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広島県病院経営外部評価委員会（27年度第2回）議事録 

 

１ 日  時  平成27年11月9日（月） 午後５時００分から６時47分 

２ 場  所  広島県庁 北館 第１会議室 

３ 出席委員  谷田委員長，河野副委員長，塩谷委員，檜谷委員，平谷委員，和田委員 

４ 議  題  （１）経営計画の取組状況（平成26年度）の評価取りまとめについて 

         （２）平成27年度上半期の取組状況について 

５ 担当部署  広島県病院事業局県立病院課調整グループ 

        （０８２）５１３－３２３５（ダイヤルイン） 

６ 会議の内容 

 

委員長：定刻となりましたので，平成２７年度第２回広島県病院経営外部評価委員会を開催

いたします。みなさん，お忙しい中をお集まりいただきありがとうございます。本日の議

題を予定しておりますのは３つであります。皆さま方のお手元に会議次第に載っておりま

す経営計画取り組み状況の評価については，評価をいただいておりますが，それにつきま

して若干議論を必要とするところを皆さま方から意見を頂戴したいと思います。２つ目が

平成27年度上半期の取り組みについて。３番目，それらを受けた上での経営計画等へのご

意見を伺うということで，課題，必要な取り組み，意見等を頂戴したいと思っております。

時間といたしましては，議題の１をおおむね17時45分ぐらい，２につきましては30分程度，

残りの時間を３に当てたいと思います。終了時間はおおむね18時40分ぐらいを予定してお

りますので，皆さんのご協力をお願いしたいと思います。では，よろしくお願い致します。

議題に入ります前に，「外部評価委員会スケジュール」について，事務局から説明をお願

いします。 

事務局：それでは，まず資料の確認をさせていただきたいと思います。まず，配席図，とA4

横の表紙に会議次第と記載しております資料，A3の右上，別冊１と記載しております経営

計画の取り組み状況と，A4横の右上に別冊２としております26年度上半期の取り組み状況

について，右上に参考資料１と記載しております県立広島病院の改善活動と，最後にA４右

上に参考資料丸２と記載しております，県立広島病院TQMサークル活動報告，以上の６種類，

資料をお配りしておりますけども，配布もれなどございませんでしょうか。それでは，恐

れ入りますが，表紙に会議次第とあります資料の２ページをお開きください。二重線で囲

っておりますが，本日第２回目のスケジュールを記載しております。まず前半で１，点検・

評価と致しまして，平成26年度の取り組みについて評価の取りまとめを行っていただきた

いと思います。この取りまとめを踏まえまして，年内には評価報告書を作成，公表する予

定としております。また，後半では２，意見・提言としまして，各病院の平成27年度上半

期の取り組み状況を踏まえまして，今後の取り組むべき方向性などにつきまして，委員の

皆さまから，幅広なご意見やアドバイスをいただきたいと考えております。説明は以上で

ございます。 

委員長：ありがとうございます。日程につきましてはよろしいでしょうか。それでは議題１

に入りたいと思います。事務局から説明をお願いします。 

事務局：それでは，先ほどの会議資料の４ページをお開きください。評価報告書の案でござ
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います。これは，本日ご議論いただくためのたたき台としまして，事務局で作成したもの

