皆様方には、日頃、碧南市の行政、とりわけ、市民病院事業におきまして、深いご

理解とご協力を賜り、この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。 

さて、本日は、平成２８年度の病院事業会計決算や市民病院中期経営計画アクショ

ンプランの実施状況などにつきまして、ご報告し、ご審議を賜わる訳でございます。 

また、昨年度から市民病院に移管されました訪問看護ステーション、居宅介護支援

事業所の実績及び決算につきましても併せてご報告、ご審議を賜わりたいと存じます。 

また、平成２９年３月に新たに策定した碧南市民病院中期経営計画（改訂版）は、

「活性型組織に向けた目標意識の向上と組織の柔軟化」「地域住民及び医療機関から

求められる医療の提供」「将来にわたり安定した経営基盤の確立」という３つの基本

方針のもとアクションプランを策定し、様々な改革に取り組んでいます。 

経営状況で申し上げますと、当年度純損失は、６億５千百万円余の赤字となってお

ります。 

前年度は看護師等の確保に伴う給与等の増加と平成２７年度に更新した病院情報シ

ステムの減価償却が始まった事により前年比１億８千３百万円余の悪化となりました。 

今後も、消費税増税や岡崎市南部に藤田保健衛生大学の新病院がオープンする事に

より、碧南市民病院にとっては厳しい状況が続きます。 

いずれにしても、ここ数年、４、５億円の赤字が続いているという事で、これは非

常な事態と言わざるをえない事で、今後どうするか、国の方針や、将来を見据えなが

ら、この赤字をいかに小さくするかという事で、職員一同で真剣に取り組み、あらゆ

る対策を行う事で、病院を少しでも市民の皆様の期待に応えるものにして行きたいと

考えておりますので、委員の皆様方のご理解とご支援、今後ともよろしくお願いを申

し上げまして、ここに簡単ではございますが、開催の挨拶をさせて頂きました。  

本日は誠にありがとうございました。 

(4) 会長の指名 

  永谷経営管理部長から碧南市病院事業の設置等に関する条例第５条の規定に基づき、

過日、加藤丈博委員が、市長から任命された旨報告がされた。 

(5) 会長あいさつ 

皆さんこんにちは、本日はお暑い中、お忙しい中、お集まり頂きまして、誠にあり

がとうございます。 

そして、碧南市民病院の先生方には日頃大変な患者さんを快く引き受けて頂き、ま
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た時間外にも拘わらず快く引き受けて頂きまして非常に助かっており感謝しておりま

す。ありがとうございます。 

碧南市民病院は碧南市民にとって、言うまでもなく無くてならない病院になってお

ります。 

時間外もそうですが、安城、刈谷まで行かなくても専門医の先生の診察を受けられ

るという事で、非常に碧南市民にとっては、有益な病院だと思っております。 

 しかし、このような大事な病院を継続して行く為にはやはり経営という事も大事で

ありますので、先程市長さんが申しておられましたが、本日は収支とアクションプラ

ンの報告がありますので、是非ご審議の程よろしくお願いします。 

それでは、以降、着座にて司会進行を務めさせて頂きます。 

(6) 副会長の指名 

  碧南市病院事業の設置等に関する条例第５条第２項の規定に基づき、会長から碧南

歯科医師会会長の水野博史委員が指名された。 

(7) 梶田病院長あいさつ 

 皆様こんにちは、病院長の梶田でございます。 

今日は本当に暑い中、お集まり頂きまして、ありがとうございます。 

 また、日頃の市民病院の運営に関しまして、ご理解ご協力を頂きまして本当に感謝

をしております。 

 私の方から、冒頭、今の病院の医師の体制につきまして少しご報告をさせて頂きた

いと思います。 

 今年の３月末で研修医（２年生）が４名居たのですが、残念ながら一人も残りませ

んでした。 

４月に入り、色々な状況で２名の体制が１名の体制になったという所が、血液内科、

耳鼻咽喉科、麻酔科で大変厳しい状況にあります。 

しかし、内分泌内科は１名から２名の体制になり、明るいニュースもありますが、

全体としては医師の数は減っており、現在の所４６名という大変厳しい状況にありま

す。 

研修医は６名、これは医科、歯科と合わせて６名という事で、特に救急外来、時間

外の対応については、かなり高齢の医師も頑張っている状況です。 

なかなか大学からの派遣が難しい状況で、本来なら研修医を集めてという所ですが、
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今年は、研修医が医科の方は１名しか集まりませんでした。 

