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第６回 甲賀市地域医療審議会信楽中央病院部会 議事録  

 

日  時：令和５年１月３０日（月）１４時００分～１５時００分 

場  所：信楽地域市民センター ２階 会議室Ａ・Ｂ 

会  議：１ 挨拶 

     ２ 報告事項 

（１）第８回甲賀市地域医療審議会の報告について 

     ３ 議事 

甲賀市地域医療審議会答申（骨子案）について 

 

出席委員：岡村謙平部会長、山本哲雄副部会長、大谷善一委員、 

大矢ルミ子委員 

傍 聴 人：なし 

事 務 局：中島院長、田中理事、小西事務長、明利事務長補佐、 

山本直樹事務長補佐、佐々木看護部長、木下医療技術部長、 

（医療政策室 熊野係長） 

 

 

14：00  

１．開会 

事務局 

甲賀市地域医療審議会信楽中央病院部会を開催する。 

本委員会は会議録作成のため、録音、写真撮影する旨の報告。 

各委員に確認の上、後日会議録を公表する。 

 

２．挨拶 

中島院長 挨拶 

コロナの第８波もようやくピークアウトした感じではありますが、 

高齢者施設等まだまだ安心できないところがあると思っております。 

コロナも５月から５類へと移行されると報道されていますが、そうし  

ますと補助金の問題や一般病床の運用の在り方等検討していき、これ 

からこそが本番だととらえております。本日は最終答申に向けてのご 

審議どうぞよろしくお願い致します。 

  岡村部会長 挨拶 

一昨年５月に甲賀市地域医療審議会に対して市立医療機関の在り方 

   について諮問をいただきました。中央病院については、審議会とこの 

部会においていろいろご意見を賜って参りましたが、本日はこの審議 

内容にについて集約した答申の骨子案のご協議をいただくことになっ 

ております。どうぞよろしくお願い致します。  

 

事務局 

審議会規則第３条により岡村部会長に議事の進行をお願い致します。  
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３．議事 

  議長       それでは、会議の進行をさせていただきます。 

本日の会議は１５時３０分までの予定となっておりま

すので、皆様のご協力をお願い致します。 

また、会議につきましては公開ということになって 

おりますが、本日傍聴の申し込みはありましたか。           

  事務局       本日までを申込期限としていましたが傍聴希望者は

いらっしゃいませんでした。 

  議長      傍聴者がないようですので、引き続き会議を進めます。  

本日は過半数の出席をいただいていますので、審議

会規則第３条第２項の規定により会議が成立すること

を報告させていただきます。 

では、次に報告事項の（１）第８回の甲賀市地域医

療審議会の報告について事務局から説明をお願い致し

ます。 

  事務局      甲賀市地域医療審議会の報告【資料１、資料２－１、 

資料２－２】について説明。 

欠席委員     書面提出にて、資料１の１ページの「求められる役  

割」では、出張診療・リモート診療体制について検討 

してはどうか、夜間診療や土曜診療については、人権  

費等より経費が掛かってしまうのではないか、また、 

２ページの内部要因では、事務長等人事異動による交 

代が多く、在職期間が短いため、経験のある事務長を  

外部から入れてはどうか等の意見→これらの意見につ 

いて、次期病院経営強化プラン策定に伴って検討して  

いく旨の報告。 

議長       ただいまの報告につきましては、次の４の議事内容 

と密接に関連いたしますので、引き続いて資料３の甲 

賀市地域医療審議会答申（骨子案）について事務局か 

ら説明をいただいた後、一括して審議に入りたいと思 

いますので、引き続きお願い致します。 

  事務局       議事の甲賀市地域医療審議会答申（骨子案）【資料３】

について説明。 

議長       ありがとうございます。今ご説明いただいた件につ 

きまして、答申としては骨子と合わせて検討経過、そ 

して最後に骨子に係る論拠を示すことになっているよ 

うでございます。この骨子に関しましては、本体の審 

議会と当部会でお声があった部分を反映させていただ 

いており、この説明につきまして皆様のご意見を頂戴 

したいと思います。 

議長       （１）の求められる役割についてですが、５つ目の 

        「救急２４時間対応の継続は困難であり」と断定して 

        ありますが、含みを持たす中で「救急２４時間対応は 

        困難である為」等の記述にしていただいたらいかがで 

        しょうか。 

事務局      議長のご意見につきまして、事務局と協議して、  
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次回の審議会の中で方向を示させていただきますので、 

