第 2 回中間市立病院あり方検討委員会
議事録
議 題：第１回内容に関する追加資料について
市民意識調査結果について
中間市が担うべき医療機能と必要性について
日 時：令和元年 7 月 30 日（火）14：00～:16:05
場 所：なかまハーモニーホール会議室 1
参加者：委員 7 名
武冨章委員長、村松圭司副委員長、内山明彦委員、椛島成利委員、鬼﨑信好委員、
津田文史朗委員、中原由美委員
事務局 5 名
瓜生康平（中間市立病院病院長）
、江口雅人（中間市立病院副院長）
、貞末孝光（中
間市立病院事務長）
、末廣勝彦（中間市立病院事務室課長）
、田中稔（中間市立病
院事務室経営企画係長）
㈱システム環境研究所 4 名
佐藤洋周、八尋玄徳、小川敦、小田葵
以上、出席者 16 名
資料：第 2 回中間市立病院あり方検討委員会次第
中間市立病院に係る調査報告書
医療機関向けアンケート集計結果
資料 1「第 1 回委員会に関する追加データ」
資料 1 別冊「他病院との決算数値比較」
資料 2「市民意識調査結果」
資料 3「中間市が担うべき医療機能と必要性」
１．開会
（病院）
皆さん、こんにちは。本日は、ご多忙のところ、第 2 回中間市立病院あり方検討委員
会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
第 2 回「中間市立病院あり方検討委員会」を始めさせていただきます。
始めに本日の資料を確認させていただきたいと思います。机上に置いてあります会
議次第。次に、中間市議会行財政改革調査特別委員会が作成いたしました「中間市立病
院に係る調査報告書」
「医療機関向けアンケート集計結果」になります。また、事前に
お配りし、本日ご持参いただいた資料でございます、資料 1 から資料 3 になります。以
上となりますが、資料をご確認いただきたいと思いますが、大丈夫でしょうか。
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それでは、次第に従いまして、進行をさせていただきます。
２．委員長あいさつ
（病院）
まず、始めに委員長より挨拶をお願いいたします。
（委員長）
皆さんこんにちは。飯塚から来ましたが、途中でゲリラ豪雨に見舞われました。
さて、「中間市立病院に係る調査報告書」にはいろいろなことが書かれていますが、
これらの記載事項について、きちんと話し合いをしなければならないと感じておりま
す。また、同時にある程度の到達点も書かれているのかなと思います。非常に責任重大
な委員会ですが、皆さんからは忌憚ない意見を頂きたいと思います。よろしくお願い致
します。
（病院）
ありがとうございました。
議題に入ります前に、私の方から本日、配布しました「中間市立病院に係る調査報告
書」についてご説明をさせていただきます。
これは、令和元年 7 月 22 日に中間市議会行財政改革調査特別委員会から中間市長あ
てに提出されました「中間市立病院に係る調査報告書」でございます。この報告書は、
中間市の厳しい財政状況において、議会として将来の中間市を見据え、持続可能な行財
政基盤の確立に寄与するため、緊急に取り組まなければならない様々な問題に対し、調
査研究を行うことを目的に、平成 30 年 6 月定例市議会本会議において、中間市議会行
財政改革調査特別委員会を設置し、今後、中間市において大きな改革が必要と思われる
施策のひとつである中間市立病院の問題について、検討されたものでございます。
中間市議会行財政改革調査特別委員会は、この中間市立病院あり方検討委員会での
検討に当たり、この調査報告書を「議会の意見＝市民の声」と捉えていただき、中間市
にとって最良のあり方を答申していただく検討材料となること、そして市長が市立病
院の今後の方向性を決定するに当たり、この調査報告書の内容を十分に検討されるこ
とを期待されています。
報告書の内容は、1 点目、中間市立病院の概要と課題、2 点目、行政視察報告、3 点
目、付帯意見となっております。
そこで、恐れ入りますが、9 ページをご覧いただきたいと思います。
「４ 付帯意見」として、今後、中間市立病院のあり方について、様々な角度から分
析を行い、地方公営企業法の一部適用・全部適用、指定管理者制度の活用、独立行政法
人化、民間移譲、用途廃止など、市立病院のあり方を検討されると思います。この検討
過程におきまして、次に掲げる事項についても分析いただき、中間市にとって、最適な
市立病院のあり方をご検討いただくことを期待しています。
（１）公立病院の役割について
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公立病院の役割としては、厚生労働省医政局地域医療計画課長通知（平成 30 年
2 月 7 日）
に掲げられている医療の提供や機能が期待されています。
これを踏まえ、
中間市立病院が、10 年後、20 年後を見据えた中で、地域医療において、公立病院
としての役割を担うことができるかを検討しなければなりません。
（２）地域の実情にあった市立病院のあり方について
中間市立病院が属する北九州医療圏においては、中間市の近隣に新中間病院、新
水巻病院、産業医科大学病院、JCHO 九州病院などの大規模な総合病院が多くあり、
また、済生会八幡総合病院も近隣に移転する計画があります。このような環境の中、
将来を見据え、安定した経営ができるかを検討しなければなりません。
（３）市民のニーズに対応した市立病院について
多様化、複雑化する時代の中で、市民が市立病院に何を求めているかを十分に把
握するとともに、今後、本市においては、人口が４万人を割り、10 年後には 33,000
人まで減少することが見込まれている中、患者数の減少は更に進む可能性がある
ことを認識した上で、市立病院が存続できるかを検討しなければなりません。
（４）人材の確保及び育成について
「人材」は「人財」とも言われており、組織として、人は財産であると言われて
います。人材の確保については、組織として、重要な取組の一つであることは言う
までもありません。特に、医師の確保は、病院の経営上、大きく左右する要因であ
ります。
本特別委員会で視察に伺った公立病院で健全経営がなされている「唐津市民病
院きたはた」においても、今後において医師の確保に不安を抱いており、また、民
間移譲をした武雄市民病院においては、独立行政法人化ではなく、民間移譲を選択
した要素の一つが医師の確保の困難さによるものでありました。
今後、中間市立病院が安定した経営ができるよう、医師の確保ができる体制の構
築ができるか考えていかなければなりません。
（５）中間市の財政状況を踏まえた中間市立病院のあり方について
中間市はこれまでにない財政危機に直面しています。市の一般会計から病院事
業会計に対して、年間約 1 億 2,000 万円の単費が繰り出されており、中間市の財
政を圧迫している要素のひとつとなっています。市としてもこのような状態が続
くのは、非常に厳しい状況であると思われます。今後、中間市立病院が存続してい
く場合においては、新病院の建設も必要であると見込まれており、累積欠損金の増
加や、市の更なる財政上の負担も強いられる可能性があります。
中間市立病院の存続に当たっては、市の財政上の負担がない、独立採算で経営が
