
【進行】ただいまから公立病院改革のワーク

ショップを開始いたします。

座長を務めていただきますのは、岡山県市立

吉永病院の荻野健次様、香川県三豊総合病院、

村上竜平様でございます。よろしくお願いいた

します。

なお、会場からの御質問につきましては、会

場中央に設置してありますスタンドマイクにて

発言をよろしくお願いいたします。

それでは、座長、よろしくお願いいたします。

【荻野】岡山県市立吉永病院の荻野です。よろし

くお願いします。

【村上】香川県三豊総合病院の村上でございま

す。よろしくお願いをいたします。

【荻野】今回与えられたこのワークショップの

テーマは大変難しい問題がたくさんあると思い

ます。どうぞこの５つの演題、あるいは後のデ

ィスカッションも含めて、白熱した討議がたく

さん出ると思いますが、最後までよろしくお願

いします。

最初の２題は、私が座長を務めます。村上さ

んには後の３題をお願いいたします。

平成２０年に公的病院改革ガイドラインが出ま

して、この５年目で節目に向かいます。それを

含めて、政権は民主党から自民党にも代わり、

またいろんな改革プランが出てくると思いま

す。今日は平成２０年から始まった公的病院改革

ガイドラインも含めて、経営改革のあり方を討

論していただきたいと思います。

最初に、千葉県の国保直営総合病院君津中央

病院の山嵜博史様から、「維持継続するもの、

補充すべきもの、拡充拡張するもの」について

の御発表をお願いいたします。よろしくお願い

します。

【山嵜】君津中央病院、事務局次長の山嵜と申し

ます。よろしくお願いいたします。

本日のテーマに入る前に、まず、千葉県につ

いて、そして、君津中央病院とその経営母体に
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ついて簡単に紹介させていただきます。

千葉県は、関東地方の南東、江戸川を挟んで

首都東京の東側に位置しております。平成２２年

の国勢調査によりますと、千葉県の人口は６２１万

６，２８９人であり、これは全国第６位の人口規模と

なっております。

その風土は、周囲を川と海に囲まれ、また、

内陸は「千の葉」に由来する県名が示すように、

豊かな自然と四季折々の風景をご覧いただける

ところでございます。

一方、産業面では、酪農発祥の地であり、温

暖な気候と豊かな大地で育まれた野菜は、全国

でも上位の生産高を誇るほか、東京湾に沿って

発達した京葉工業地帯、成田空港、幕張メッセ、

ディズニーランドなど、皆さんが一度はお耳に

されたことのある施設を有しており、多種多彩

な産業を擁する自治体が千葉県なのでございま

す。

平成９年１２月には、東京湾を挟んだ反対側の

神奈川県を結ぶ延長１５．１kmの東京湾横断道

路、通称東京湾アクアラインが開通いたしまし

た。この連絡道の開通により、近年では観光産

業にも注力しているところでございます。

私どもの君津中央病院は、東京湾アクアライ

ンが接岸する千葉県木更津市に位置しておりま

す。平成１５年に、現在の敷地内で新築移転し、

ちょうど今年の８月に移転後１０年目を迎えたと

ころでございます。

建物は、地下１階、地上１０階建て、免震構造

による鉄筋コンクリート造でございます。先の

東日本大震災では、建物内部や外部の物が倒れ

ることもなく、無傷のままでいることができま

したのは、この免震構造に因るところが多大で

ございました。延床面積は５１，５２４�。現在の病
床数は、一般病床６３７床、結核病床１８床、感染症

病床６床の、合計６６１床であり、地域の基幹・中

核病院としての役割を担っている公立病院でご

ざいます。病院の設計は、先ごろ生誕１００年を迎

えられた故丹下健三氏が設立した株式会社丹下

健三・都市建築設計研究所。設計時のコンセプ

トは、『人と自然と社会が共生する病院』でござ

いました。

平成２４年度の職員数につきましては、９７０人で

ございました。主な内訳は、医師が１５６人、看護

員が５６１人、医療技術員が１４９人でございます。

患者数につきましては、年間延患者数は、入

院が２０万７，６７１人、外来が２９万３，７３６人でござい

ました。１日平均患者数は、入院が５６９人、外来

が１，１９９人で、結核病床と感染病床を合わせた全

体の病床利用率は８６．１％でございました。

経営状況でございますが、診療単価は、入院

が６万１，１６９円、外来が１万３，５０９円でございま

した。経常損益は、５億６，３６９万円。経常収支比

率は、１０３．１％。医業収支比率は、９８．１％でござ

いました。

君津中央病院の経営母体は、名称を君津中央

病院企業団と申します。これは、病院所在地で

ある木更津市のほか、周辺の君津市、富津市、

袖ケ浦市の、合わせて人口約３３万人を擁する４

市が、病院事業を共同処理するため、地方自治
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法に基づく一部事務組合方式で設置した特別地

