様式第3号(第9条関係)
会議結果
次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。
附属機関等の名称

みよし市民病院運営協議会

開

催

日

時

令和元年１１月２０日（水）
午後１時３０分から午後２時４５分まで

開

催

場

所

みよし市民病院１階階 会議室

出

席

者

【委員】
水谷正邦委員、翠健一郎委員、中島守夫委員、
倉本繁八委員、筑尾彰ニ委員、鈴木伸幸委員、
深谷那奈代委員、清水純子委員、星野孝子委員
【事務局】
成瀬病院事業管理者、伊藤院長、高橋総看護師長、
溝口事務局長、久野事務局次長、管理課杉山副主幹

次 回 開 催 予 定 日

―

問

市民病院管理課 杉山
電 話 0561-33-3300（直通）
メール hospital@city.aichi-miyoshi.lg.jp

合

せ

先

下欄に掲載するもの

審

会

議

経

議

・議事録全文
・議事録要約

要約した理由

―

（１）みよし市民病院の経営状況について
過 （２）みよし市民病院改革プランの点検・評価の報告について
（３）国による再検証が必要な４２４病院の公表について

録

別紙のとおり

別紙 ＜会議録＞
溝口事務局長
大変、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。
ただ今から、みよし市民病院運営協議会を開催します。
まず、委嘱状の交付をさせていただきます。みよし市民病院運営協議
会規程第４条で、委員の任期は２年と定められています。本年度は任期
の２年目にあたりますが、本日出席の方のうち４名が新規の委員の方で
すので、任期は前任者の残任期間の令和２年３月 31 日までとなります。
委嘱状を交付させていただきたいと思いますが、事前にお席にお配り
させていただいておりますので、これにより交付とさせていただきます
のでよろしくお願いします。
それでは、会議次第に沿って会を進めさせていただきます。
運営協議会規程第５条で、この会に会長を置くことと定められており、
昨年度、阿部委員にお願いしていましたが、今年度、議員代表が水谷議
員に代わられました。例年、会長には議会代表の委員にお願いをしてお
りますので、会長には水谷委員にお願いしたいと思いますが、よろしい
でしょうか。
委員全員
賛成
溝口事務局長
水谷会長

溝口事務局長

ありがとうございます。それでは水谷会長にごあいさつをいただきた
いと思います。
前年の阿部議員に代わりまして会長を務めさせていただきます。よろ
しくお願いします。９月 26 日に厚労省から公表がされたということで、
市民からみよし市民病院がどうなるのかという問い合わせを頂くのです
が、みよし市民病院は市のものでありますので、今後検討されると思い
ます。本日の議題にもありますので、皆様方のご意見を頂きたいと思い
ますので、よろしくお願いします。
ありがとうございます。それでは、翠副会長から順に簡単に自己紹介
をお願い致します。
（委員及び職員自己紹介）

溝口事務局長
水谷会長

久野次長

これから協議及び報告事項に入ります。議事進行を水谷会長にお願い
します。
それでは、次第に基づき会を進めます。
議事に先立ち、運営協議会規程第７条により書記を管理課 杉山副主幹
にお願いします。
協議及び報告事項の（1）みよし市民病院の経営状況について、事務局
より説明をお願いします。
みよし市民病院の経営状況につきまして、まず、平成 30 年度の決算の
状況について、説明させていただきます。
「みよし市病院事業経営状況 30 年度決算」をご覧ください。
平成 30 年度の主な事業としては、超音波画像診断装置や生化学分析装
置の更新を行いました。
また、医師や看護師等が人材を確保するために院内保育所を開所しま
した。
今後、新築移転後１８年が経過し、医療機器や施設設備も更新、改修
の必要性が生じています。
資料の「 (1) 患者数の状況」につきまして、入院患者数は 30 年度が
3 万 7,204 人であり、29 年度と比較し、1,223 人減少しました。外来患