ご意見として承らせていただきます。 

委員       この骨子は病院で作られたのでしょうか。 

事務局      審議会でできた骨子案になります。審議会での討議 

をするにあたって、まず中央病院部会でご意見をお聞 

きするということになっております。 

議長       まず審議会に骨子案を出す際に、部会の意見を示し 

たいと思っております。  

委員       資料１の２ページの内部要因の職員の問題に関して、 

職員が甲賀市の人事異動の中で配置され、適材適所に 

なっていないことも過去にあった等でこのような内容 

が出てくると思いますが、今の経営形態を維持すると 

いう前提で解決する方法は何かありますか。 

事務局      市では、ここ数年社会福祉士としての採用もしてお 

りまして、必要なところには専門職をおかせてもらっ 

てきております。福祉事務所としての機能強化という 

ことでの対応をさせていただいております。ここの課  

題と対策での病院経営というところに関してましては、 

今まで経営ということに精通していなかった職員が事 

務をしていたので、経営という視点で今後は人事的な 

配慮が当然必要だと思っております。ただ、事務長を 

外部からというところまでいけるかは不明なところが 

ありますが、精通した者をということは今後対応して  

いく必要があると思います。 

委員       人事政策として可能性はあり得ますか。 

事務局      可能性というよりも、対応していく必要があると思 

っております。 

委員       骨子案の３番目の課題と対策の中で、経常黒字化と 

いうことがありますが、黒字は非常に難しいもので、 

黒字にすればガイドラインは超えると思いますが、あ 

る程度の一定の補助金が公立病院であれば必要だと思 

います。経営努力とありますが、もう少しやわらかい 

表現にしてもらえたらと思います。 

議長       法定繰入だけではなく、プラスアルファも繰入が必 

要だということですね。 

委員       はい。 

事務局      今度策定する強化プランの中には、財政当局と繰出 

金についても協議することも謳われておりますので、 

どこまで可能か分かりませんが、財政当局と話はして  

いかなければならないと思います。なかなか黒字はむ 

ずかしいと思います。繰入金なしの赤字率というとこ 

ろを見ていくことも書いてあります。実質の収支率も 

注視していくようにと今回のプランには出ています。 

議長       諮問があったのは、市も財政が厳しい状況の中で多 

額の繰入をすることがむずかしくなっているとのこと 

でした。ガイドラインに基づいて強化プランを策定す 
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る中で、市とも財政当局ともお話しをいただいて、も  