方公共団体でございます。

なお、設置団体の４市は、千葉県の二次保健

医療圏である、君津保健医療圏の構成団体でも

あります。

企業団の事務所は、規約により君津中央病院

の所在地と定められておりますが、組織上とく

に企業団の事務局を設けているわけではなく、

君津中央病院の事務局が、企業団事務局を兼ね

る体制となっております。

したがいまして、本日は、君津中央病院の経

営母体である君津中央病院企業団の立場から、

公立病院改革にどのように取り組んでいるか。

そのお話をさせていただきます。

それでは、公立病院改革に関する君津中央病

院企業団の取組について、ご説明いたします。

説明は、「君津中央病院企業団公立病院改革プラ

ン」について、「第２次３か年経営計画から第３

次３か年経営計画へ」、そして本日の演題といた

しました「維持継続するもの、補充すべきもの、

拡充拡張するもの」の順に進めさせていただき

ます。

皆さんが公立病院改革という言葉から連想さ

れるのは、平成１９年６月に第１次安部内閣で閣

議決定された骨太方針２００７に基づき、同年１２月

に総務省が示した「公立病院改革ガイドライン」

と、このガイドラインで策定を促された「公立

病院改革プラン」のことと存じます。

総務省は、「公立病院改革ガイドライン」にお

いて、「公立病院は、採算性等の面から民間医療

機関による提供が困難な医療を提供する」必要

性を謳いつつ、「経営の効率化」、「再編・ネット

ワーク化」、「経営形態の見直し」という３つの

視点に立った公立病院改革プランを策定するよ

う、全国の公立病院を設置している地方公共団

体に促したところでございます。

そこで、当企業団におきましても、平成２１年

度から２３年度を計画期間とする君津中央病院企

業団第２次３か年経営計画を策定し、これを公

立病院改革プランとして位置付けたところでご

ざいます。

第２次３か年経営計画の施策につきまして

は、順調に実施することができ、設置団体４市

の職員と企業団職員とで構成される評価委員会

の委員からも「概ね達成できている」旨の評価

を得たところでございます。また、この評価結

果につきましては、君津中央病院のウェブサイ

トで公表しているところでございます。

第２次３か年経営計画は、国が示したガイド

ラインに基づき策定した改革プランでございま

したので、平成２４年度からの第３次３か年経営

計画の策定にあたっては、改めて企業団自身が、

病院事業のあるべき姿を明確にする必要がある

と考えたところでございます。そのため、計画

策定の視点を、

◆国の医療政策

◆千葉県保健医療計画

◆君津保健医療圏のニーズ

の３つに対応した企業団の役割といたしました。

また、計画のあるべき姿を明確にするため、

�その位置付け、進むべき方向、将来の展望を
語れる計画

�将来にわたり持続可能な事業を目指すための
計画

�地域の皆様に、安心で必要とされる病院づく
りを目指す計画

と、性格付けいたしました。
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第３次３か年経営計画の特徴は、施策に「要