そういう事で、今後も研修医をいかに集めて行くかが私共の大きな課題と考えてお

ります。 

また、冒頭に言われました様に、大変大きな赤字が続いていまして、本当に申し訳

なく思っております。 

全ての診療科で様々なアクションプランを練って頂いているのですが、何といって

も医師のパワー不足でうまくいかない所もたくさんあります。 

   それに加えて、色々問題がありますが、職員一同頑張ってこれから取り組んで参り

ますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

以上でございます。 

(8) 新任委員の紹介 

  永谷経営管理部長から「碧南市民病院運営審議会名簿」に基づき４名の新任委員を

紹介（碧南歯科医師会会長 水野博史委員、あいち中央農業協同組合碧南地区担当理

事 三島孝二委員、碧南市連絡委員幹事会代表 岩月信一委員、碧南市保育所父母の

会連絡協議会会長 鈴木怜香委員） 

(9) 碧南市民病院職員の紹介 

  市民病院職員がそれぞれ自己紹介（梶田病院長、亀岡副院長、杉浦(誠)副院長、杉

浦(厚)副院長、古久根看護部長、永谷経営管理部長、杉浦医事経営課長、齋藤管理課

長、野村医事経営課企画推進係長、河合医事経営課医事係長、鈴木医事経営課医事担

当係長、榊原管理課課長補佐、磯貝管理課総務係長、深津管理課総務担当係長、中崎

訪問看護ステーション管理者） 

(10) 議題 

ア 平成２８年度碧南市病院事業について（報告） 

  杉浦医事経営課長から「碧南市病院事業報告書」（参考資料１）、「患者状況総括

表」（参考資料２）、「病院事業決算対比」（参考資料３）に基づき説明を行った。 

（加藤丈博会長） 

説明が終わりました。ご質問がございましたらお願いします。 

（委員①） 

先程、減価償却費が１億４千万円位悪化、要因は前年の２７年のシステム導入とい

う事の説明がありましたが、システムの償却期間は、機器の方は７年という事で、ご
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説明を頂きましたが、１億何千万円位の償却があがるという事は７年の償却と見ても、