でございます。次のページ，５ページ，６ページ，そちらの右側に評価表がございますが，

この評価表の取りまとめを行っていくために，作成した資料ですが，A3の別冊丸１，経営

計画の取り組み状況，こちらございます。恐れ入りますが，こちらA3の横の別冊１をご覧

ください。各委員の皆さま方から，事前に評価やご意見を頂いておりますが，それらを事

務局側である程度まとめさせていただいたものが，資料の左半分，左側の委員会評価案と

委員会意見取りまとめ案でございます。最終的にはこれらが，評価報告書の評価表となる

ものでございます。また資料の右半分ですが，各委員の皆さま方から事前に頂戴致してお

ります評価とご意見をすべて記載しております。ご覧のとおり二重丸や丸などの評価やご

意見もさまざまございますので，本日はこれらを最終的な委員会の評価として取りまとめ

いただきたいと思います。特に今回評価が分かれている項目でございますが，１ページ目

の下に破線で囲っておりますが，広島病院の４番目の地域医療への貢献でございます。こ

ちらについては，委員会評価案の欄は空欄にしております。委員の皆さま方には，特にこ

の空欄にしている部分の取り扱いなどはじめ，その他の評価や意見の内容，さらに評価報

告書案の内容につきましても，ご協議いただきたいと思います。説明は以上でございます。 

委員長：はい，ありがとうございます。今，ご説明いただきました通り，最初は会議次第の

４，５，６ページに関しましてのご意見と，それからそれに先立っての別冊１の中で，大

きく評価が分かれている点，あるいは，どうしても確認しておきたい点がございましたら，

皆さま方からご意見をいただきたいと思います。ざっと見ましたところ，今回はそれほど

大きく意見が割れているという点はございませんで，別冊１の破線で囲まれているところ

に，一重の丸か二重丸かというところで分かれていますね。あとは大きく割れているとい

うところはありませんが，委員の皆さま方から，確認したいという方がいましたら，お願

いします。 

委員：26年度評価の２の評価結果の総括の下から２行目，３行目で，経営面においては，１

億1000万円の経常利益を確保しているものの，消費税の増税などの影響から医業費用の増

加額が医業収益を超えていると。大変厳しい状況になっているという表現が，せっかく努

力して１億1000万の経常利益を出して，これを委員が前回言われたのを覚えていて，経営

状況は楽観できませんよいうことをおっしゃっていましたが，確かにそうなんですけど，

そのまとめとして１億1000万の経常利益を確保しながら大変厳しい経営状況というのが，

ちょっとマッチングしないかと。言い方ですよね。超えているなど一部では，まだ経営基

盤が確立されていない状況も見受けられるとかですね。せっかく病院が努力された中で大

変厳しい経営状況というのはちょっと違うと思いますがその辺りどうでしょうか。 

委員長：おそらくこれは言うべきところは，経常利益を確保しているということがメインの

述語になった方が良いんですかね。 

委員：そうですね。 

委員長：この辺は，委員いかがですか。 

委員：はい。環境は厳しいがよく頑張ったという言い方のほうに，前後変えた方がいいです

ね。 

委員：この取りまとめの案をずっと見させていただいたんですけど，委員の意見をそのまま

100％ほぼそのまま出しているという事務方としての，考え方とかもうちょっとしっかり，
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コピペじゃなくて，多少は考えられた形でのこういう案を作られた方が，事務方の存在意

義というか，事務方のアイデンティティというのも私はここで出していくべきだと思うん

ですけど。ほとんど，コピペですよね。 

委員長：おそらく，これは委員会の権威に配慮してのことだと思いますが。あまり事務方で

作文してしまうと，かえってどうなのかな，ということで，これは委員の気持ちは分かり

ますけれども，そこは少し，どこかに事務方の意見が少し入っているんじゃないかと思う

のですが。今，先生が指摘された部分は，まさにこれが，事務局の経営サイドの考え方で

すね。経常利益は出しているけれども，厳しい傾向，環境変化がありますよということで

はないでしょうか。 

委員：要は報告書を作れば良いということではなくて，報告書が意味あるものになるように

するためには，事務方としてどう貢献できるか，というスタンスは，私はやはり事務方に

しっかり持っていてあげたいと思うんです。確かに委員の意見は尊重してやるんですが，

それを一字一句違わずに右から左へ写していくというスタンスで本当に良いのかどうか。

多少とも句読点も考えた痕跡が見られない，これではどうかと思います。 

委員長：厳しい意見をいただいていますけども，いかがですか。 

事務部長：申し訳ございません。委員長がおっしゃるとおり外部評価委員会ということで，

委員の皆さんのご意見をなるべく大切にしましょうということで，こういう形にさせてい

ただいているのですが，塩谷委員のおっしゃることはよく分かります。事務方としての考

え方は，先ほど委員長がおっしゃったように，大変厳しい経営状況というところについて

は，我々の思いも出ている部分が多少あるんですけれども，まとめていく中では，そうい

った部分も含めてやっていくということが考え方としてはあると思いますので，そこは少

し工夫をさせていただきたいと思います。 

委員長：ただですね，取りまとめを任されている委員長と致しましては，できるだけ委員会

の意見を反映したいとは思っています。そうでなければ委員会の存在価値がなくなって事

務方主導になってしまうのも決して良くはないと思います。塩谷委員がおっしゃっている

内容についても，その通りだと思います。それは，項目の中とか構成とか，内容に関する

ところで指摘をしていくような話ではないかと思うんですが。 

委員：私が思いますのは，私が意見を書かなければ，事務方はどうやって委員会の意見を取

りまとめて，シナリオを書いたのかという疑問があるんです。私もこうやってその評価を

できるようにする，外に出しても良いような形で出してしまっている私の責任もあるのか

もしれませんけど，事務方には指揮総統者として，いろんな意見を勘案した中で，それを

作っていただくという形にしていただきたいという期待なんですけどね。二病院に変わり

なさい，変わりなさいというだけでなく，事務方もしっかり変わっていくというスタンス

を，例えばこの評価法で見せていただきたいということなんです。 

委員長：同じ内容を言うにしても，コピペはいかんと。 

委員：そうそう。これは私が高松市の病院事業で今そういう苦労をしていますから，身内の

悩みを広島でぶちまけているという感じでもあるんですけど，やっぱそれは事務方として

もちゃんと考えてやられた方が，事務の成長ということから言えば大事なことじゃないか

なと。 

委員長：ありがとうございます。これは，私にとってもアドバイスと思って，県と協力しな
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がら進めたいと思います。よろしくお願いします。これは私からですが消費税問題はふれ