素」という概念を取り入れたことにございます。

私どもは、これを

「維持継続するもの」

「補充すべきもの」

「拡充拡張するもの」

の３つに大別いたしました。本日の主題とする

ところでございます。

この主旨は、病院経営を、

・医療サービスの視点

・医療資源の視点

から考え、施策の要素として反映することにご

ざいました。

その理由は、とてもシンプルなものでござい

ます。すなわち、

・医療サービスを提供しない病院は、存在しない

・医療サービスは、医療資源なくして成立しない

からでございます。

当たり前と言えばそのとおりでございます

が、本日の主題としたところでございますので、

今ここで、皆さんにも同じ視点から、ご自身の

病院をお考えいただけましたら、と存じます。

皆さんの病院では、維持継続するサービスは、

何とお考えでしょうか。現行の医療機能。現行

の医療体制。現行を維持継続してこそ、病院事

業は存続できるものでございます。

補充すべきサービスは、何とお考えでしょう

か。「この診療科が不足している」、「この部門の

看護が不足している」、「以前は提供できた医療

が、その診療科の医師が不在となってしまった

ため欠損してしまった」。私どもには、こういう

ことがございました。

拡充拡張したいサービスは、何とお考えでしょ

うか。「これからは、こういう医療を提供した

い」、「医師は沢山いるのに、扱う機器が少ない

ため医療資源が有効に活用されていない」、「あ

と、もうひとつ診察室があると、外来患者の回

転を良くすることができる」、「車椅子や病棟か

らベッドで外来に診察にくる患者さんが不便

だ。外来をもっと拡張したい」。私どもの医療現

場からは、このような、増設や増築の要望がご

ざいました。

私どもは、計画策定時の現場ヒアリングをと

おして、これらの意見を聞き出し、自院が持つ

潜在的な能力を感じ取ったところでございま

す。そして、第３次３か年経営計画は、これら

の潜在的能力を取りまとめ、調整し、具現化し

ていくものではなくてはならない、との考えに

至ったわけでございます。

そのためには、これらのサービス提供を具現
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化するための、相応の資源が必要なのでござい

ます。維持継続するサービスに必要な資源。補

充すべきサービスに必要な資源。拡充拡張した

いサービスに必要な資源。これらは、いずれも

「人」「モノ」「カネ」の３点に集約されるものでご

ざいます。

つまり、「維持継続するもの」「補充すべきも

の」「拡充拡張するもの」という要素は、

・医療サービスの視点

・医療資源の視点

という、病院事業を縮小しない限りは、病院経

営において普遍的な視点から導かれた、普遍的

要素であると考えました。そして、今後もこの

３要素は、平成２７年度からの第４次以降の経営

計画や、中長期的な将来構想を策定する際の考

え方の基礎となっていくものと認識していると

ころでございます。

では、これらの３要素は、現計画の施策と具

体的にどのような関係になっているか、どのよ

うに落としこまれているのか。君津中央病院企

業団第３次３か年経営計画の施策を具体的に掲

げ、この点をご説明いたします。

第３次３か年経営計画の計画期間は、平成２４

年度から平成２６年度の３か年でございます。主

要施策は、「医療機能の充実」、「医療サービスの

向上」、「経営効率化の推進」の３つに大別して

ございます。

大項目�の「医療機能の充実」は、次の３つ
の中項目に分けてございます。「人材の充足」は、

医療の提供に必要な人材を確保するために掲げ

た施策でございます。「不足する医療機能の充

足」は、医療の提供に必要な医療機器等の設備

が、地域の医療ニーズに追いつかなくなってき

たことから掲げた施策でございます。「新たな医

療機能の拡充」は、これからの病院運営には、

新たな病院づくりが大切な検討課題であるとし

たうえで掲げた施策でございます。これらを【維

持継続するもの】、【補充すべきもの】、【拡充拡

張するもの】の３要素に区分けいたしますと、

「人材の充足」は、【補充すべきもの】、【拡充拡

張するもの】、「不足する医療機能の充足」は、【補

充すべきもの】、「新たな医療機能の拡充」は、【拡

充拡張するもの】と、なるものでございます。

大項目�の「医療サービスの向上」は、次の
３つの中項目に分けてございます。「体制の充

実」は、地域の基幹・中核病院として、君津保

健医療圏で量的に不足する医療を提供するため
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に掲げた施策でございます。「施設機能の維持」