１０億円位の投資をしないと７年償却で１億何千万円は増えないという事の償却の面。 

もう一つは、一般会計に市の負担金と書いてありますが、資本的収入にも出資金４

億円とあり一般会計から約８億円、市の負担金を入れていると、市の負担は両方合わ

せて考えて良いのか。 

それからもう一つシステムが建設費という話があったのですが、単純に考えると建

設費は建物を作ったのかと思っていたのですが、ここでシステムの方が２７年度９億

円、２８年度は２億円で支出が７億円下がった。 

この辺の、先程言われた償却が増えた原因のシステムというのは貸借対照表上どこ

に入っているのかという事を、ちょっとよく分からない部分があるものですから、質

問させて頂きました。 

 （野村医事経営課企画推進係長） 

   まず、お一つ目の減価償却費についてですけれども、当院につきましては、電子カ

ルテにつきましては、５年の償却期間で、お借りしております。 

   ２つ目の質問のですね、電子カルテ、医療情報システムの値段としては７億円で買

っております。５年で償却しております。 

（委員①） 

   ７億円のシステムとはちょっと良く分からないのですが、金額が大きすぎて、どう

いうシステムを採用すると７億円になるのか、ちょっと分かりませんが、医療用機器

というのは何億円掛けようがそれは必ず回収ができるという事があります。 

   システムに７億円掛けて、それが人件費や先生の負担や看護師さんの負担がどれ位

減ったのかをきちんと検証して、７億円投資されたのかどうか、投資される前にそう

いうシュミレーション等があったのか、これ位の看護師さんが減りますとか、それか

ら病院の先生の負担が減りますとか。 

７億円もの市民の税金を使っている訳ですので、そういう所をきちんと検証されて、

投資をされたのかどうかという事、もう一つ、システムで７億円という機器を入れて、

この先の患者さんに対するサービスの向上に繋がれば、何億円掛けても良い訳ですが、

システムという事になるとちょっと目に見えない部分があるものですから、その辺も

お聞かせ願いたいと思います。 

 （梶田病院長） 
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   私の方から、医療情報システムというのは、今現在では病院の中核を成す大切なシ

ステムでありまして、数億円以上は大抵どこの病院でも掛かっていると思います。 

それは電子カルテの本体部分であって、周辺の色々な機器も合わせてそれ位の値段

になってしまうという事です。 

医師、看護師、あるいはその他の職種に対して、負担軽減になるというか、やはり

情報の共有という事で、電子カルテをいつでもどこからでも見れるという事で、ある

いは色々な書類等も色々な場所で見れるという事で大変役に立っております。 

ただそれを計算するという事になると大変難しい。 

見える化は、恐らく思慮深く見るとすれば、例えばシステムの方に各ドクターがア

クセスする時間がどれ位あったのか、そういう事ぐらいは判るかもしれませんが、職

員が電子カルテにアクセスしていないから働いていないという訳では無いので、その

辺を検証するのが難しいという部分は、今問題になっている所です。以上です。 

（委員①） 

たしかに、私らは病院のそういう医療に関しては全くの素人でありますので、つい

つい企業経営感覚で物を申してしまいました。 

いずれにしても、患者さんに対して、先生方、看護師さん方が、より良い医療がで

きるかどうかという事だと思います。 

もう一つ、先程言いました資本的収入の中の市の負担の所ですが色々な所に負担が

出ているものですから、どれを合計すれば良いのか、我々はどのように判断すれば良

いのか。 

（野村医事経営課企画推進係長） 

市からの繰入金につきましては、資本的収入の３億９千百万円と６ページの他会計

負担金の８億３千６百万円、そして、医業収益の③のその他医業収益、ここにも含ま

れておりまして、合計で１３億円余り市から負担金を頂いております。 

その内の４条分の３億６千９百万というのは医療機器とか、そういったものを買う

のに充てさせて頂いております。 

もう一つご質問頂いた電子カルテが貸借対照表上のどこに反映されているかという

事ですけれど、１０ページを見て頂きまして、コの機器備品の所に償却分が入ってお

ります。 

昨年度より下がっておりますが、トータルの減価償却費になるので、数字は下がっ
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ておりますけど、こちらに入り込むような形になっております。 