できるか検討しなければなりません。
以上、中間市議会行財政改革調査特別委員会からご意見をいただいております。つき
ましては、本委員会で議会からの意見も併せて検討していただきたいと考えておりま
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す。よろしくお願いいたします。
それでは、議題の方に入らせていただきます。委員長、よろしくお願いいたします。
（委員長）
では、これより議事に入ります。始めに「第 1 回内容に関する追加資料」について、
事務局より説明をお願いいたします。
（1）第 1 回内容に関する追加資料について
（病院）
それでは、お手元の資料 1「第 1 回委員会に関する追加データ」についてです。前回
の委員会でご質問のありました件、また、前回お示しできなかった介護事業等の分析に
ついてまとめております。説明については、コンサルタントであるシステム環境研究所
より行います。お願い致します。
（システム環境研究所）
皆さんこんにちは。いつもお世話になっております。資料の説明をさせていただきま
す。よろしくお願いします。
前回の委員会におきまして、追加のデータのご依頼をいただき、追加のデータ収集・
分析を行いました。
大きく 4 つございます。
まず 1 つ目は「入院・退院患者の動向」です。当院の入院患者さんはどこから来られ
ているのか、退院患者さんはどこに行かれているのかのデータの整理をいたしました。
入院患者数全数 964 件（平成 30 年度）に対して、最も多く来られている方は自宅から
でした。地域連携の関係から、病院からが次いで多くなっています。当院は 2 階病棟、
3 階病棟と 2 つの病棟がございます。2 階病棟は一般病棟で、3 階病棟は地域包括ケア
病棟となっており、それぞれに傾向があります。入院患者さんにつきましては、2 階病
棟は 3 階病棟と比較し、自宅から来られる割合が高い傾向でした。また、3 階病棟（地
域包括ケア病棟）は 7 対 1 入院基本料を算定している他病院から受入れている傾向に
ありました。また、当院の 2 階病棟から 3 階病棟へ転棟された患者さんも、3 階病棟に
入院されている患者さんの中に一定数含まれています。次に退院患者さんがどこに行
かれるかについてです。一般病棟、地域包括ケア病棟ともに自宅に戻られる方が一番多
く、同じような傾向になりました。
2 つ目は「介護事業に関する動向確認」です。第 7 期中間市高齢者総合保健福祉計画
が策定されており、そのなかに要支援者、要介護者つまり認定者数の将来予測が出され
ています。平成 27 年（2015 年）が認定者数 3,198 人だったのに対し、令和 2 年（2020
年）には約 300 人増の 3,494 人となる見込みとなっています。次に、中間市保有のデー
タである介護事業の金額について紹介します。施設サービスいわゆる老健や特養を利
用されている方、それからその他のサービスを利用されている方の月当たりの合計金
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額は 3.6 億円であり、そのうち 1.3 億円が施設サービス、2.3 億円がその他のサービス
となっています。要介護度別の集計状況は P8 の通りです。
また、今回さらに細かくデータ分析を行うために追加データをいただきましたが、処
理に大変苦慮致しました。できる限りサービス種別でデータを分類しようとしました
が、コードが揃っておらず精緻に整理することはできませんでした。しかしながら、ど
この施設かは識別できたため、介護事業者番号からどんなサービスだったかの紐づけ
をする形でサービス種別のデータ処理を行いました。ご留意いただきたいのは、同一事
業支所番号で複数のサービスを行っている事業所については、どのサービスを提供し
たかが特定できなかったため、事業所の特性を考慮した上でサービス種別の分類を行
っている点です。例えば、介護老人保健施設において通所リハが同一の事業者番号の場
合がありました。そのため、ある程度のバイアスが含まれる点をご理解いただきたいで
す。また、弊社の私見ですが、サービス種別を在宅事業と施設サービスの 2 つの分類だ
けだと傾向が分かりにくいと考え、予防事業や在宅系事業、在宅系事業等に細分化して
データ整理をしています。市区町村の分け方は P10 の表の通りです。
P11 に移ります。要介護度別にどのようなサービスを受けているかをまとめています。
あくまで基礎的な情報としてとらえてもらえればと思います。
P12 に移ります。要介護度別にサービスを行った事業者の住所について整理していま
す。要介護度が低い方および要支援の方は中間市内のサービスを利用しており、要介護
度の高い人は近隣の北九州市八幡西区の施設を含めてサービスを受けている傾向にあ
ると言えます。
P13～16 はサービス種別に同様の整理を行っています。P15 の下側のグラフは、入所
介護施設つまり老健や特養を指しています。要介護度別に差異はありますが、比較的要
介護度が高い人が市外のサービスを受けている傾向が見られます。
これらをまとめたのが P17 です。基本的には要介護度が高いほど中間市外でサービ
スを受けており、とくに入所介護事業や在宅介護事業（通所、訪問）におきましてその
傾向が見られます。一方で、要介護度が高い方は、住宅系事業（グループホーム、特定
施設、有料老人ホーム）について、中間市内のサービスが受けられている傾向が少し高
いという印象を受けます。つまり、中間市内で施設サービスの不足を住宅系事業がカバ
ーしている印象を受けます。冒頭で要介護者や要支援者が将来的に増加するという予
測がたっているなかで、要介護度の高い人々に対してどのようなケアをしていくかの
検討が必要だと考えます。
3 つ目は「透析を有する医療機関とのベンチマーク分析と材料費に関する事項」です。
前回の委員会で、透析の有無で傾向が違うのではないかというご質問が挙がりました。
前回ベンチマーク資料の病院のホームページから、透析ベッド数を 15 床以上有してい
る病院を抽出しました。詳細は別紙の通りですので、細かい数値の説明については割愛
させていただきます。結論を申し上げますと、前回と傾向はほとんど変わりませんでし
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た。しかし、材料費が今回の質問の焦点だと思いますので、材料費に的を絞って整理し
ました。
P20 をご覧ください。今回抽出した病院において、材料費の中の薬品費が高いのか、
それともその他の費用が高いのかをグラフで整理しました。グラフの黄色部分が薬品
費です。当院は薬品費が高い傾向が顕著に表れています。P21 も同様の傾向となってい
ます。なぜ薬品費が高いのかについては P22 をご覧ください。外来診療単価を診療行為
別にまとめてみました。黄色部分は投薬の項目ですが、他の病院と比べて投薬部分が非
常に大きいことが分かります。この理由としては、当院が院外処方ではなく、院内処方
である点が大きいと考えます。もし当院が院外処方を行うとなると、当然材料費が下が
りますが、投薬部分の収益が大きく下がり、外来診療単価は 5,888 円下がることになり