は、平成１５年に新築移転した現病院が、計画期

間中に築後１０年を迎えること、また、学校や分

院といった昭和４０年代建設の旧施設群の支障が

目立っていることから掲げた施策でございま

す。「病院機能評価の受審」は、第三者機関によ

る客観的な医療サービス評価と、受審への取組

による病院内部の啓発ができることから掲げた

施策でございます。「病院機能評価の受審」につ

きましては、普遍的な施策とはいえませんので

除かせていただき、残りの２つの中項目を、３

要素で区分けいたしますと、「体制の充実」は、

【維持継続するもの】、【補充すべきもの】、「施設

機能の維持」は、【維持継続するもの】と、なる

ものでございます。

大項目�の「経営効率化の推進」は、次の３
つの中項目に分けてございます。「診療報酬の対

策強化と DPCデータの活用」は、収入の確保

と経営改善の取組として掲げた施策でございま

す。「経費の合理化」は、地方公営企業の経営の

基本原則である、経済性の発揮として掲げた施

策でございます。「未収金対策の強化」は、病院

経営の大きな課題として掲げた施策でございま

す。これらを、３要素で区分けいたしますと、

「診療報酬の対策強化と DPCデータの活用」

は、【拡充拡張するもの】、「経費の合理化」は、

【維持継続するもの】、「未収金対策の強化」は、

【維持継続するもの】と、なるものでございます。

いかがでしょうか。

皆さんの病院でも、経営計画を策定されてい

ることと存じます。ぜひ、自院にお帰りになっ

た際に、皆さんの経営計画の各施策が、「維持継

続するもの」、「補充すべきもの」、「拡充拡張す

るもの」の３要素のどれに該当するか、当ては

めてみてください。

いうまでもなく、皆さんの病院の経営計画に

も、策定に至るコンセプトがあったことと存じ

ます。しかし、この３要素を用いて、また別の

角度から自院の計画をご覧になっていただくこ

とにより、皆さんの今後の計画策定の一助とな

ることができましたら、本日のテーマの重責を

果たすことができたと、胸を撫で下ろすところ

でございます。

最後に、現世代の我々が、次世代のために成

さねばならないと考えることについて述べさせ

ていただきます。

現在、君津中央病院企業団では、３か年の経

営計画はございますが、中長期的な構想は掲げ

ておりません。しかし、どのような業種、業界

であっても、持続可能な事業を継続するために

は、長期のビジョンを必要とするものではない

でしょうか。もちろん、経営計画ともなります

と、厚生労働省から診療報酬改定の具体的なロー

ドマップが公表されでもしない限り、長期の計

画の策定は不可能でございます。とはいえ、自

院が将来、どういう方向に進んでいくか、どう

いう方向を目指していくか。これを定めずして、

将来の展望を次世代に語ることはできません。

そのための１つの視点は、団塊の世代が７５歳に
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なる２０２５年であることは、皆さんも同じ見解か

と存じます。

私どもは、２０２５年、そして、それ以降の医療

動態等を見据えた将来構想を策定するため、昨

年度に基礎調査を実施いたしました。今後は、

この基礎調査を基に、君津中央病院企業団将来

構想を策定し、あるべき病院の姿、目指すべき

医療機能、持続可能な病院事業の道筋を示す所

存でございます。

そして、この将来構想に基づき、改めて自ら

考え、自ら行動し、自ら将来構想を改変して未

来を切り開いてゆく君津中央病院を嗣ぐ次世代

に、バトンを渡す所存でございます。

本日のテーマ、発表は以上でございます。御

清聴ありがとうございました。

【荻野】山嵜さん、きめ細かい、すばらしい御講

演、ありがとうございました。

今日は、君津中央病院のような大きな病院で

黒字の病院、それから中間クラスで中山間地域

でしっかり頑張っている病院、それから、北海

道から医療に大変頑張っている割になかなか、

人員等の関係で頑張ってもなかなかうまくいか

ないというような白川先生のところと、それか

ら青沼先生のところの町長さん、それから、私

が特に千葉県で独立行政法人になられて頑張っ

ていると感じております坂本先生をぜひともこ

のシンポジウムに入れてほしいということで来

ていただきました。それでは、最初の君津中央

病院に関して質問がありましたらお願いします。

特にないようですので、ありがとうございま

した。

次に、鳥取県にある南部町国保西伯病院の木

村修様から、「経営意識の共有と住民検診による

経営改善」ですばらしい成果を上げている先生

の御講演をお聞きしたいと思います。よろしく

お願いします。

【木村】
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よろしくお願いいたします。西伯病院の院長

の木村でございます。まだ院長になって２年の

新米院長でございますけども、できるだけ頑張っ

ておりますので、その一端を御紹介させていた

だきます。

あそこに大山が見えますけども、その裾野に

広がる南部町というところに西伯病院がござい

ます。午前中の藤岡先生のお話でもありました

赤猪岩神社は、実はここの麓にございます。も

しお時間がありましたらお寄りください。
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