（委員①） 

一般会計負担金からと出資金というのを合わせて１３億円ぐらいの負担をしている

と理解をしてよろしいか。 

それで６億いくらが赤字であったという事でよろしい訳ですね。 

（野村医事経営課企画推進係長） 

はい。 

（委員①） 

ありがとうございました。 

（委員②） 

毎年、１３億円、市からの補助というか負担が入っているのですか。 

（永谷経営管理部長） 

ここ５年間の数字を申し上げますと、２４年度が１１億１千万円、２５年度が９億

７千万円、２６年度が１０億６千万円、２７年度が１２億３千万円、２８年度が１３

億４千万円。 

ちょっとずつ増えているような感じです。 

（委員②） 

このペースで市は大丈夫でしょうか。 

（田市長） 

１０億円位の負担はずっと今までもやってきているので、その事は一応頭に入って

いるのですが、私にとって一番痛いのは赤字ですね。 

これも放っておくと資金繰りが出来なくなって、また負担金を市から入れなくては

ならなくなるので、そうなるとそこまで負担できるかどうかあまり自信がないので早

めにこの赤字が、今では６億円とかになっていますが、１億円、２億円になれば、１

０年２０年持つ訳ですが、５億円、６億円で行きますとあと３年位経ちますともう現

金が無いんですよ。  

ここ２、３年、少し頑張ってもらい、できるだけ赤字を減らしていく中で状況が変

わっていけばと思っています。 

（委員③） 

外来患者数の推移という所で、ここ５年間の内、大きく２８年度から下がっている
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ような感じがするのですが、単純に、この下がった事にはどのような所に原因がある

のかという所を説明して頂けますでしょうか。 

（永谷経営管理部長） 

外来患者数が、平均して見ると０．５％程度毎年落ちて来ています。 

２７年度は偶々、非常に夏が暑くて熱中症患者が多くてちょっと突出しているので

すが、見て頂けると滑らかに線を描いて下がっているのですが、私共もはっきりとし

た原因は分からないのですが、年齢別の患者数の統計を見ますと、７０歳以上の患者

が非常に減っているという事ですので、影響としては、介護保険の影響が考えられる

のかなと、在宅医療が進んだとか、施設入所が進んだとか、そういう要因が一番大き

いのかなという事で推定をしている所でございますが、明確な事は言えません。 

以上です。 

 

議題「平成２８年度碧南市病院事業について(報告)」について、ご審議いただき了

承された。 

 

イ 平成２８年度碧南市民病院中期経営計画アクションプランの実施状況について

（報告） 

  杉浦医事経営課長から「平成２８年度アクションプランの実績報告」（参考資料

４）に基づき説明を行った。 

（加藤丈博会長） 

説明が終わりました。ご質問がございましたらお願いします。 

 

（質問なし） 

 

議題「平成２８年度碧南市民病院中期経営計画アクションプランの実施状況につい

て(報告)」について、ご審議いただき了承された。 

 

ウ 平成２８年度訪問看護ステーション及び居宅介護支援事業所事業について（報

告） 

  中崎訪問看護ステーション管理者から「平成２８年度訪問看護ステーション事業実
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績」（別紙資料）、「平成２８年度碧南市居宅介護支援事業所事業実績」（別紙資