た方が良いですか。この統括で消費税増税などの影響からとあるんですが。全国の病院で

そうですが。 

委員：基本的には消費税が３％アップしたことによって，経費が増えた，損税が増えたとい

う事実は，どの病院さんも均等にあるんですけれども，特に急性期医療で医療機器をたく

さん買うような病院については，余計に負担が重くなっているのは事実です。ですから，

この消費税アップによって経費が増えたという事実から，それをどういうふうにカバーし

ていくかという病院の努力があると思いますので，単なるこの経費増は，いわゆるコント

ロールできない経費増ということになるので，入れておいても良いのではないかとは思い

ますが。何か委員長は気になるところがあるんでしょうか。 

委員長：どこの病院も同じで，どこの病院も同じように消費税が上がっている。委員がおっ

しゃったように高額の医療機器については買うからですよ。いっぱい買うからという見方

もできるんです。 

委員：物には耐用年数がございますから，早く買わないと10％なってから買ってもより高い

経費になりますので。 

委員長：ということはセーブしたことになりますよね。10％になるものを８％で買った，と

いうことは２％安く買ったということに。 

委員：ただ，いわゆる消費税は特に急性期病院が多くかかるという事実から，これが原因で

どの病院さんも悪くなっていますので。 

委員長：経営努力が足りないからだという見方もできますよね。 

委員：それは消費税対策という形で，どれだけ残りのほかの経費を削減する努力をしたかと

いうところです。これはあくまで外部環境の話で，消費税がアップして一般的に経費が増

える。それに対して，いわゆる自分の病院として，どういうふうにその消費税アップに対

して，対抗措置をとったかというところは，収支のところで議論できているのではないか

と思うんです。例えば，私が11番，費用合理化対策のところで，一重丸にしているのは，

消費税対策としては不十分ではないかというところがあるんです。 

委員長：ですが，ほかにもインパクトのあるコストのアップは消費税以外にもたくさんある

と思います。もっともっと例えば人件費が上がったですとか，ベネフィットの移行が遅れ

ているとかですね，ほかにもあると思いますが。あるいは，収益確保の機会を逃している，

色んな要因の中であえてこの社会保障に投入される税をマイナス要因として上げることが，

県立病院のスタンスとしてどうなのかということが疑問なんです。他のことをすべてやり

切って，なおかつ税問題がインパクトがあったと，これのせいでおかしくなったんだとい

うのであれば，それはそれで良いんですけど。 

委員：いわゆる病院でコントロールできる経費と，コントロールできない経費の中で，例え

ば消費税アップ分をどれだけ値下げ交渉で頑張ったかという議論もあるんですけれども，

いわゆる外部環境として消費税アップが，一般的に病院に与える影響に対して，この病院

はどういうふうに対策を取ったか，というふうに説明をしているのではないかと思うので

すけれども。消費税の増税というのは外部環境として大きな影響であるのは間違いないと

は思います。 

委員長：１億以上の経常黒字を計上しているわけです。ということは，良いじゃないですか。
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それ以上に必要あるのかなと。それさえなければ，もっと利益が出ていたのにと言いたい