ます。P23 は入院診療単価について同様に整理しております。参考程度にご覧ください。
傾向としては入院診療単価が高い病院と当院とを比較すると、手術に関する収益差が
見られます。
前回の委員会で委員から、急性期に寄った分析になっていないか、というご指摘があ
りました。それを踏まえ、P24 以降では回復期や慢性期に寄った分析を行いました。使
用したデータは前回同様、国保レセプトおよび後期高齢者レセプトですが、データの中
には急性期から回復期、慢性期の全てのデータが含まれています。そこで、一定のライ
ンを設定し、見なしとして回復期・慢性期の患者さんを抽出しました。そのラインは診
療単価 3 万円未満としています。実際の患者さんは出来高部分があるのは重々承知で
すが、3 万円とした根拠は P25 記載の診療報酬を考慮しています。分析結果ですが、回
復期・慢性期に絞ると、中間市内のシェア率が高いという傾向が見られました。どの疾
患も問わず同様の結果です。言い換えますと、高度急性期・急性期に該当する患者さん
は市外の医療機関を受診する傾向にあります。この傾向は、相対的に患者数が多い疾患
に見られました。
P26 をご覧ください。上のグラフが前回示した分で、下のグラフが今回の回復期・慢
性期の患者さんの傾向です。グラフの青色部分が当院および中間市内の医療機関を示
しており、前回と比較すると全体的に割合は増えています。
P27 は病床機能報告から回復期病床を有していると報告した病院を、P28 は慢性期病
床を有していると報告した病院をマッピングしています。参考程度に見て頂ければと
思います。P29 は、青丸が回復期リハビリテーション病棟を、赤丸が緩和ケア病棟を有
している病院をマッピングしています。緩和ケア病棟については、注釈をつけています。
芦屋中央病院は緩和ケア病床を 15 床有しているとのことですが、地図にはプロットで
きていません。緩和ケア病棟の有無は、がん情報サービスから判断しており、芦屋中央
病院は登録をされていないのか、サイトには反映されていませんでした。
第 1 回内容に関する追加資料についての説明は、以上となります。ありがとうござい
ました。
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（委員長）
ありがとうございます。非常に良いまとめになっていると思います。本資料に書いて
ある事項を共通のイメージとして委員のなかで持っていきたいと思います。
先ほど言い忘れたのですが、地方公営企業法の一部適用・全部適用、地域医療連携推
進法人制度、指定管理者制度の活用等、病院の運営形態についても話し合わなければな
りません。地域医療構想のなかでは他の運営形態についても示されており、例えば他の
医療機関と合併、統合した形での運営という方法もあります。何かご意見ありますか。
（委員）
簡単に地域医療連携推進法人とは、医療機関でアライアンスを組んで、人・病床の移
動をして、提供体制の構築を進める動きです。全国的にあまり浸透しておらず、福岡県
でもまだ前例はありません。地域医療構想調整会議にかけて検討していただく必要は
ありますが、地域医療構想を推進するために必要な地域医療連携推進法人であれば、議
論する価値はあるかと思います。他病院との連携も必要になります。
（委員長）
調査報告書にあるような経営形態を念頭に置く必要はありますが、それ以外に統合
した形で運営していく形式もあるという認識をもっていただきたいです。
第 1 回内容に関する追加データ資料についてご質問はありますか。
ご質問が無いようですので、引き続き、次の議事に入ります。
（2）市民意識調査結果について
（委員長）
「市民意識調査結果」について、事務局より説明をお願いいたします。
（病院）
説明を行います。お手元に資料 2「市民意識調査結果」があると思います。
前回、ご審議いただきましたアンケート調査票を 6 月 10 日付で 18 歳以上の市民、
3,000 人に郵送にて送付いたしました。回答期限については、6 月 28 日までとし、7 月
10 日到着分までを有効回答としております。
有効回答数は、
1,243 通で回答率は、
41.4％
になります。市民意識調査の分析結果について、コンサルタントから説明を行います。
その後になりますが、当院におきまして、別に医療機関向けにアンケート調査を実施
しておりますので、併せてご報告したいと思っております。
それでは、市民意識調査の分析結果について、よろしくお願いいたします。
（システム環境研究所）
引き続き、システム環境研究所より説明させていただきます。アンケートの調査方法
については病院事務局の説明の通りでございます。
P3 に移ります。回収率は 41.4%でした。男女別・年齢構成別の集計は記載の通りにな
っております。以下、基礎的な集計データが続きますので、重要な部分のみ説明させて
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いただきます。
P11 をご覧ください。
「どの診療科を受診しているか。
」という質問に対して、1 番多
いのは内科、次いで歯科口腔外科、3 番目は眼科という傾向になっておりました。
P12 をご覧ください。受診診療科に年齢別の傾向があるのか調査しました。年齢層が
高くなるにつれ、整形外科や眼科の割合が高くなっています。
P13 をご覧ください。医療機関を選んでいる理由について集計しました。
「自宅から
近くて通院しやすいから」が最も多くなっています。次いで「自分や家族がかかってい
るから」、「信頼できる医師がいるから」と続いています。
P13 の集計を年齢別に整理したものが P14 です。中間市在住の方の特徴なのかもしれ
ませんが、年齢層の若い方の理由としては職場が近いというのも重要な要素になって
います。
P16 をご覧ください。医療機関までの交通機関については、若年者は自家用車、高齢
者は自家用車の割合が減り、徒歩が増えています。昨今の高齢者の免許返納も影響して
いるのかもしれません。
P21 をご覧ください。
「最近 3 年間で夜間・休日に利用したことはありますか。
」とい
う質問に対しての回答は、
「利用したことがない」が圧倒的に多い状況でした。
P21 の集計を年齢別に整理したものが P22 です。18～39 歳の層と 85 歳以上の層で
「利用したことがある」という回答の割合が高くなっています。85 歳以上の方々は、
おそらく救急だったのだろうと推察します。一方で、18～39 歳の層の方々はお子様を
お連れになったのだろうと思います。
P23 をご覧ください。「在宅医療や介護が必要となったとき、主にどこで過ごしたい
ですか。」という質問に対しては、
「自宅」という回答が圧倒的に多い結果となりました。
次いで「特別養護老人ホームなどの介護施設」や「有料老人ホーム、サービス付き高齢
者向け住宅など」となっています。
P23 の結果を年齢別に整理したものが P24 です。年齢層が低い方ほど自宅を選び、年
齢が高い人は病院を選ぶ傾向が高くなっています。今回、詳しい説明は省きますが、P25
では家族の中に迷惑をかけたくないというご意見も見受けられ、高齢者になるほど家
族への負担を考えた回答になっているようです。
P29 をご覧ください。
「現在の中間市の医療環境に満足していますか。