料）に基づき説明を行った。 

（加藤丈博会長） 

説明が終わりました。ご質問がございましたらお願いします。 

（委員④） 

  先程の説明のアクションプランの所で、前の時にも言ったのですが、救急患者の問

題で、先生が居なくて受け入れられないのにこれがアクションプランで×とか△とい

うのはちょっとおかしな話だなと前もそのように思いました。  

それから全体的にお医者さんが不足していたり、看護師さんが不足していたりして

いる中で、入院を増やすとか患者を増やせだとかいう事は実際患者さんへのサービス

低下に繋がってしまうのでは。 

特に入院患者さんをそういう体制が無いのに増やせば、サービスが低下して皆さん

の評判が悪くなるという所に繋がって行くのではないかという感じがしています。 

例えば今のお医者さんの数、看護師さんの数からすると７０％以上受けては駄目と

か、そういう事をして現在入っている方にいかに満足していただけるサービスを提供

するか、ただ増やせ増やせというのは簡単ですが現実の問題としてはなかなか難しい。 

それから救急患者の問題もあります。 

救急で行くと直ぐ診てもらえますが、自分で行くと救急が入ると２時間も３時間も

診てもらえない。 

みんな救急で行った方がいいじゃないかと言う噂というかそういう声も出ていると

いうのが事実でして、自分で行くと順番が来ても救急が入ってくるとそちらに掛かり

っきりでなかなか診てもらえない。 

なんでもかんでもやるというのは、売上を上げる、収入を上げるという所は短期的

には良いかもしれませんが、長期で考えると逆にマイナスになるのではないかなとい

う感じがしております。 

その辺の人と資産と患者さんをどのように有効的に結び付けて行くのかという事を

やられた方が良いのでは。 

アクションプランとかそういうものをもう一回見直すとか、全体の入院患者の数を

見直すとか、能力に合わせた患者さんの数にしていかないといけないのかなと思いま

す。 



１０/15 

それからもう一つ訪問看護ステーションというのが収入も上がっているのですが、

これをやっている看護師さんというのは、現状の看護師さんの中から、出ているのか、

専門でやっている看護師さんを雇って病院には負担になっていないのか、私自身訪問

看護の実態がよく分からないので、単純にそのような事を思いました。以上です。 

（梶田病院長） 

  病院の経営という事を考えて参りますと、ある程度の患者の確保というのが当然と

いう事になりまして、病院の全体から見れば入院の収入の方が多いものですから、病

床利用率として７５％から８０％ぐらい無いと赤字を減らすという事にはなりません。 

一方、現状では医師一人当りの患者数というのは平均より下回っております。 

もう少し医師の方に余力があって頑張って頂けると良いなと、ただそこの所で一つ

考えなければいけないのが診療科の一人の体制とか不十分な医師の体制があると、そ

この所で水が漏れる様に全体のレベルが下がってしまう事があります。 

私達としては本当に苦労している所であります。 

特に救急の方では脳神経外科等々、患者を受け入れる所を医師が一人という事でお

断りせざるをえないという所もあって、本当にそういう所で医師をある程度の数、増

やすというのは全体の収益を上げる上では重要でありますし、医師の方の負担という

のも他の病院の医師一人当りの患者数から言えばもう少し頑張って頂ければ助かるな

と思っている所です。 

（中崎訪問看護ステーション管理者） 

  看護師の人員の事でございますが、訪問看護ステーションとして病院の看護師とは

別に職員の募集を掛けておりますので、足りないから病棟の看護師さんが訪問看護ス

テーションの方に来て頂くという事は現状ではございません。 

（委員⑤） 

  使う立場からちょっとお願いします。今まで経済的な話が中心になって来ましたが

私自身親族が入院していたりすると看護師さんがものすごく忙しく動いているので、

それを見た時に、果たして入院されている人数と看護師さんの割合がうまく合ってい

るのかなと、ちょっと入院患者が多いのではないかなという気はしました。 

もう一つ、内々の話にはなりますが、他所では案外看護師さんが辞めて困るという

話を聞きますが、市民病院では育成とか退職についてはどの様な状態ですか。 

（古久根看護部長） 
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  人数的に言いますと、診療報酬７：１入院基本料の人数からしたら足りている状況

にはなっておりますが、やはり経営の方が中々上昇しないという事で、色々と診療報

酬の取り漏れが無い様に対応をしますと看護師が色々関わったりとか、様々な仕事量

を抱える事になり、人数的には掲載上は足りているのですが、決して看護が十分に出

来ているという体制ではありません。 

特に夜間ですと、夜勤の人数が少し少ないと思っております。 

離職率に関しては低い方になります。 

看護協会からのデータと比較してもかなり低い状況です。 

（委員⑥） 

  健康診断について、私は保健センターに毎年行っておりますが、刈谷豊田総合病院

や安城更生病院は健康診断がかなり充実しておりまして、恐らく利益も出ているので

はないかと思うのですが、碧南市民病院でそのような事をすれば機器の有効活用や検

査技師の有効活用が出来、結果によっては、そのまま市民病院で診てもらうこともで

きる。 

碧南から刈谷豊田総合病院とか安城更生病院へ健康診断や脳ドック等行って見える

方が私の周りでも結構居るのですが、折角そういうものを逃しているのはもったいな

いのかなという感じがしておりますので、検討して頂ければと思います。 

（梶田病院長） 

  健康診断につきましては、医療機関の余力が無いとできないという事があります。

それは施設の大きな問題です。 

もう一つはスペースが必要になります。 

昨年４月に訪問看護センターが移管し、その他にも、医療安全管理室や色々な部署

が立ち上がっておりまして、場所が無い状況です。 

これが将来的に市の方々が必要だとおっしゃれば、市の方として考えてやるという

事になると思いますが、現状では中々厳しいかなと思います。 

（委員⑦） 

  居宅介護支援事業所のケアマネジャーさんは一人でやっているという事ですか。 

（中崎訪問看護ステーション管理者） 

  現状１名の体制となってます。 

（委員⑦） 
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  ケアプランを作る人は退院されていく方を中心にやってみえるのですか。 