ようなんですね。 

副委員長：ちょっとよろしいですか。僕も委員長の真意はよく分からないんですけど，収益

は同じ医療していた場合上がらないわけですよね。経費だけが上がるわけだからうまくい

くわけがないですよね。少なくともその面では。すべての努力をして，それで消費税が上

がったら絶対にうまくいかなくなるわけですよね。だから，ちょっと余裕が合った方が良

いのかなと思います。非常にストリクトのところまでずっとやっていて，そこで外的要因

がとやってくると，もうそこでできることがないですよね。普通の経営状況として。その

会社は潰れるしかないですよね。 

委員：よく出た影響で，為替の影響で今まで頑張ってきたけど，急に為替が悪くなって，努

力の範囲外で大赤字になったと。いうのは一般の企業でもあり得るんですね。そのときに

は，もうあらゆる努力をやっていて，一銭の経費削減もできないというところに，為替の

影響が出てきたら，その会社は大赤字になるんです。そのときのために，各病院である企

業さんは，利益留保を安全のためにしているので，何年か持ちこたえられるようにやって

いるというのが現状なので，この病院についてもよく消費税アップの外部要因に対して，

それなりの対策を講じて，なんとか黒字を出しました，とそういう表現で良いと思います。 

委員長：そういう表現がいいんですね。 

委員：そういう風な形に変えれば良いんじゃないかと思いますし，この消費税アップはやは

り病院経営にとっては非常に大きなインパクトを持っているので，ジェネリックにこれだ

け変えてこれだけ黒字だったというよりも，遥かに外的要因としては大きい，というよう

に思いました。 

委員長：その会計監査の用語がほしかったです。消費税の増税などがありながらも，経常利

益が黒字になったというところを高く評価するということですね。すみません，皆さん方

のご意見いただきたいところで，４番の方に別冊１の４「地域医療への貢献」というのを

議論して二重丸にするかどうかということになります。意見は分かれているというほど，

分かれているわけではありません。 

塩谷委員：地域特性とか病院の医療機能の違いによって，地域医療に対する貢献の内容とい

うのは，異なってくると思うんです。求められる医療機能を基本にすれば，そういう観点

から言えば，県立病院の県立病院としての地域貢献というのは色んな人材の育成であると

か，ＫＢネットですとか，そういうのをやられているようですし，その結果としての紹介

率90％以上ということで私は二重丸をつけたんですけどね。これが，一つ丸というのが外

に出た場合に，ちゃんと理解して，一つ丸の意味を見ていただける人であれば良いのです

が，基本的にはなかなかそういう理解はなく，まだ県立病院は二重丸までやってないんだ

なと思われることが，今県立病院のこの２～３年の職員の努力を見てみるとそれは気の毒

だと思うんです。そういう観点から私も二重丸にしたんですけど。 

委員：おっしゃるとおり，地域医療について県病院が頑張っているのは事実なんですが，同

時に地域医療を担う役割と高度先進医療を担う役割というのは，これがちょっと相反する

ところがあるので，地域医療という言葉に県病院が馴染みにくいなというところがあるん

じゃないかなと思っています。それと今，広島市の４病院の連携についてもなかなか進み

にくいといところが実際に問題点が少しずつ明らかになってきていて，ここを解決してい
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くという点での，病病の４病院連携での地域医療，それから県病院として，県全体をカバ

ーするという高度先進医療の役割と，この県病院があるこの地域の地域医療と，地域包括

ケアの全体の役割と。少し難しいなと。どう考えていくかと。今，やってないということ

じゃなくて，これからどう考えるかという非常に大事な点になるところなので，僕はまだ

これから頑張ろうというところで一重丸にしています。 

委員長：ありがとうございます。今の委員の話を伺いますと，その意見の委員会の意見の中

に今の御意見を少し反映した方が良いのでしょうか。 

副委員長：おそらく県病院の自己評価が一つ丸なので一つ丸ということだと思うんですが，

県病院の考えとしては，いつも言われるのは南区の病院だと。もうちょっと県病院なんだ

から広島県全体を見なければならないというのをずっと前から言われていますよね。そう

いうような意味で，一つ丸にされたんではないかなと。まだまだやりますよ，という意味

で一つ丸にされたわけですよね。 

広島病院院長：県病院の立ち位置ですよね。委員もさっき言われたように，県病院はある意

味非常に複雑で，一つはやはり県全体を見るような役目と広島市を中心とした地域を見る

役目と２つがある。それからもう一つ人材育成という３つを持っているんですけど，その

辺りをより明確化するということをしてたんですけど，今の段階では県全体を見ていると

いうのは，今までの機能からすると災害関連ですね。こういったものは県全体の基幹災害

の指定を持っていますから。そういうものからの母子総合医療センター，ハイリスク分も

受け入れるなどですね。HIVに関しては大学と３つの市民と３つなんですけども，大きいと

ころではそういった点だろうとは思うんですけども，地域の中でどのように連携を持つか

というのは，ここからが先生が言われているような４病院が似たような機能となっていて，

特色付けてそれぞれの棲み分けになってくるのが，まだうちはできていないなと思ってい

ます。 

委員長：委員はいかがですか。地域医療ということについては。 

委員：広島市域のことについては，報道なども含めて結構出てきているように思うんですが，

私は以前，県立病院は東部とはあまり関係がないようなことを言って，お叱りを受けた記

憶があるんでが，改めてそうではなくて東部との連携というのもあるんだなということを

勉強しまして，今回見たときには神石高原病院，尾道総合病院への医師派遣以外はあまり

書いてなかったんです。そういったところも，広島県立病院の意味としても大きくあるだ

ろうというのを思ったことと，病院自身が一重丸というところもあって，私も今回は一重

丸にしております。外に見えるとどうなのかなということも今塩谷先生のお話を伺って思

ったんですけれど，県全体の中の広島県立病院というところも，実際もっとやっておられ

るところも，もうちょっとあるんじゃないかと思いながら，書きぶりの中でしか判断でき

ないので，私はこういう形にさせていただいて，次回新たな取り組みですとか，既にやっ

ておられることを補足いただいて二重丸になったら良いのかなと思いました。 

委員長：ありがとうございます。私は200医療機関とのKBネット接続とか，1,750医療機関の

連携証の発行という数字はすごいと思っています。この数字が物語っているんです。地域

医療のシステム見直しを進めていこうという中で，かなり積極的に取り組まれたというこ

とを評価して二重丸にしたんですけど，今お話を聞いてますと，これからの部分について

は，文章的な表現の中で期待しつつ，一つ丸というようなのが良いのかなと思うんですが。 
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塩谷委員：私も委員会の意見取りまとめ案を見ると，二重丸の意見ですよね。ですから，今