」という質問に
対しては、
「おおむね満足している」が最も多かった一方で、
「あまり満足していない」
が次いで多く、割合としてはほぼ同等でした。P30 では年齢構成別の差異が見て取れま
す。
P31 では「今後、中間市で充実して欲しい診療科はありますか。
」という質問に対し
て、
「救急医学科/救急診療科」が最も多く挙がりました。2 番目は「眼科」です。3 番
目には「総合診療科」が挙がっており、この結果には私も驚きました。総合診療科への
認識が広まった結果なのかなと感じました。4 番目には「内科」が挙がりました。
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P33 をご覧ください。「今後、中間市の医療環境について、充実・整備してほしいこ
とはありますか。」という質問に対しては、圧倒的に「夜間や休日の診療や救急医療体
制」が多かったです。次いで「病院や診療所などのスムーズな連携による切れ目ない医
療・介護サービスの提供」
、
「緩和ケア病棟の設置や地域の在宅ホスピス支援体制」のご
要望が挙がりました。
P34 では P33 の集計を年齢別に傾向を整理しています。年齢層が低い方ほど救急医療
体制を選んでいました。南海トラフ地震や豪雨、災害に対する体制を意識した結果だと
思います。年齢層が高い方は、緩和ケアや在宅医療の部分についてご意見が挙がってい
ます。
P37 をご覧ください。ここまでの説明は中間市についてでしたが、以降は中間市立病
院に的を絞った調査結果になります。
「あなたまたはご家族が、中間市立病院を利用し
たことがありますか。
」という質問に対して、
「前に利用していたが、現在は利用してい
ない」が最も多い回答でした。
P39 をご覧ください。
「中間市立病院を利用する理由についてお答えください。
」とい
う質問に対して、先ほどの説明にもありましたが、
「自宅から近くて通院しやすいから」
が最も多かったです。一方で、
「中間市の病院（公立病院）だから」という声も 2 番目
に多く挙がっています。
「かかりたい診療科があるから」が 3 番目の回答です。
P41 をご覧ください。「中間市立病院を利用しない（しなくなった）理由についてお
答えください。
」という質問に対して、
「治療が無事に終了したから」が最も多く、次い
で「かかりつけの病院や診療所があるから」
、3 番目には「中間市立病院をよく知らな
いから」が挙がりました。
P42 では P41 の集計を年齢別に整理しています。委員の皆様には前回、病院視察をし
ていただきましたが、年齢層が低い方ほど「建物が古いから」の割合が増え、年齢層が
高い方ほど「かかりつけの病院や診療所があるから」の割合が増えています。
P43 をご覧ください。アンケートの最後に自由記述欄を設けており、アンケートに回
答していただいた方のうち 421 人の方が意見を記載されていました。いただいた回答
を中間市立病院に対するものと中間市に対するものに分類し、さらに感想と意見とに
分類しました。回答の件数につきまして、421 人の方からご回答いただきましたが、お
ひとりの方が複数の要素の意見を記入されているケースもございましたので、意見を
分解して主だったものを集計しました。中間市立病院の要望としましては、
「時間外・
救急体制」に対するご要望が最も多く、次いで「診療科の充実」
、
「診療内容の充実」が
挙がりました。中間市立病院に対するポジティブな感想、つまりお褒めの言葉もいくつ
か頂いています。一方で、ネガティブな感想もいくつか見られました。カテゴリーとし
ては「設備に関する事項」
、
「接遇に関する事項」
、
「待ち時間に関する事項」となってい
ます。
P44 にいただいた批判に対して、主な意見を掲載しています。
「設備に関する事項」
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は、
「建物が古い」
、「建物が汚い」という意見、
「接遇に関する事項」は、
「医師の説明
や対応が悪い」という意見、
「待ち時間に関する事項」は、
「予約時間通りにならない」
という意見が挙がりました。
「待ち時間に関する事項」の特徴としては、院内処方に時
間がかかっているという点が目立ちました。
P45 には中間市に対する意見をまとめています。挙がったご意見の中で、病院の存続
に関するものもいくつかあり、存続を賛成するご意見と存続を反対する手厳しいご意
見の両方がありました。非常に特徴的だったのは早期の建替えを希望している声があ
った点です。
市民意識調査結果の説明を以上で終えたいと思います。ありがとうございました。
（委員長）
市民意識調査結果の説明に関して、ご意見があれば、お願いいたします。
それでは、事務局から先程お話のあった医療機関向けアンケートについて、ご報告を
お願いいたします。
（病院）
説明させていただきます。本日お配りしています「医療機関向けアンケート集計結果」
をご覧ください。
このアンケートは、当院と地域医療機関との連携状況、中間市立病院が公立病院とし
て、地域で今後担うべき医療機能及び役割について、中間市内の歯科を除く医療機関、
及び近隣の連携のある医療機関に対し、アンケート調査を行ったものです。今月 26 日
までを期限とし、集計が本日の委員会に間に合いましたので、報告をさせていただきた
いと思います。
アンケートについては、市内 30 医療機関、市外 19 医療機関に発送し、38 医療機関
から回答をいただいております。
アンケート内容について、大きく分けて 4 項目となります。1 点目は、
「中間市立病
院との連携状況」、2 点目は、「中間市立病院及び中間市へ期待すること」
、3 点目は、
「医療機関の在宅医療の取り組み状況」
、4 点目は、
「中間市、中間市立病院への意見、
要望」となっています。
集計結果については、質問の右側に回答数を記入する形としております。
（5）につい
ては、質問に対し、表の中に回答数を記入しております。
それでは、
（1）当院の診療機能についてですが、
「知っている」との回答が多いです
が、「よく分からない」と答えた医療機関が 11 あります。
（5）についてです。当院の現状についてそれぞれの質問に対し、満足度を聞いてお
ります。おおむね良いとの評価ですが、
「悪い」とされている部分について改善に努め
てまいります。
「当院の機能」
「標榜診療科」について、
「分からない」
「記入無」が多数
見受けられます。
患者からの評価から薬局の対応までについて「分からない」が多数ありますが、病院
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長に回答いただいておりますので、関わりの無いところについて「分からない」との回
答になったものと思われます。
次に（6）についてです。中間市立病院に望む診療科についての質問です。
当院が標榜している診療科については、網掛けをしています。標榜している診療科以
外で、救急医学科についての要望が多く、救急医療に対する対応が望まれていることが
分かります。次に、緩和ケア科また、呼吸器、循環器、消化器といった内科系の機能の
充実が望まれています。
（7）についてです。中間市立病院に対して期待する機能です。急性期、回復期、慢