（中崎訪問看護ステーション管理者） 

  市民病院を退院されるがやはり居宅は市内どこでもみんなたくさんあって選べるの

ですけれど、やはり市民病院の中にあるなら市民病院の方に頼みたいと言われる方も

多いのでこちらで受ける体制にしております。 

（委員⑧） 

  大きなお金の話は分かりませんが、先程部長さんが、赤字の原因は介護保険だとい

う、この制度が高齢者医療の行く末を考えて介護保険制度を作ったのですが、病院の

経営が苦しいのは当然の事と思っております。 

そんな風に介護保険制度を作った訳ですから。 

医療費抑制で作った訳ですから、当地域の中で３０分以内の所に１次医療、２次医

療、３次医療とすぐ行ける様々な病院がたくさんある。 

その中での２次医療としての市民病院の経営は、最初から苦しい経営だと思ってい

ます。 

尚且つ、そこを含めて市長さんにご質問した方が良いのかもしれませんが、従来の

１次から３次まで医療施設が位置付けられた中で碧南市の医療体制、或いは予防体制、

保険制度を含めて、市民病院の価値そのものをどの様に認めていらっしゃるのか、価

値を認めていらっしゃるのであれば公費を投入して存続をしていく、それが一つの筋

道だと思っています。 

そこで市長さんの市としてのお考えを碧南市の医療に対するお考えをお聞かせ願い

たい。 

それからここ数年前から赤字赤字と言われた中で地域包括ケア病棟の利用そのもの

がうまく行っていないのが事実で、数字が示しておりますが、その中でレスパイトケ

アを含めて高齢者の包括ケア、将来を持った子供達もいれば、将来を持った大人達も

います。 

地域包括といった高齢者任せでは無くて、地域を包括するという価値な訳ですので、

その事を含めて今後どうやって行くのか、長野県佐久市に佐久総合病院というのがあ

りまして、先進モデルという事でありますが、やはり過疎の中に止むに止まれず、何

でもやるからそこに色々なシステムがある。 

最初から先進地域という事は無いのです。 
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止むに止まれずやって行く中でそれが見い出されてやって行く。 