の２人の委員のおっしゃった意見を，この中に組み込んで一つ丸にすれば，二重丸に近い，

一つ丸ということで理解していただけるかと思います。その辺りは事務方の力ですね。 

委員長：：ぜひ，そこはよろしくお願いします。ではここは一つ丸ということにしたいと思

います。その他，次のページはどうでしょうか。 

委員：今の４番を一つ丸にすると，13の項目のうち，二重丸は４つというのが委員会評価に

なります。総合評価は二重丸という方が多いのですが，ここは議論すべきではないかと思

います。 

委員長：全体として二重丸の数が少ないのに，総合で二重丸というのは，なかなか理解しづ

らいと。 

委員：結論としては，あるのかもしれないと思うんですけど。 

委員長：その辺に関しましていかがでしょう。 

委員：目標に対しての成果が，二重丸か一重丸かで評価するのか，全国のスタンダード，全

国47都道府県の県立中央病院のスタンダードと比べてどうか，と評価していくのか，どう

かというその辺りだと思いますね。私は二重丸の評価にしたのは，やっぱり全国に比べて

胸を張れるような仕事をされているということです。その中でどうするのか，それをコメ

ントに入れて二重丸にするか，さっきと同じように一つ丸にするか。 

委員長：ここは，個別の項目の足し算ではなくて，全体のまさに総合評価で見たときに，ど

ういうのがよろしいのかという意見でよろしいですね。 

委員：もっと頑張れという意味で二重丸にしなかった項目も多いと思うんです。そのことと，

今年一年最終的に頑張った結果を見たときに，個別の評価は応援が多く入っている感じな

んですけど，全体で見たときには，非常に良く頑張っていらっしゃる病院ということで，

二重丸で良いのではないのかと私は思いました。 

委員：冒頭に疑問を呈したことと同じで，委員の私の意見は，全国の大規模自治体の模範と

なるものであり，高く評価したいということを書いているんですけど，左の方ではそれが

削られている。その辺りはどういうことなのかなと。 

委員長：ここは，塩谷委員の答えになりませんけど，結局，評価委員会の評価委員会たると

ころのここは総合評価ですから，合計点ではなくて総合的に見て県立広島病院は非常に良

くやったという評価をしているという理解でいますが，やはり書きぶりのところが少し落

としているところがありますので，やはりこれは評価委員会として，全体を評価したとい

う旨はここではっきりと示しておきたいと思います。それでよろしいですかね。 

委員：二重丸で良いと思います。 

委員長：はい。ありがとうございます。 

委員：委員のおっしゃるとおりで，計画の評価の二重丸が計画通り順調であるということで，

目標を高く設定すれば，もう一歩，もう一歩と，自己もそうですし，周りからもそういう

ふうになっちゃうから，これは実際に実績としては二重丸で十分いいと思います。 

委員長：ありがとうございます。二重丸のまま，少し内容について検討したいと思います。

安芸津病院に移りたいと思います。資料の３ページ目，３番が自己評価〇で委員会評価は

◎です。４ページ目には△もあります。費用の合理化がジェネリックしかないというのが

安芸津病院の評価につきましては，皆様方の評価を委員会の評価として，このまま進めて
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よろしいでしょうか。では，安芸津病院に関しましては概ねこの内容で進めたいと思いま