者数は 30 年度 8 万 9,019 人であり、29 年度と比較し、165 人減少しまし
た。この結果、総計は 12 万 6,223 人となり、29 年度と比較し 1,388 人
減少しました。
次に、
「(2)の診療収益の状況」につきまして、入院収益が 9 億 7,307
万 1 千円であり、29 年度より、7,631 万 5 千円減少し、外来収益は 9 億
4,277 万 8 千円で、29 年度より 217 万円増加しました。この結果、診療
収益全体では 19 億 1,584 万 9 千円となり、29 年度と比較して、7,414
万 5 千円減少し、比率にして 3.7％の減少でした。
「
（3）の損益収支の状況」につきまして、収益計は 26 億 4,557 万 2 千
円となり、29 年度と比較し 5,919 万 5 千円の減少となり、比率にして
2.2％減少しました。費用の合計は 28 億 3,179 万円で、29 年度と比較し
3,870 万 1 千円減少し、比率にして 1.3％減少しました。差引きによる収
支はマイナス 1 億 8,621 万 8 千円で、前年度と比較して 2,049 万 4 千円、
収支差額が大きくなりました。
収益では、外来患者数が減少しましたが、在宅療養支援病院の届出を
したことにより、初診料に機能強化加算が上乗せされたため、収益全体
が増加しました。費用では、外来患者数の減少に連動して薬品費が減少
しました。
次に、
「(4)の 資本的収支の状況」についてご説明いたします。資本的
収支については、工事費及び 10 万円以上の医療機器が対象であり、平成
30 年度の建設改良費の決算額が平成 29 年度に比べて少ないのは、平成
29 年度に院内保育所の建設工事を約 1 億 3,700 万円支出したためです。
また超音波画像診断装置や三次元眼科画像解析システムを購入し、この
支出に充てるための企業債を 2,900 万円 借り入れしました。
「(5)の病床利用率」は、30 年度は、全体で 83.5％であり、前年度と
比較し 2.8％減少しています。以上が 30 年度決算の状況です。
次に、令和元年度上半期の経営状況について、説明させていただきま
す。資料の裏面をご覧ください。平成 31 年 4 月から令和元年 9 月までの
6 ヶ月間の実績です。
まず、
「（1）の患者数の状況」につきまして、入院患者数は 1 万 8,297
人で、前年度同時期と比較し 1 人増加し、外来患者数は 4 万 4,506 人で、
前年度と比較し 826 人増加しています。総計は 6 万 2,803 人で、前年度
と比較し 827 人増加し、比率にして 1.3％の増加です。
「
（2）の診療収益の状況」につきまして、入院の収益が 4 億 9,587 万
6 千円で、
前年度と比較し 2,695 万 2 千円増加し、
外来の収益は 4 億 8,737
万円で、前年度と比較し 3,151 万 5 千円増加した結果、総計は 9 億 8,324
万 6 千円となり、前年度と比較し 5,846 万 7 千円増加しました。比率に
して 6.3％の増加です。
次に、
「（3）の損益収支の状況」につきまして、収益計で 13 億 2,325
万円となり、前年度と比較し、6,236 万 3 千円増加し、比率にして 4.9％
増加しました。費用計は 13 億 7,700 万 4 千円で前年度と比較し 8,940
万 1 千円増加し、比率にして 6.9％増加しました。差引きによる収支は、
マイナス 5,375 万 4 千円で前年度と比較し 2,703 万 8 千円収支差額が大
きくなっています。
入院収益、外来収益の増加の主な要因は、一般病棟の患者数の増加や
外来患者数が増加したためです。
費用の増加の主な要因については、患者数の増加に伴う薬品費、診療
材料費の増加したことによるものです。
次に「(4)の資本的収支の状況」につきまして、収入における他会計負

水谷会長

倉本委員
伊藤院長

溝口局長
倉本委員
伊藤院長
倉本委員
伊藤院長
水谷会長

久野次長

担金は、市の一般会計からの負担金です。令和元年度上半期に購入した
器械備品はＸ線撮影装置及び画像読取り装置等です。企業債償還金は、
企業債の償還元金です。
「
（5）の病床利用率の状況」につきまして、令和元年度上半期は、一
般病棟が 82.2％、療養病棟が 81.6％となり、合計 82.0％となっていま
す。前年度上半期と比較すると 0.1％増加しています。以上が上半期の
経営状況です。
ただいま説明がありましたが、ご意見、ご質問のある方はみえますか。