福祉の世界で言いますと、例えば、数年前の学生達を見ますと医療ソーシャルワー

カーというのは福祉の中の相談者の中でも花形でした。 

ですので、それを希望する学生はたくさんいました。 

今はなかなか居ないのです。 

ＭＳＷを目指す学生は学校の中に、それだけ医療の世界は大変なのだろうと、その

中でも福祉だとか医療とか保険とか市の総合的な経営努力だけでは行かない部分もあ

ると思いますが、どのように価値を見出していらっしゃるのかお聞かせ願えればと思

います。 

（田市長） 

  ２次病院という事で３００床位でやっている訳でありますが、３０年近く経って来

ている訳です。 

皆さんの対応の面、サービス面でもそんなに悪くはないと思います。 

３０年経つと建物が古くなったり、トイレ等の使い勝手が悪いとか、新しい病院に

比べると色々と不利な面がある訳でございまして、価値は当然認めている訳で、市の

税収は１５０億円から２００億円位の範囲の中であり、病院に使える金額というのは

ある程度限界がある訳で、そういう中でとりあえず今のところ１２億円位の投入は良

しとしている訳です。 

まあそういう事であればやって行けると。 

しかし現実問題としてやれなくなって来る可能性がある。 

周りの状況でそう儲かる訳ではなく、益々国の方針もそういう方向性なので、そう

なると碧南市民病院だけの考えではなく、西三河南部圏とか碧南市全体の医療資源、

介護資源を総合的に考えて行く必要があり、ここで価値が無くという事ではなくて、

ある一点の限界の中でやらざるをえないのでその中で一番良い方法を考えるというの

が私の考えです。 

できれば過剰な競争とか無駄な競争をしなくて、地域の中でしっかりやって行ける

そういう皆さんの満足感があると、こういう状態が一番望ましいと、それを皆さんと

話し合いながらやって行くという事が必要だろうと考えております。  

（委員⑨） 

  市民病院の収益は別にすると、市民病院の一番の課題は何だと思われますか。 
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 （梶田病院長） 

  病院をうまく回していくためには、やはり医師を確保できる事。 

これには今までかつて１０年前、２０年前その当時は大学に対してしかなかったの

ですが、大学側もそういう教育の流れではない、そういう状況ではうちが研修医、そ

の研修医をしっかり使ってそしてこの病院の戦力にするという事が非常に重要で、と

ころがその所に今一つ問題がありまして、専門医制度というのがあります。 

専門医制度というのは初期臨床研修が終わった医師が専門医取得を目指すため、指

定された養成施設で勤務し、研修する事です。 

当院でも指定病院になれない場合は専門医が取れない病院という事で烙印を押され

てしまう事も全く無きにしも非ず、そこが非常に私共が懸念する所でありますが、今、

副院長、研修担当の医師も含めてなんとかそこの懸念を払拭しようという事で頑張っ

ております。 

（委員⑨） 

  どうやってやったら課題を克服出来ますか、解決するには、採れないのが今の現状

だと思うのですが、先生が来てもらえる様な、例えば給料の問題とか、それとも働き

方の問題なのか、それから医療、それから自分がやりたい勉強が出来ないから新人医

師が来ない。 

そういうものが出来る方法、例えば、２０年経ったら病院の一つぐらい開業させま

すよ、土地と建物と退職金位あげますよとか。 

今のままではどんどん減ってしまうのではないかと思いますから、何か特効薬が無

いにしても先生が来てもらえるようなものを、手段を選ばず連れて来いと市長さんが

やらないとこの問題は解決できないのかなと。 

今年３人減った、また来年減って、その次もっと減ってこのような事で、安楽死を

待つのか、何か打って出るのかという事が無いのかと思うのですが。  

（田市長） 

  医師の数を確保しても病院が黒字になるというのは、ちょっと見えないんです。 

前は医師が四十何人で１億円位の赤字の状態もあって、今は医師が五十人位居るに

も拘わらず６億円位の赤字なので、これが医者を本当に増やせば黒字になるという保

証が無い訳で、まず今の状態でやれる所までやってみないと分からない状況があるの

で、あまり医者だけ、これはうちだけが困っている訳ではなくて、全国的な話なので、
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うちだけドラスティックにやったとしても黒字になるという保障が無いので、今の所

決断出来ない状況です。 

（委員⑩） 

  ドクターの確保は全国的にどこでも大変な事です。 

碧南市の中で市民病院をどうやって支えていくかという事を皆で考えていけなくて

はならないと思います。 

 

議題「平成２８年度訪問看護ステーション及び居宅介護支援事業所事業について

（報告）」について、ご審議いただき了承された。 

 

（加藤丈博会長） 

他に何かご意見のある委員の先生方みえますでしょうか。 

それでは、これをもちまして、本日の会議を終了させていただきます。 

なお、次回の開催は２月５日の月曜日を予定しておりますので、よろしくお願い致

します。 

本日は長時間にわたりまして、ご協議いただきましてありがとうございました。 

それでは、これをもちまして、第１回碧南市民病院運営審議会を終了いたします。

お疲れ様でした。 

 

（全ての予定を終了） 