す。ただ最初，塩谷委員のご意見ありましたので，再度そこは文言等を少し見直しは致し

ますが，委員会の評価と致しましては，この案をそのまま用いたいと思いますので，よろ

しいですかね。そうしましたら，以上で評価の取りまとめ議題の１を終了したいと思いま

す。続きまして議題の２に入りたいと思います。事務局から説明をお願い致します。 

事務局：それでは，A4横の右上に別冊②という資料をご覧ください。平成27年度上半期の取

り組み状況についてでございます。まずは広島病院についてでございます。主なものをご

説明致しますと，取り組み項目の２つ目，生育医療機能の強化でございます。MICUの増床

でございますが，４月からMICUを3床増床しておりますが，入院患者が前年度と比較しまし

て558人増加しておりまして，受け入れ体制の強化を図った成果が現れております。また，

MICU退院期を支援しております，市町の保育系保健士との連携を深め，MICU退院時の育成

支援を強化するため，子育て支援連携強化会を開催しているところでございます。続きま

して，その下，がん医療機能の強化でございます。その２つ目の丸のところですが，ひろ

しまがん高精度放射線治療センター開設への協力につきましては，10月１日のオープンに

向け，開業前の職員の研修受け入れや放射線技師を１名派遣しているなど人的支援を行っ

ているところでございます。続きまして，１ページの１番下の段，地域医療への貢献でご

ざいます。連携医療機関からの要望を受けて，土曜日に新たに紹介専用のMRI検査枠を新設

しまして，地域の医療機関からの紹介における高額医療機器の医療促進を図っております。

また，医療安全対策に関する研修会の開催や，災害救護計画に関する地区医師会との協議

を行うなど，地域医療への貢献にも努めております。続きまして，２ページをお開きくだ

さい。ページの上段，医療の質の向上の中の２つ目の丸，改善活動の推進でございます。

こちらにつきましては，参考資料をご用意しておりますので，そちらをご覧いただきたい

と思います。参考資料１，県立広島病院の改善活動をご覧ください。参考資料１でござい

ますが，そちらの４番の推進体制に記載しておりますけども，広島病院では今年度から改

善推進部を新設致しまして，本格的に改善活動に取り組んでおります。その上の３，取り

組み方針でございますが，５S活動，TQM活動，VMPS活動の３項目を取り組みの柱と位置づ

けまして，改善活動を展開しております。平成27年度上半期は５S活動におきましては，５

Sの整理，整頓，清掃，清潔，しつけのうち，整理を病院全体で実施しております。TQM活

動につきましては，12の活動チームを編成し，それぞれが身近な業務上の改善テーマを選

定して，改善の課題の解決に向けて取り組んでおります。VMPS活動につきましては，アメ

リカのヴァージニアメイスン病院が取り組んでいる改善活動で，トヨタ生産方式をベース

にした医療安全，及び医療の質の向上を図るものでございます。VMPS活動では，部門横断

的な課題に取り組む活動として，外来待ち時間の短縮と，中央採血室の設置を検討してお

ります。なお，TQM活動につきましては，参考資料２，TQMサークル活動報告に記載してお

りますが，改善の成果発表会を開催しております。 時間の都合上，中身の紹介は割愛さ

せていただきますけども，これらTQM活動をはじめとする，改善活動を通じて，改善を組織

風土として定着させ，医療の質及び安全の向上，患者サービスの向上，職員の負担軽減な

どにつなげていきたいと考えております。続きまして，取り組み状況の資料に戻っていた

だきまして，２ページの中ほどに人材の育成，派遣機能の強化，医師の育成活動でござい

ます。平成27年度の初期認証研修のマッチングの状況は，定員17名に対し，９年連続のフ
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ルマッチを達成しております。続きまして３ページをご覧ください。３ページの危機管理