患者数の状況の中で整形外科の入院と外来が増えていますが、医師の
数は増えていますか。
整形外科の医師の数は増えていません。補足ですが、内科の医師につ
いては長期休暇する医師が１名おり平成２９年度に比べると落ちてしま
いました。今年になって内科医が１名増えたので、今年はまだ半年分し
か出ていませんが、この後少し盛り返せるかと思います。ただ人件費も
増加をしてしまいます。
医師の状況については、年報の 100 ページを参照していただければと
思います。
医師の方の残業はありますか。
当院は若い医師が少なく、ほとんどが管理職であるため残業はありま
せん。
食事の時間は取れますか。
食事の時間は皆まちまちで、外来が午後２時までかかれば、それから
食事は食べられません。そのような状況でずっと行っています。
他にご意見、ご質問のある方はみえますか。
無いようですので、それでは、次の（2）みよし市民病院改革プランの
点検・評価の報告について、事務局より説明をお願いします。
平成 30 年度の「みよし市民病院改革プラン実施状況の点検・評価につ
いて」説明をさせていただきます。
平成 27 年３月に総務省が新たに「新公立病院改革ガイドライン」を示
しました。少子高齢化が急速に進展する中で医療需要が大きく変化する
ことが見込まれ、地域ごとに適切な医療提供体制を再構築する取り組み
が必要となってきました。
厳しい経営状況の中、市民病院として果たすべき役割を明確にし、経
営の方向性を示すとともに、市民病院の「理念と基本方針」を遵守し、
医療の質の向上と患者サービスの向上を目指して、平成 29 年３月に平成
32 年度までの目標値を定めた「みよし市民病院改革プラン」を策定しま
した。
「みよし市民病院改革プラン」の 20 ページをご覧ください。
平成 28 年度から 32 年度までの「経営指標に係る数値目標の設定」を
掲載しています。
「収支の改善に係るもの」、「経費削減に係るもの」、
「収入確保に係るもの」などの目標指標を挙げています。23・24 ページ
には収支計画の目標指標を挙げています。
また、具体的な取組みとして 25 ページから 31 ページまでに７項目に
わたり記載してあります。32 ページは市民病院の今後のあり方として、
再編・ネットワーク化と経営形態の見直しについての考え方を載せてい

ます。
平成 30 年度は改革プランの取組み３年目にあたります。
平成 30 年度の点検・評価の結果が別冊の「みよし市民病院改革プラン
の点検・評価報告書」になります。この１ページをお開きください。30
年度の決算状況について点検を行った内容です。収支の状況は先ほど 30
年度決算で説明させていただきましたので割愛させていただきます。
次に、２ページをご覧ください。改革プランに示す各経営指標の平成
30 年度目標数値と平成 30 年度決算の実績値の比較です。
経営指標等につきまして、計画未達成の項目がいくつかありますが、
主なものとして「
（１）③職員給与費対医業収支比率」ですが、計画
57.2％、実績 65.0％ 差 7.8％です。数値が低い方が良く、計画未達成
の理由は、医業収益が見込みより下がったことが理由です。
また、
「（２）①一般病床利用率」は計画 82.5％、実績 82.9％、差が
0.4％で計画を達成していますが、「②療養病床利用率」は計画 86.0％、