性期とどれも公的病院として役割を果たしてほしいとのことが伺えます。
（8）今後の中間市の医療、介護環境についてです。充実・整備すべき機能として、
内科系、外科系を問わず、救急医療、在宅患者の急変時における受け入れを求める意見
が多く見られます。
（9）から（13）までは、アンケート回答いただいた病院の診療科、並びに在宅医療
への取り組みについて、質問をしております。
（10）については、在宅医療への取り組みについて往診のみを行っている病院・診療
所が 12、在宅医療を行っていない病院・診療所が 18 ありました。
（13）については、介護事業への将来的な取り組みについてで、施設、通所、訪問サ
ービスいずれも「現在行っていない」が多数でありました。
最後に（14）において、中間市における将来の医療提供、中間市立病院のあり方につ
いて、ご意見・ご要望を自由記述にて記入をいただいております。
以上が、
「医療機関向けアンケート集計結果」についての説明となります。
（委員長）
「医療機関向けアンケート集計結果」の説明に関して、ご質問等あれば、お願いいた
します。
（委員）
調査回答数は 38 病院とのことですが、診療所も含まれた数ですか。病院も入ってい
ますか。
（病院）
病院もいくつか入っていますが、ほとんど診療所です。
（委員長）
全体として、救急医療の充実に対する要望と、在宅患者への支援に対するご意見が目
立ったと思います。市民意識調査と似たような結果だと感じます。しかしながら、救急
というのは一次救急を指しているのか、二次救急を指しているのかははっきりしない
部分があります。おそらく患者さんが言う救急は、コンビニのような機能を要望してい
る可能性が高いと思います。医療機関の回答は入院機能を要望しているのだろうと推
測します。
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（委員）
おそらくそうだと思います。
（委員長）
一次救急と二次救急を分ける意味がどれほどあるのかは分かりませんが、中間市立
病院が担うのは二次救急が中心になるだろうと思います。
実際に救急車が来たときに入院に至る割合はどれくらいですか。
（病院）
3 分の 1 程度だと思います。
（委員長）
基本的には救急車を断っていない状況でしょうか。
（病院）
消防からの救急車は断らないようにしていますが、○○病院で受け入れてもらうこ
とも多く、当院にかかっていない患者を含めた総数は分かりません。当院にかかった分
は、夜間は診療科が違うと断りますが、昼間は受け入れるようにしています。
（委員長）
病院規模や医師数を考えますと、非常に頑張っているという印象を持っています。あ
まり断っていないが、結果として入院に至る率は少し低めということですね。
そのほかアンケートに関するご意見ございませんか。
引き続き、次の議事に入ります。
（3）中間市が担うべき医療機能と必要性について
（委員長）
議題（3）
、
「中間市が担うべき医療機能と必要性」について、事務局より説明をお願
いいたします。
（病院）
説明を行います。お手元の資料 3「中間市が担うべき医療機能と必要性」をご用意く
ださい。中間市立病院が担う役割と医療機能について、資料をまとめさせていただいて
おります。公立病院の役割として、
「新公立病院改革ガイドライン」で示された「地域
医療構想を踏まえた役割の明確化」
「経営の効率化」
「再編・ネットワーク化」
「経営形
態の見直し」の 4 つの視点に立ち取り組むものとされています。そういった背景の中で
当院が担う役割の検討、医療機能について、個別に検討を行っております。詳細につい
て、コンサルタントの方から説明を行います。
（システム環境研究所）
引続き資料 3「中間市が担うべき医療機能と必要性」の 3 ページ目から説明させてい
ただきます。
新公立改革ガイドラインでは、4 つの視点に立った取組を検討するように謳われてい
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ます。1 つ目は地域医療構想との整合性（
「地域医療構想を踏まえた役割の明確化」
）
、2
つ目は「経営の効率化」、3 つ目は「再編・ネットワーク化」
、4 つ目は「経営形態の見
直し」です。この 4 つの視点を分解してみますと、
「地域医療構想を踏まえた役割の明
確化」では、地域医療構想の中でどのような役割を果たすべきか、地域包括ケアシステ
ムの中の役割は何か、が押さえるべき項目として挙げられています。
「経営の効率化」
では、目標数値の設定およびそれに対する具体的な取組みが大事な項目として挙げら
れています。
「再編・ネットワーク化」では、施設の建替えを行う予定のある病院や病
床利用率が特に低水準で推移している病院は、十分に考慮することとされています。
「経営形態の見直し」では、地方公営企業法の全部適用、地方独立行政法人化、指定管
理者制度の導入、民間譲渡等、事業形態の見直し等がポイントとして挙げられています。
また、新公立改革プランに基づく取組を実施することに伴い、必要な経費は財政上の措
置が講じられることになっています。合わせて、P6 になりますが、2016 年 8 月に内閣
府より病院規模別にある提言が出されています。大・中規模病院への提言および小規模
病院への提言がありますが、当院を含む小規模病院への提言では、診療単価上昇による
スケールメリットが出にくく、患者数の減少によって経営改善が厳しい状況であるこ
と、医師・看護師の働きやすい環境づくりと病院経営のバランスを見ながら、場合によ
っては再編統合も検討すること、介護・福祉分野との連携を進めることとされています。
施策や第 1 回委員会でのデータ、アンケート結果を踏まえ、総合的に病院機能につい
て整理した結果が P7 です。青のゾーンは、現在の機能の継続や強化する機能を記して
います。1 つ目は救急医療です。現在でも年間 200 件以上の救急搬送を受入れているこ
とや、市民意識調査でも市民の方々のご要望が明らかになったことから、現状機能程度
を維持することは必要だと考えます。2 つ目は人工透析です。当院の特徴的な部分であ
るため、当然残していくべきだろうと考えます。3 つ目は在宅医療への取組みです。市
民の方からもご意見を頂いている部分でもありますし、また、医療政策上、在宅医療や
在宅介護へシフトが進むことを考えますと、現在の訪問看護や訪問リハを充実させて
いく必要はあると思います。4 つ目は、在宅医療のバックアップ機能です。救急医療へ
の要望と重なる部分があるのかと思いますが、患者の急変時に対応する必要はあると
思います。5 つ目は、リハビリテーション機能です。高齢者が多いことを考えますと、
入院患者の ADL 低下予防も重要ですし、平均在院日数短縮のためにもリハビリテーシ
ョンは非常に重要です。また、収益の確保がしやすい部分でもあるため、積極的に行う
べきだと思います。
その一方で、設置を検討するべきものも整理しており、委員の皆様にはとくにご意見
いただきたいと思います。1 つ目は介護医療院です。先ほどデータでもお示ししました
が、要介護度が高い高齢者にケアも考えなければならないと思います。そこで考えられ
るのが介護医療院です。しかしながら、今の施設では面積基準等を満たしていない部分