との旧信楽町において法定繰入だけではなしに一定の 

額までは持ちますというルール化をされていましたの 

で、信楽中央病院が果たすべき役割を行う為にはどれ  

だけの繰入を市が持ってくれるのかをルール化をして 

毎年取り決めをしていただくことがいいのではないか 

と思います。もちろんその為には、病院の内部におい 

て意識改革もし、経営努力も必要であると、それも強 

化プランの中に入れていただく必要があると考えます。 

委員       公立病院として求められる役割がそこを削られると 

達成できるかいつも懸念しています。この厳しさをも  

ちろん市長にも分かってもらって、財政当局も健康福 

祉部も市民も病院も常に話をしていかないといけない 

と思いました。しかし、かなり経費節減はされている 

と思います。根本的にしていかないと、またガイドラ 

インが同じように繰り返されていくのではないかと思  

います。ガイドラインを超えるようないい姿になった 

らいいと思います。病院の制約がある中での問題解決  

は大変難しいですね。 

議長       診療報酬については、人口が少ない不採算のところ 

に対する診療報酬点数表というのはないのでしょうか。 

事務局      はい。ないです。 

議長       これから人口は減っていきますので、ますます不採 

        算になり、そこにおける医療機関の存在価値を数値で 

        図ろうとすれば、診療報酬を加算できるような何か方 

        策をとっていただくことも必要ではないかと思います。 

甲賀市だけではなく、全国国保診療施設協議会等を通 

じて何か働きかけをしていただくことはできないのか  

と思います。前の部会にて 1 年間で信楽には 36 人し 

か生まれていないとのお話がありました。団塊の世代 

から比べて 10 分の 1 以下になっており、全国的にも 

言える話です。今年成人になった方が 340 万人おられ 

て昨年生まれた子供さんが 80 万人です。全国的に見 

てもこのような数字になっています。何か政策として 

国に対しても要望をしていく必要があるのではないか  

と思います。 

委員       一般的にコロナで日本の医療体制や社会保険がこれ 

だけ充実しているのでこれだけで済んでいるという評 

価をされていて、もう一方では今回のコロナの対応で 

特に公的病院のところで地獄のような実態の中で頑張 

られたと評価されています。民間の中規模病院が場合 

によっては倒産されているところが出てきていること 

もある中で、公的病院だけが健全に運営されているは 

ずがないので、国にしろ地方自治体にしろ医療に対し  

てカバーをすることを当然のこととする必要があると 

思います。何にでも補填するというのではなく、必要 
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な政策でもってやっていただきたいと思います。コス 

トに合わないのでダメと機械的なカット論ばかりでは 

なく、生活の根幹に関わるところをサポートしてもら 

うことはどうしても必要だと思います。今回も相当対 

策を盛り込んでいただいていると思いますが、これ全 

てで黒字にできるかというと、現状に合わないのでは 

ないかと思います。 

委員       病院経営は、病院長の権限で任せるという風にした 

ほうが経営し易いのではないかと思います。 

議長       そのかたちが具体化されているのは、地方公営企業 

法全部適用あるいは独立行政法人になります。甲賀病 

院等を見てそのようにもっていったほうがいいのでし  

ょうか。 

委員       病院のことをよく知っているのは院長先生で、考え 

て経営してもらうのは、市長より院長先生がいいと思 

います。 

委員       経営としてはいかがですか。 

議長       信楽中央病院は一部適用で、全部適用は人事権も全 

て持つことになります。熊野係長お願い致します。 

事務局      はい。今おっしゃった通り、一部適用と言いまして、 

財務だけが適応されているかたちになりますが、人事  

権もということになると全部適用になります。このこ 

とに関しては、審議会の本体会議でも少し話があった 

中で、権限を得ようとすると責任も全て持つことにな  

り、本庁の人事課でしていることを病院の事務部が全  

てやるとなると、この手間が大変だということがあり  

ます。そうなると本体が小さい病院の事務部が大きく 

なってしまい、病院の経営にとってはプラスになりま 

せんので、なるべく事務的なものは本庁でしておりま 

す。全部適応にするとそれに伴ってしないといけない 

ことがたくさん増えます。 

委員       法務上は適応せずとも、もう少し甲賀市独自に動い 

てもいいのではないでしょうか。もう少し病院の先生 

やスタッフの話を聞いてみて、実態に合う一つの形を 

作っていけばいいのではないかと思います。そういう 

ことも骨子にも入れていったら少しふくらむと思いま 

す。 

事務局      実際、スピードも含め権限を持っていただくことは 

大変重要だと思います。課題と対策の中で書いており 

ますように、病院幹部主導で目標達成に向けた具体的 

な取り組みと進捗管理というところで、この部分で病 

院の権限を強化していきたいと思っております。病院 

をどのようにしていきたいのか、病院として責任を持 

っていただいて独自で経営をしていただけるような体  

制をという意味で書かせていただいております。 

委員       企業再生を経理部門だけが作っている再生プランは 
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失敗されている企業がたくさんあり、提出する為に作 