倉本委員

成瀬病院事業
管理者

倉本委員

実績 84.3％、差が△1.7％で計画を達成できませんでした。
また、
「（２）⑥外来平均単価」は、計画より実績が 1,259 円少ないで
すが、これは薬品費が下がったことに伴い、投薬費が減少したためです。
収支計画の純損益については、計画と実績との差が△7,418 万 4 千円
となり、計画を達成することができませんでした。これは医業収益が計
画より少なかったためです。
続いて３ページと４ページが収益と費用の明細で、５ページが患者数
の状況となります。
平成 30 年度の市民病院の主な事業としては、超音波画像診断装置や生
化学分析装置の更新をすることで、診療業務、検査業務の向上に努めま
した。
また、医師や看護師等が人材を確保するため、院内保育所を開所しま
した。現在の院内保育所の利用人数は１２人です。今後も、医療職の就
労の継続及び新規雇用につなげるよう努力していきます。
昨年５月には在宅療養支援病院の認定を受け、患者が住み慣れた地域
で安心して療養生活を送れるよう、24 時間訪問看護の提供が可能な体制
を確保し、さらに機能強化型の在宅療養支援病院として、近隣の医療機
関とも連携を図りつつ、24 時間緊急往診と在宅での看取りなどを行うこ
とで、より質の高い在宅医療の提供ができるようになりました。
そのほか、愛知県の認知症対応病院実地指導を受け、職員全員が研修
を受講したり、認知症サポートチームの設置や認知症・せん妄ケアマニュ
アルの作成を行うなどして、認知症対応力の向上に努めました。
以上が点検・評価の内容であります。
外来の患者数は入院の 2.5 倍ですが、西尾市民病院のデータを見ると
入院患者が 93,000 人、外来患者が 180,000 人くらいで約２倍くらいと
なっています。市民病院の入院と外来の比率はどうですか。
通常大きい病院では入院の方が多いのが普通です。当院のように小さ
な病院になるほど、全国的にも外来の比率が高くなっていきます。当院
の規模では外来は入院に対して３．５倍くらいになります。当院は特殊
で外来収入と入院収入が 50：50 になっています。入院数は限られていま
すので、外来が落ちて西尾市民病院のような比率になると当院では大幅
な赤字となります。
外来を増やすことが大事ということですね。
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はい。ただ１時間あたりに診られる患者の数にも限りがあります。以
前３分診療で批判がありましたように 60 分でベルトコンベアー方式の
ように 20 人診ることは無理だろうと思います。ある程度満足した診療を
やる必要があるので、それを増やそうとすると医者の数を増やさない限
り、患者の満足度と患者数は比例しないと思います。
みよし市民病院改革プランの 23 ページの収益的収支ですが、他会計負
担金を除いた医業収益に対する職員給与費の比率が平成 28 年度は
64.3％、平成 31 年度は 59.5％で約５％減少していますが、逆に人件費
が上がっていくのはどうですか。
本来は職員がそのまま雇用すると定期昇給で当然人件費は上がりま
す。医師や看護師不足もありますが、本来もう少し採用しないといけま
せんが、なかなか採用できていないので、人件費が下がってきます。本
来は微増が良いです。
平成 28 年度で見ると経常損益がマイナス 211,443 千円で、減価償却は
369,596 千円あるので、償却前利益で 158,153 千円なので、現金で還元
されるので心配ありません。
病院の収支差額を０円にするには、医業収益に対する人件費の割合が
50％程度まで落とさないと困難です。今は 65％まで上がっており、先程
事務局が説明したように職員の高齢化もありますが、診療報酬も年々下
がっています。昨年度療養病床の収益は約 10％下げられました。前と同
じことをやっていても 10％削られる診療報酬の改定の仕方です。計画の
段階では削られないことを前提に立てているので、それが厳しいところ
です。
改革プランの 20 ページや点検・評価報告書の 2 ページに経常収支比率
とあり、市の一般会計ではそれが低い方が良く、100％に近いと弾力性が
無いとされています。市と病院との違いと平成 32 年度には 100％となっ
ていますが、どのように算出した数値ですか。
100％にした理由は総務省の指導があり、改革プランの目的は黒字化が
最大の目標です。国との折衝との中で最終年度については、黒字化の計