があるため、新病院整備をあわせて行わなければなりません。2 つ目は回復期リハビリ
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テーション病棟です。高齢化によるリハビリテーションのニーズはあり、また、地域医
療構想を踏まえた病床機能報告では回復期が不足気味となっています。それらを考慮
しますと回復期リハビリテーションも可能性の一つだと思います。しかしながら、ハー
ドの要件がある点と対象患者が限られてしまう点が懸念事項です。3 つ目は、市民意識
調査の中でもホスピスや終末期の話題が出ましたが、緩和ケア病棟です。しかしながら、
施設要件や専門性つまり人的要件が厳しいと思います。医師の中には資格をお持ちの
方がいらっしゃるとは聞いていますが、看護師についてはアプローチの仕方が変わる
かと思います。また、病院機能評価受審への準備が必要になります。4 つ目は災害への
対応です。災害拠点病院という意味ではなく、被災した傷病者を受入れる環境づくりと
いう意味です。前回、病院視察をしていただきましたが、現在の建物は耐震面で課題を
抱えているのは事実です。地域的には豪雨を含めた災害への対応が必要だと認識して
います。P8 に続きます。5 つ目は診療科です。市民意識調査結果では、救急科、内科、
総合診療科、眼科を充実して欲しいとのことでしたが、果たしてどこまで整備するのか
は検討の余地があると思います。新しい診療科の設置は、次回の議題になる予定ですが、
医師をはじめとする人員の確保が必要になってくるかと思います。6 つ目は相談機能で
す。病院と診療所等のスムーズな連携の推進に向けて、中間市としても対応が求められ
ています。7 つ目は在宅医療への対応です。訪問看護や訪問リハと同じとも取れますが、
検討は必要だと思います。
最後に、設置が難しいと考えている部分を黄色のゾーンに整理しています。1 つ目は
高度急性期機能です。近隣に大きな急性期病院があることや、現行から大きく逸脱する
機能であることを考えますと可能性としては非常に低いと考えます。2 つ目は療養病床
です。確かにニーズはあるのかもしれませんが、市民意識調査結果で救急医療に関心が
高いことを考えますと、限られた医療資源は救急と関連が高いものに充てた方が良い
のではないかと考えます。
今後、病床数や病棟構成を考えていかなければなりません。P8 右側に病床数と病棟
構成の考え方を整理しました。現病院では、許可病床 122 床に対して実働病床 80 床と
なっています。また、病床過剰地域である北九州医療圏において、現在の許可病床数以
上の病床整備は不可能です。そこで、
120 床の病床数を中心として①40 床×3 看護単位、
②60 床×2 看護単位という 2 つのスタディを考えました。
P9 は現行の病棟に対してモデルを作った場合の個別スタディです。ここの診療単価
は当院の診療統計ではなく、他病院事例や中間市立病院の現状を鑑みて設定していま
す。この診療単価から算出した年間の入院収益は、実績と大きく離れていないため、妥
当な数字だと認識してます。
P10 をご覧ください。40 床のモデルになりますが、現行モデルと大差はありません。
P11 をご覧ください。60 床のモデルにしますと、収益面、人員数に変化が見られま
す。
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P12 ではさらに 3 つのモデルを示しています。回復期リハ病棟モデル 40 床と介護医
療院モデル 40 床、緩和ケア病棟モデル 20 床として追加しています。介護医療院は制
度として新しく、厚生労働省の資料（2019 年 3 月 31 日時点）によりますと、全国で約
150 施設、福岡県下では 8 施設でした。公的に介護医療院一覧が整理されているわけで
はなかったため、弊社にて調査することができた 150 施設中約 140 施設のうち、公立
病院で介護医療院を持っている病院は、把握できている範囲で石川県志賀町町立富来
病院の 1 施設のみでした。
これらの個別スタディから組み合わせとして可能性があると考えるものを P13 にま
とめました。パターン 1 は現状機能＋介護医療院、パターン 2 は急性期機能＋回復期
＋介護医療院、パターン 3 は現状機能＋病床増で、3 看護単位ではなく 2 看護単位で 60
床の病棟を 2 つ持つパターンです。想定収益はあくまで概算ですが目安としてお出し
しています。最低人員数も仮設定で算出しています。いずれのパターンにおいても、病
院改築は視野に入れなければならないと思います。また、人員数（医師数）も考慮しな
ければならないことも十分に承知しています。
説明は以上です。
（委員長）
いろいろなスタディがされていますが、今の「中間市が担うべき医療機能と必要性」
の説明に関してご意見をお願いいたします。
（委員）
最後のケーススタディで病床数の設定について、許可病床数 120 床に対して実働病
床数 80 床とのことですが、120 床は妥当だと言えるのでしょうか。
（システム環境研究所）
122 床をフル活用する前提で設定しています。当院の実働病床数が 80 床になった経
緯については病院からご説明いただきたいと思います。
（病院）
6 床 1 部屋で 120 床になっているのですが、10 対 1 入院基本料を取得する場合に 1
床当たりの面積が足りなく、20 床近くを減少しなければなりませんでした。また、看
護師数が足りていないという課題もあり、現状は実働病床数が 80 床となっています。
（委員）
仮に病院を建替える場合は 120 床で適切だということですか。
（病院）
貴重な医療資源としての病床なので、これをフルに使う形ができればと。実際にきち
んとしたシミュレーションをしているわけではないので、経営的に適切な病床数なの
かどうかは分かりません。現時点では、今ある病床をどう使うかという方法を検討する
方針です。
（委員長）
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先ほどの検討事項の中に在宅医療への関与が挙げられていたと思いますが、医師会
の先生方はどのようにお考えなのでしょうか。
（委員）
総数としては医師会本体が介護在宅事業を行っていることが多く、個人で介護事業
を行っている医師は多くはありません。そのため、中間市立病院が参入することに対す
て大きな反対は無いと思います。ただ、中間地区の医師がどのようにお考えかは分かり
ません。
（委員）
7 月 18 日に日本医師会からワーキングペーパーが出されており、民間病院ができる
ことを公立病院が行うべきではないという内容でした。日本医師会のご意見は非常に
大事だなと思っているところです。
（委員）
今後、収益確保や事業の展開を考えますと、残されているのは介護在宅事業ですので、
公立病院に参入してほしくないのは医師会全体の考えとしてあると思います。しかし
ながら、この地域においては在宅介護のニーズは十分にあると思います。
（委員長）
示されたパターンは典型的なものだと思います。病院機能を精査する上で、もう少し
踏み込んだ議論が必要だと思います。基本的には二次医療機関として、そして在宅を見
据える必要があると思います。地域包括ケア病棟に関しては、在宅から直接入院するこ