対応能力の強化，災害発生対策，院内感染防止対策でございます。そのうちの，DMAT隊の

出動対応では，広島市内の中学校で集団発生した熱中症患者の受け入れや，同じく広島市

内で発生した火災現場にDMAT隊を派遣するなど，災害医療に尽力しております。続きまし

て１ページ開いていただいて，４ページをご覧ください。４ページ，安芸津病院について

でございます。１，医療機能の強化と患者サービスの向上の１段目，医療機能の充実でご

ざいます。今年度から新たに緩和ケア課を新設し，週１回の外来診療を開始しております

が，これまでにのべ92名の方の診療を行っております。続きまして，取り組み項目の３つ

目，在宅療養支援につきましては，24時間の訪問体制の構築や院内マニュアルの改訂など，

在宅療養支援病院に向けた取り組みを行っております。続きまして，取り組み項目の５つ

目，人間ドッグ・がん検診等の受け入れ強化でございます。地域イベントへの参加や，医

療公開講座の開催を通じたがん検診等の受診促進や地元企業や自治体に対する広報活動に

取り組んだ結果，検診件数は1283件と，前年同期を161件上回っております。続きまして，

５ページをご覧ください。経営計画の目標指標と上半期の達成状況でございます。広島病

院では，平均在院日数，紹介率，逆紹介率など６項目が，安芸津病院では検診件数の１項

目が目標を上回っております。上半期時点で未達成となってる項目につきましては，上半

期取り組みを強化してまいりたいと思います。続きまして，６ページをお開きください。

各病院の上半期の経営状況でございます。まず，広島病院でございますが，左上のグラフ

ですが，新規入院患者数と平均在院日数でございます。広島病院では，DPC病院２軍をめざ

して，さまざまな取り組みを行っておりますが，そのうち診療密度を上げるための取り組

みとして，新規入院患者の獲得と，平均在院日数の適正化に取り組んでおります。左上の

グラフも棒グラフにて記載しておりますが，新規入院患者につきましては昨年度を上回っ

ておりますが，目標には達していない状況でございます。その結果，右の下のグラフ，入

院収益でございますが，目標には達成しておりませんが，昨年度との比較では上回ってお

ります。次のページ７ページをご覧ください。外来の状況でございます。外来につきまし

ては，日帰り手術の増加などによりまして，患者数，収益ともに目標をともに上回ってお

ります。続きまして，１ページはぐっていただいて，８ページをご覧ください。安芸津病

院の状況でございます。入院の状況につきましては，右上の病床利用率は前年を上回って

おりますが，右上の入院単価，右下の入院収益とも前年を下回っております。左下にグラ

フにございますが，地域包括ケア病床につきましては，94.9％と高い水準で稼働しており

ます。10ページをお開きください。四病院の上半期の経常収支の状況でございます。各表

の下，経常収支を太線で囲っておりますけども，それぞれ広島病院につきましては，昨年

度と比較して1億3100万円上回っておりますが，目標には1億4400万円未達でございます。

安芸津病院につきましては昨年度との比較で1,200万円下回り，目標にも4,000万円未達と

なっております。私からの説明は以上でございます。 

委員長：ありがとうございます。平成27年度上半期の取り組みについて，委員の皆さま方か

ら御意見がございますでしょうか。 

委員：１ページの一番下の地域医療への貢献というところで，連携診療所からの要望を受け，

土曜日に新たに紹介診療，MRI検査枠を設置しました，というのがあり非常に優れた取り組

みだと思うんですけれども，いわゆる全部適用，公務員制度の枠の中で，どういうふうに
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実現されたのかということをお伺いしたいと思います。 

広島病院院長：MRIはいろいろな地域の開業医の先生を回ったときに，土曜日もあったら良い

ですねという話がありました。既に土曜日には実はもう１台やっていたんですが２台目を

使うかどうかということだったんですね。CTは結構時間外とか土曜日もやったんですけど

も，それほどニーズが無くて，MRIのニーズに関しては主には院内からの検査を土曜日枠を

２つ入れている。外部からのはどの程度あるかわからないので，始めたといっても今はま

ず１枠だけを空けている感じです。これが増えればどうするかなんですけども。ほかの方

の病院も土曜日にやったりしているんで，どこまで増やすかというのはちょっとまだ考え

ものです。一応，そういう要望があったからというので，少し試しにやってみようという

感じでやっています。先は本当にニーズがどうなるかは分からない。 

委員：放射線技師の方々の時間の枠を変えたとか，新たに人を採用されたとか，そういうこ

とはあったのでしょうか。 

広島病院副院長兼事務局長：元々１台は院内の患者さん向けに稼働しておりました。それを

この度，２台運用しようということで，従来は平日の17時以降に２時間程度稼働していた

ところを，やはり地域との連携を強めるという意味で２台稼働にして，その場で１枠設け

させていただいたということでございます。放射線技師につきましても，そういったこと

から従来の人数で土曜日を稼働しようということに致しました。 

委員：勤務形態の問題で，当直の技師が撮影するんですか。それとも，交代制にして撮影す

るんですか。当直の場合，そうやってやると通常業務になって，それは当直ではなくなっ

て，労働基準法違反になってくるんですけどその辺りはどうですか。 

広島病院副院長兼事務局長：MRIの撮影につきましては，勤務ということでやっております。

そのほかの業務につきましては，当直で対応しております。 

委員：そうですか。勤務ということは週に40時間の範囲で土曜日に勤務する人は，例えば木

曜日をお休みにするとか，そういうことで対応されているんですね。 

広島病院副院長兼事務局長：そういうことでございます。 

委員：それなら良いですね。 

委員：地域包括ケア病棟が非常に高い利用率になっているんですけれども，患者さんは主に

どこからでしょうか。内部から来られていらっしゃるのか，外部からたくさん来られてい

らっしゃるのか，どんな感じなのでしょうか。 

安芸津病院副院長兼事務長：昨年７月からスタートしましたけれども，当初は院内の一般病

棟からの転棟患者がほとんど99％でした。今年になりまして，周辺の少し大きな病院を訪

問して，急性期病院の一般病床から当院の地域包括ケア病床への入院患者が増えてきつつ

あります。まだ途中段階でございます。 

委員長：在宅からの利用というのはいかかですか。 

安芸津病院副院長兼事務長：もちろん，地域でうちに入院されて在宅帰られている方で，ち

ょっと悪くなって入ってこられる患者は結構いらっしゃいます。その役割を元々持とうと

いうことで，意識して動かしている面もあります。 

委員：安芸津病院の４ページのところに，医療機能の強化のところの在宅療養の支援の中で

24時間の訪問看護体制を９月から構築されたというのは，在宅療養支援病院の施設基準と

してありますよね。実際問題として24時間の訪問看護体制というのは出掛けて行っている
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んですか。要望があったときに出掛ける体制を作りましたということなのでしょうか。そ