画もあり、経常収益と支出の割合が 50：50 のとき経常収支比率 100％と
なります。それにはどうしたら良いかが年度で段階的に計画してありま
す。100％であれば収支がトントン、100％を超えれば黒字ということに
なります。
実績では毎年赤字ということですね。
残念ながらそうです。
点検・評価報告書の１ページに「訪問看護ステーションとの連携」と
あるが、訪問看護ステーションと地域包括支援センターとの違いを教え
てほしいです。これから自宅療養のため訪問看護が重要になってきます。
これからの医療でも重要視されると思うので、この部分をもう少し詳し
く教えてほしいです。
訪問看護ステーションは市の長寿介護課の管轄で、それが市民病院内
にあります。看護師の常勤が３名、非常勤が２名です。月に 50 人くらい
の訪問看護利用者数があり、職員はほぼフルで動いています。さらに利
用者数が増えてきますが、市とも協議して訪問看護師を増やしていきた
いです。しかし、看護師はなかなか募集をかけても集まらず、苦慮して
います。
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その看護師のうち何人くらい従事していますか。
訪問看護ステーションの看護師は専従で訪問看護だけをしています。
欠員がいますがなかなか補充ができていません。地域包括支援センター
についてはそれも訪問看護ステーションと同様に市民病院に併設されて
いますが、みなよし、なかよし、きたよしの３地区のうちのみなよしが
当院に入っています。
いろいろ相談にのって頂けると思いますが、地域包括支援センターの
利用はかなり増えてきていますか。
はい。院内での利用状況については、なるべく連携を取るようにして
病院で地域の行政のサービスが必要であれば、すぐに橋渡しを取ってき
てはいます。どれくらい増えてきているかについては、病院の組織では
ないので、即答がちょっとできません。ただ、病院の中に置いたことに
よって患者にはこの問題があるときは、市役所に行かずに院内で話をで
きるので、皆さんには好評で便利な状況を作れていると思います。
地域包括支援センターの最大の役割は、介護認定を受けられた人はケ
アマネージャーが就いて介護保険の中でカバーしてくれますが、一歩手
前で困っている人が介護認定を受けるとは限らないので、そこを動くこ
とです。今日も民生委員の方が出席していますが、困ったときは間に入っ
て頂いており、非常に大変な思いをされていると思います。その医療や
介護につなげる部分を地域包括支援センターが担ってくれるので、皆さ
んの負担が少しだけ軽減していると思います。これからの問題は介護保
険に認定される直前のギリギリで頑張っている人が大変になってきたと
きに包括支援センターが相当働かないと、介護保険を受けるまでの期間
が大変になってしまいます。それは市にもお願いして需要が増えるに
従って拠点を増やしたり、人数を増やすなどして民生委員さん達の負担
を少しでも減らす方法をとってもらえると、病院としても有難いです。
他にご質問はありませんか。無ければ、次の（3）国による再検証が必
要な 424 病院の公表について、事務局より説明をお願いします。
国による再検証が必要な 424 病院の公表につきまして、既に新聞や
テレビ等で報道され、ご存知のこととは思いますが、去る９月 26 日に厚
生労働省が 1455 の公立病院や公的病院の診療実績を分析し、みよし市民
病院を含む 424 病院が再検証要請対象医療機関として実名が公表されて
しまいました。厚生労働省は年々増加する医療費削減のために公立・公
的医療機関で民間の医療機関では担うことができない医療機能というこ
とで、次の５項目を挙げています。
(1)高度急性期・急性期機能や不採算部門、過疎地等の医療提供等
(2)山間へき地・離島など民間医療機関の立地が困難な過疎地等におけ
る一般医療の提供
(3)救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に係る医
療の提供
(4)県立がんセンター、県立循環器病センター等地域の民間医療機関で
は限界のある高度・先進医療の提供
(5)研修の実施等を含む広域的な医師派遣の拠点としての機能
国は 2018 年度末までには具体的な対応方針が地域医療構想調整会議
で合意されるよう取組みを推進することとしていましたが、未だに進ま
ない状況でした。このため国は４２４の病院を公表したということです。