とは少なく、将来的には大病院のポストアキュートとしての利用も減っていくのでは
ないかと考えます。残すは施設と地域包括ケア病棟を行ったり来たりするパターンが
増えてくるのではないかと思います。病院としてのお考えはございますか。
（病院）
現状は在宅のサブアキュートとして在宅からの受入れがありますが、我々が実際に
診療していて感じるのは、施設に行って戻って来られる方が多いということです。我々
が在宅へ対応しておくことで、患者さんとの連携を作ることができますし、病床として
も一番有効に使えるパターンだと思います。在宅について、現在は医師数が少なく、手
がついていないのが現状です。地域医療の方向性としては視野に入れるべきだと思い
ます。
（委員長）
P13 の組合せパターンを見ますと、介護医療院がパターン 1 とパターン 2 にありま
す。また、パターン 1 とパターン 3 が地域包括ケア病棟、パターン 2 が回復期リハビリ
テーション病棟を整備するということです。つまり、現在閉じている 40 床分を介護医
療院へ転換するという意味です。
病院の意見を尊重したいと思うのですが。
（病院）
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実際に患者さんの行き先が無くて困るパターンと独居になってしまい困っているパ
ターンが現状の課題になりつつあります。個人的にはこれらの患者さんを市として受
入れるべきだと思います。医療との関連からすると、介護医療院というのは、医師が病
院にいる形で対応できる点において、病院の医師が動きやすい仕組みだと思います。し
かしながら、現状では療養病床からの移行しか認められていないので、そこの解決策も
考えなければなりません。特に高度急性期病院が周囲にあることを考えると、そこに至
る前の患者をどのように診るかに焦点を当てるべきだと思います。
（委員長）
今のところ病院としてはパターン 1 が適切とお考えですか。
（病院）
病床の使い方としては介護を絡めた形ができることは良いと思います。今までは介
護という視点がありませんでしたが、介護医療院は医療と介護をうまくつなげられる
手段であり、検討の余地があると思います。
（委員長）
というご意見があります。私もパターン 1 の現状の機能に追加するのが一番現実的
という気がいたします。他にご意見ありますか。
（委員）
実働病床数が 80 床のなか、残りの 40 床を一般病床として稼働させるのは、看護師
の確保も含めて難しいと思います。残りの 40 床をどのように転換させるのか、という
方針が一番納得しやすいと思います。120 床をフルに使うという前提であれば、残りの
40 床を介護医療院にするパターン 1 が良いと思います。
また、今後の機能の一つに在宅へのバックアップが挙げられていますが、在宅医療を
行っていただく医師を派遣してもらえるのでしょうか。地域の診療所の医師では担え
ていない部分ですので、病院医師による在宅医療を検討してもらわなければならない
と思います。中間市立病院が地域の在宅医療を担ってもらえるのであればありがたい
です。
（委員長）
市に中心的なセンターが出来るのは良いと思います。
（委員）
公立病院としてどういう役割を果たしていくのかについて市民も行政も関心が高い
のではないかと思います。年齢層の高い方が最終的にどこで亡くなるのかについて、昔
は自宅が 7～8 割でしたが、今は逆転して自宅外がほとんどです。病院からのご説明に
もありました通り、最終的に亡くなる場所は病院が多いと思います。特別養護老人ホー
ムでお亡くなりになる場合、医療スタッフがほとんどおらず、福祉職だけで看取りをす
るのは非常に難しいと思います。そういう側面からも、病院でかなりの部分を見て頂く
ことになると市民の方も非常に安心だと思います。それらを踏まえてもパターン 1 が
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一番良いと思います。建替えが前提となると 120 床をフルに使える体制に変えること
は可能だろうと思います。また、近隣の急性期医療機関と公立病院が競合するのはあま
り意味が無いと思います。
（委員長）
貴重なご意見ありがとうございます。前提条件として人員が確保できるのであれば、
パターン 1 が一番現実的ではないかと思います。
（委員）
中間市立病院が 120 床を使って機能していくにはパターン 1 が現実的かと思います。
ですが、公的病院が地域包括ケアを担うことについて難色を示される方もいます。国の
地域医療構想の中でも見直しが行われており、公立病院の役割が重視されています。中
間市立病院が公立病院としては珍しい介護医療院を持つというのは、中間市や北九州
医療圏の中でどのように捉えられるのかが分かりません。公的病院として医療圏のな
かでどういう役割を担うべきかについて考える必要があると思います。
（委員）
中間市の地域包括ケアを中心的に行う病院の位置づけ等、しっかりとした根拠が無
ければ、地元の先生からの了解は得られないかもしれません。
（病院）
パターンを 3 つ出しましたが、あくまでたたき台です。このパターンで事務局が検討
を進めているわけではなく、組合せの案として提示しているだけです。実際には緩和ケ
アを入れた病棟もあり得るかもしれません。次回にはシミュレーションをお出しでき
ると思いますので、ご意見いただけたらと思います。
（委員長）
緩和ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟等、病棟モデルとしては考えられま
す。シミュレーションを考えていただいて次回話し合いたいと思います。医師の確保に
ついても次回検討しなければなりません。
一番根幹に関わることとして、病院の運営主体というテーマがあります。実際の経営
形態をどうするのかについて話し合わなければなりません。先ほど説明がありました
が、平成 24 年に中間市行政経営改革有識者会議から「中間市公営企業改革について」
の答申がなされ、その中で市立病院の経営形態について「地方公営企業法の全部適用に
早期に移行することが望ましい。」
、また、
「収支目標の達成が困難であると判断された
ときは、速やかに、独立行政法人化や指定管理者、更には民間移譲の検討を開始するべ
きである。
」と結論付けがされているとのことです。答申が出されてから 6 年以上経過
していますが、
「地方公営企業法の全部適用に早期に移行することが望ましい。
」につい
て市はどのように考えているのでしょうか。
（病院）
平成 24 年 12 月時点では全部適用に移行することが望ましいとなっていましたが、
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約 7 年が経過してしまっています。平成 30 年 4 月に、全部適用への移行準備を行って
いましたが、事業管理者や医師の確保等、ハードルが高いところが多くありました。そ
の後、状況が大きく変わり、今後の本市が整備すべき医療機能や最適な経営形態の検討
結果を含んだ専門的な答申を受けたいと考え、このあり方検討委員会が開始されたと
いう経緯があります。
（委員長）
地方独立行政法人化、指定管理者等の方法がありますが、それぞれ利点もあれば欠点