成し、教育できていないのだと思います。そこは皆様 

に考えてもらわないといけないと思います。真剣にな 

っていい姿になっていただきたいと思います。いろい  

ろなやり方があると思います。 

事務局      コンサルも今年度入っていただいています。各部長 

と共有するようにしておりますので、事務局だけでの 

共有ということも今後はございません。  

議長       院長に権限を持たせるとしても、一人では大変な負 

担なので、ブレーンが必要だと思います。人事がどの 

ようにできるかだと思います。現状ではそれは事務長 

の置かれた立場だと思いますので、事務長は事務の部 

長だけではなく、病院全ての取り纏めをしなければい  

けないと思いますので、今後も対応をお願い致します。 

委員       民間の病院でも黒字化は難しいと思いますので、い 

かに赤字を減らしていくかだと思います。あと、現場 

の声が反映されていないということが経営に結びつか 

ないのではないかというご意見もあり、聞かせてもら 

っていました。 

委員       ２ページの通院困難者の増加というのがありますが、 

このようにしたら来てもらえる等何か知恵がしぼれな 

いかという気がします。病院そのものではなく、ワゴ 

ン車等の民間の団体でボランティア的になると思いま 

すが、多羅尾や田代に行って実際に何かできることか 

ら具体化していったらいいのではないかと思います。 

議長       病院としては、在宅医療の強化というものが挙げら 

れていますが、病院だけでの送迎はコスト的に難しい  

ので、バス等の拡充を市の政策として何か取り組んで 

いただくことも必要かと思います。 

事務局      今は、出張診療で多羅尾 20 人～25 人、田代 10 人 

弱、朝宮約 10 人おられまして、この方々が通院困難 

者ではないかと考えられます。それに合わせて訪問診 

療を月約 50 件させていただいております。それ以外 

にバス等なりますと、費用対効果の部分もまた出てく 

ると思います。 

委員       市の交通政策としては通院の部分は大きいと思いま  

す。例えば、一部の民間病院のように「中央病院」と 

書いたバスを走らせるというのは現実的ではないと思 

います。今、市の政策として移動販売がありますが、 

約 1 年すると流行っているところと流行っていないと  

ころがはっきり分かってくると言われています。この 

ように具体的にできることがあれば、もう少し移動手  

段を工夫してみると顕在化してくるニーズもあるので 

はないかと思います。 

  議長       いろいろなご意見を頂戴しておりますが、どのよう  

に生かしていくかと事務局で整理をしていただいて、  



7 

 

例えば交通政策でしたら他の部署へ引継ぎが必要でし 

ょうし、強化プランの中に入れるものが必要でありま 

したらそれでいいですし、院長への権限という運営へ 

の基本に関しましては、引き続きの検討にもなってく 

れば、答申のところにも持っていくべきだと思います。 

整理をして次の審議会に臨んでいただきたいと思いま  

す。なお、当部会も答申が出たら終わりというわけで 

はなく、答申をベースとした経営強化プランの策定に 

向けて引き続いての検討を当部会にてすることになっ 

ております。何かご意見ご質問ございますか。  

それでは、本日の議事はすべて終了いたしました。  

進行を事務局にお返しいたします。 

 

事務局      岡村部会長ありがとうございました。それでは閉会  

         にあたりまして山本副部会長から閉会のご挨拶をお願  

     い致します。 

 

  山本副部会長 挨拶 

    地元に密着した病院として、市民の健康と福祉を守っていくという  

ことは欠いてはならないことだと思います。また、時代が変わると患 

者さんのニーズも変わっていきますので、変えなければならないこと  

は変えていっていただいて、より良い病院になりますように願ってお 

ります。 

 

事務局      次回のスケジュールですが、本体審議会答申が 2 月 

20 日になり、それ以降になります。議会との兼ね合い 

がありまして、また調整させていただきます。どうぞ 

よろしくお願いたします。 

委員       次回の部会は答申の報告とガイドラインに基づくプ 

ランの策定でしょうか。 

事務局      プランの策定につきましては、次年度委託契約を考 

えておりまして、まだ予算が通っておりませんので、 

プランについては委託契約が終わってからの協議にな  

ると思います。申し訳ございません。 

 

  事務局      これをもって甲賀市地域医療審議会信楽中央病院部  

          会を終了させていただきます。 

   

15：00 閉会  

   