どのような病院が公表されたかといいますと、資料の２の（１）と（２）
のいずれかに該当する病院です。
(1)診療実績が特に少ない公立・公的病院等については、がん・心疾患・
脳卒中・救急・小児・周産期・災害・へき地・研修、派遣機能の９領域
すべてで、地域における診療実績が下位３分の１の病院
(2)類似の機能を持つ病院が近接している公立・公的病院については、
自動車で 20 分以内の距離に、がん・心疾患・脳卒中・救急・小児・周産
期の６領域すべてで、「診療実績が類似する病院」がある病院
例えば当院から 20 分以内に豊田厚生病院がありますので、こちらにも
該当してしまうということです。どちらか２点が該当すれば即公表とな
りますが、残念ながらみよし市民病院は２点のどちらも全て該当してし
まったということです。
３の再編統合について、今回の発表については国から十分な説明が無
かったため、病院が大きな病院と統合して無くなってしまうと思った方
も結構いらっしゃると思います。そのあと国は全国で説明会を開催して、
医療の効率化の観点から、例えば病症の削減等や機能を分割させたり、
機能の集約化や機能転換を説明しています。機能転換というのは急性期
の病床を回復期にしたり、療養にしたりすることもそれも含めて再編統
合と言っているのであって、病院を無くすことではないと説明していま
す。したがって、当院につきましては再編統合の中の機能転換を進めた
いと考えています。
厚生労働省は 2016 年度に全都道府県で策定された地域医療構想によ
り 2025 年までには全国の病床で 13 万床は減少すると見込んでいます。
裏面の１にデータを掲載していますが、回復期を除く全ての病床が減少
するとなっています。回復期の病床だけは 15.2 万床から 37.5 万床に増
床するとしています。
みよし市と豊田市を含む西三河北部区域で愛知県地域医療構想による
と 399 床不足すると見込まれています。回復期は 264 床から 990 床に増
え、726 床不足すると県も想定しています。
国や県においても回復期は今後も必要と考えており、みよし市民病院
は地域包括ケアシステムに向けて急性期から回復期にシフトしています
が、福祉・医療・介護拠点施設あり方検討会議で、2025 年までには地域
包括ケア病床を 20 床転換するとしています。リハビリ機能を充実させ、
一般病床を 34 に減らし、回復期である地域包括ケア病床を 14 床から 34
床に、慢性期の療養病床を 54 床とする予定で現在準備を進めているとこ
ろです。
西三河北部区域では既に医療機能分化が成功しており、みよし市民病
院は他の病院からも必要と認められています。
特に在宅医療につきましては、みよし市を中心とする医療圏西部の在
宅医療支援拠点としての位置づけをいただいています。患者の急変時の
受け入れがあれば豊田厚生病院やトヨタ記念病院などの高度急性期の大
きな病院に搬送されます。こうした病院は多くは 10 日程度で退院しま
す。若い方々は日常生活に戻られる方も多いですが、高齢者はなかなか
10 日ではまだまだ治療が必要な方もいます。そうした方々は病院間で転
院調整をして、みよし市民病院に来られます。一般病棟では 20 日程度入
院できます。それでも退院できない方は地域包括ケア病床でリハビリを
受けながら在宅復帰に向けて 60 日まで入院ができます。なかには長期入
院が必要な方もみえますので、療養病床で入院することもできます。在
宅復帰をされた方も在宅医療を提供しながら、切れ目のない医療を行う
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ことができます。特に高齢者は救急医療や専門医療も大切ですが、病後
や日々に在宅医療を支える在宅医療が特に必要となってきます。そのた
め国が 2015 年に定めた新公立病院改革プランで市民病院のような中小
病院にあっては、介護保険事業と整合性を確保しつつ、回復期、療養、
在宅医療の拠点を担いなさいと明記されています。当院もその責務を全
うするため、今後も病院事業を続けたいと考えていますので、よろしく
お願いします。
今回の厚労省の発表に関して最大の問題だったのは、この時にマスコ
ミが病院の統廃合という廃止の「廃」を使ってしまったことだと思いま