もあります。委員の中で考え方を共通のものにするためにも、それぞれの方法に対して
のメリット・デメリットを示してもらいたいと思います。
病床の再編、市立病院に求められる医療機能として、他に何か考えはありますでしょ
うか。例えば、緩和ケア病棟や、終の棲家等です。しかしながら、これらを行うとなる
と、人員の増員、施設面積、飲酒や喫煙の認可等、ハードルが高いように感じています。
患者さんを集めるにも、該当する方を紹介してもらうのか、訪問支援をやりながら紹介
するのか、手段を考えなければなりません。在宅で看取るという願いが根強いなか、緩
和ケアは在宅の代わりになるのだという宣伝も必要になっていきます。
これまでの議論から、病床機能の中で現行の急性期と地域包括はそのまま残すとい
う方針でよろしいでしょうか。それにプラスする部分が、介護医療院ということになる
のでしょうか。医師会の了解が得られれば、という条件付きかとは思いますが。
（委員）
私の勤務先の場合は、訪問診療に手を出したいという話が出たときに、近隣の開業医
の先生方はやってくださいとおっしゃってくださいました。開業医の先生方も高齢化
しており、訪問診療が難しいのが理由の一つだそうです。また、最初のうちから広くや
るのではなく、がんの診断をつけた場合に在宅医療へ移行する等、テリトリーとターゲ
ットを厳格に決めて、取り組んでいきました。もし在宅医療をするのであれば、戦略的
に考える必要もあるかと思います。
（システム環境研究所）
いろいろなご意見ありがとうございます。まとめ方ですが、P7 をご覧ください。確
認ですが、左側の必要な機能については皆さんの共通認識を得られたと思っています。
右側については、介護医療院は同意を得られ、回復期リハビリテーションは次回シミュ
レーション後に検討、緩和ケア病棟は在宅医療を充実させ、訪問看護や訪問診療を充実
させた方が良いのではないかという理解でよろしいでしょうか。議論していただいて
いないのは P7 の災害の部分と P8 の診療科と相談機能部分です。ご意見を追加でいた
だけるとありがたいです。
（委員長）
まず災害対応ですが、現在は耐震化されていないとのことですが、結局患者の避難場
所にするのではなく、災害があっても医療が提供できる建物にするという方針でよろ
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しいと思います。
（病院）
当院は築 41 年目になります。現病院の耐震補強という方法は考えられないため、建
て替えが前提と考えております。
（委員長）
建替え前提です。
標榜診療科についてですが、市民意識調査にある総合診療科に対して、市民の方々は
なんでも診断をつけてくれる医師を想像しておられるに違いないと思います。実際は
総合内科に機能をプラスした、いわゆる救急の一次救急機能を備えているようなもの
だと思います。市民のイメージとこの解釈が同一であるかどうかは疑問ですが、実際に
は内科医が総合診療医である、として良いのではないかと思います。あえて標榜診療科
を増やす必要はないと思うのですが、標榜診療科についてご意見ありますか。
（委員）
とくにありません。現状通りで良いと思います。
（委員長）
想定される標榜診療としては、内科、外科、整形外科、泌尿器科だと思いますが、眼
科はどうしますか。
（病院）
眼科は中間市に 1 カ所で、待ち時間が長い等の問題があるのだろうと思います。
（委員長）
眼科を作っても待ち時間の問題が根本的に解決されるわけでは無いと思います。ま
た、1 つの病院でワンストップ的に診療を行うのはあまり効率的ではないと思います。
現行の診療科で十分だと思います。
救急科の設置は必要ですか。内科の医師数を増やして救急に力を入れれば良いのか
なと思うのですが。
（委員）
救急科を標榜するのは人員的に難しいのではないかと考えます。
（委員）
救急科として標榜する必要はなく、救急を受入れることを表に出せば良いと思いま
す。総合診療科と名乗っても良いと思いますが、基本的には内科の充実という方針が良
いと考えます。
（委員長）
病床数については先ほどの議論にありました通り、120 床をフル稼働させる前提で考
えていきたいと思います。
（委員）
120 床の内訳としては、実働 80 床は今の機能を維持し、残りの 40 床を病床ではな
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く、介護医療院にするという認識で良いでしょうか。そうであるならば、見せ方として
120 床とするのではなく、80 床と 40 床とした方が良いと思います。また、介護医療院
の 40 床という規模ですが、中間市は案外早い時期に全体人口が減る地域です。一般病
床からの転換ということになると、市としては介護保険料も問題になってくると思い
ます。実際に介護医療院に転換する際には、介護保険担当部署との連携を事前にしっか
り行っておくべきだと思います。
（委員）
見かけ上の話だとしても、休床を再開するという進め方は理解を得づらいと思いま
す。
「80 床にダウンサイジングする」
、という流れが必要だと考えます。ですが、40 床
分を介護保険側に持っていく場合、介護保険事業計画に見込まなければならないため、
介護保険担当部署には先手を打って療養病床の転換意向調査も行われていると思いま
すので、介護医療院を見込みが需要よりも少ないからこそ公立病院が担う、というスト
ーリーが必要だと思います。今の議論の流れで空床をまた起こすという事は、現状２０
床分は６床部屋を４床部屋にした事で発生したことなので仕方ないですが、単純に数
を増やすという見かけは受入れが難しいだろうと思います。
（委員長）
医療保険と介護保険との区分けは必要ですね。
他にご意見やご質問はありませんか。
（病院）
ダウンサイジングの件で、市の患者数は減っていくという推計は出ていますが、実際
のところは良く分かりません。推計に基づくと 80 床は妥当だと思いますが、具体的な
ところが分からないので参考資料をいただけますでしょうか。
（委員）
次回までに準備するようにします。
３．その他
（委員長）
それでは、次の次第にうつります。
「その他」となっていますが、事務局から説明事項
はございますか。
（病院）
次回の開催日のご案内です。
第 3 回目の委員会は 8 月 28 日（水）となっております。場所についてですが、この会
場が水曜日は休館日となりますことから、ここから中間駅方面に 200m 程行った中間市中
央公民館 3 階の第 3 研修室にて 14 時より開催いたします。場所について不明な点があり
ましたら、事務局まで後ほどお尋ねください。
なお、委員会に、出席できない場合は、事務局までご連絡をお願いいたします。以上で
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す。
（委員長）
これをもちまして、本日の議事は、全て終了しました。
長時間の会議、大変、お疲れ様でした。
４．閉会
（病院）
以上をもちまして、第２回中間市立病院あり方検討委員会を閉会させていただきます。
本日は、ありがとうございました。
以上
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