す。本当は「医療機能」であったのを「医療機関」とマスコミが報じて
しまい、非常に大きな誤解を招いてしまいました。
こういう公表をした厚生労働省にも問題があったので、大きな会議の
中でそのことについて謝罪はされたのですが、最初に報道されてしまっ
たことはなかなか消せないので、大きな話になってしまっています。厚
生労働省は再編統合がなかなか進まないことに業を煮やして発表したこ
ともあります。愛知、東京、大阪は人口が増え、病院にかかる人も増え
ており、この地域に関して統廃合することはまだ早い状況です。この地
域は病床が足りないとしており、その状況でダウンサイジング等はこの
地域には合わない状況になっています。この方法で発表すると中小病院
は全て引っかかるようなことになってしまいました。豊田厚生病院と当
院のような慢性期、回復期を持つ病院を同じ指標で測れば比べ物になら
ない状況となります。わかっていて発表しているということは、議論を
活性化するために行ったと言っていますが、混乱を招いたため謝罪をし
たという状況です。
当院はこの地域として存在する必要があると我々も思っていますし、
周りの病院にも思っていただけていると思います。ただ、まだまだ努力
は必要だと思います。患者数が年々減っていたり、赤字がずっと続いて
いる状況はなるべく改善して、地域の皆さんに必要と思われるようにこ
れからも努力する必要があると思いますので、回復期や訪問診療に対し
て力を入れていくことを明白にして、皆さんに存在意義を確認していた
だければと思います。
ただいま説明がありました。ご意見、ご質問のある方はお願いします。
他になければ、協議及び報告事項を終了します。その他について、病
院事業管理者から説明をお願いします。
今日は大変お忙しいところ出席いただきありがとうございました。
厚生労働省の発表に対して、今どういう状況にあるかは院長や事務局
から説明がありましたのでご理解いただけたのではないかと思います。
年報の表紙にある院内保育所を平成 30 年から開所し、医師や看護師に
ついて定員 10 名でスタートしていますが、現在 12 名ということで、皆
さんに聞くと安心して働けるということで、51 ページのように一時保育
や病児保育も使わせていただいています。
別添のサツキ晴れにも院長の考えが掲載されていますので、後ほど読
んでいただきたいと思います。
市民病院としては地域包括ケア病床を回復期とするだけでなく、リハ
ビリも充実する必要があります。これで儲かるかと言われると儲かりま
せん。ここでいくらリハビリをやっても定額ですが、これは皆さんが家
に帰るということが目標なので、それは是非ともご理解頂きたいと思い
ます。
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最後に年報の 10 ページの組織図を見ると、かつて病院は医者がいる医
局と看護師、技師、薬剤師、事務局などで成り立っていました。今こう
いう状況になってきますと、いかに病院に入ってきて家にいけるかを考
えると介護保険を持っている人はケアマネと相談しないと成り立ちませ
ん。介護保険を持っていない人はどうやって介護保険を取れるかを病院
がお世話しないと無理です。病院が考えている医療と介護の連携は、患
者が安心して家に帰れるようにしたいということです。地域連携医療相
談室が相談にのっており、地域で安心して生活することがポイントと
なっています。当初は総看護師長１人でやっていましたが、今は看護師
１人と社会福祉士が２人、事務が２人で行っています。診療報酬でほと
んどもらえませんが、そうしないと家に帰れないという状況なので、病
院としては充実していかないといけません。
市の検診の行う医者は名古屋市立大学から派遣してもらっています。
学校の心電図の読影も小児科の医師と名市大の医師が協力して行ってい
ます。表にはあまりでませんが市と協力しながら保健事業も行っていま
す。おかしいと思うことがありましたら地域連携医療相談室に言ってく
だされば対応します。
今日はどうもありがとうございました。
ただいま説明がありました。ご意見、ご質問のある方はお願いします。
他になければ、以上を持ちまして、みよし市民病院運営協議会を終了
します。どうもありがとうございました。