れと，在宅療養の支援病院の施設基準は，もう承認されたのでしょうか。これからなので

しょうか。 

安芸津病院副院長兼事務長：まず24時間対応の訪問看護につきましては，患者さまとの契約

と言いますか，手続きを取った方については，24時間訪問看護師が携帯電話を常時持って，

夜間休日にも出られるように体制をとっています。 

委員：緊急対応の準備はしてますよということですか。 

安芸津病院副院長兼事務長：そういうことでございます。 

委員：実際に夜間に出て行って訪問看護するということではないんですね。 

安芸津病院副院長兼事務長：要請があって必要な場合は対応いたします。 

委員：要請がある場合は出て行くけども。 

安芸津病院副院長兼事務長：はい。元々緊急ではないのに最初から夜にもということではご

ざいません。 

委員：在宅療養施設病院については強化型の施設基準ですよね。24時間対応できますよとい

うのは。 

安芸津病院副院長兼事務長：24時間の訪問看護はもう動かしたんですけど，往診の方がまだ

工夫しないといけないないとう形で残っておりますので，そこをクリアできればというと

ころです。 

委員：安芸津にとって非常に大事なことですよね。在宅療養支援病院として，施設基準をち

ゃんと習得して地域包括ケアの後方支援をやっていくことは。頑張ってほしいと思います。

それに関連して５ページに，訪問看護件数なんですけど，26年度の上半期の実績が月に160

件行かれているのにも関わらず，27年度の目標はそれより20も少ない140にされた理由と，

27年度の実績が125と下がっている理由というのは，せっかくこうやって24時間訪問看護体

制を構築して在宅支援病院の施設基準を取ろうとしている病院の方向性とはちょっとマッ

チングしないかなと思うのですがその辺りの理由をお聞かせください。 

安芸津病院副院長兼事務長：出て行くのを減らそうというわけではないのですが，訪問看護

をずっとして，ターミナル期の患者さんの死亡が去年から少し増えていて，週に３回など

頻回に行かせていただいていたんですけども，それらの方が抜けたあとが同じようにはな

かなかならないということで，今年の目標は現実を見たところですけども，また今年にな

ってからも死亡例というのが予想を上回る出方をしているものですから，実績としてつい

ていってないというところです。 

委員：関与していた患者さんが亡くなったんで，その人に対しては，月当たりに４回５回行

ってたので，亡くなったことによって結果として，125件に減ったということですね。 

安芸津病院副院長兼事務長：そうですね，多い方は月に10回近いくらい訪問していて，そう

いうコアな方がいらっしゃったんですけれど，そういう方が連続した死亡ということが重

なったものですから。 

委員：訪問看護の新規開拓というのはどうなんですか。地域包括ケア病床に入院されている

方が在宅復帰をされた，入院していた人が在宅に移った，その人に対して訪問看護をする

システムが一つあると思うんですけど，それ以外に，安芸津の看護師さんが在宅に出て行

って訪問看護をするきっかけというのは，地区社協とか，あるいは地域のケアマネさんか



12 

 

ら依頼があるんですか。その訪問看護をするシステムは安芸津ではどういうふうになって

いるんですか。 

安芸津病院副院長兼看護部長：訪問看護の方は，退院前の合同カンファレンスでのケアマネ

との協議の中で，そういう訪問看護が必要なサービス対象者としてあがったときに訪問看

護を入れています。 

委員：入院患者さんが退院した場合，その方を訪問に行くというのが核で，それ以外のルー

トというのは。 

安芸津病院副院長兼看護部長：あとは外来部門で在宅をずっと続けておられて，この方は外

来診察に来られたときに，もしかしたら訪問看護が必要な対象ではないかというときには，

訪問看護師が実際に患者さん家族の方とお会いして，こういうサービスが必要ですかとい

うふうに聞いて，ケアマネと連携して，必要な人には入れることもあります。 

委員：すべて安芸津に関わった，受診したことがある人に対して訪問看護を行っているとい

うことですね。地区社協とか，地域のケアマネさんとか，民生委員とか，そういう方から

安芸津の看護局へ訪問看護をお願いしてというのはないんですか。むしろこれから，地域

包括ケアの後方支援をやっていこうという病院の方針であれば，その安芸津病院に関連す

る患者さんだけではなくて，その地区社協のルートとか，ケアマネのルートとか，民生委

員のルートというのをしっかり構築されていくべきだというふうに私は思うんですが。そ

の辺りまだできていないんですか。 

安芸津病院副院長兼看護部長：顔の見える関係というのは随分とできていると思うんですけ

れども，必要な患者さんに関してはそういうルートでの訪問看護をしたいとは思います。

ただ，ケアマネの方のケアプランの中に，ヘルパーでの対応で十分だというふうな判断が

あって，生活援助，身体援助をヘルパーでまかなっているという現状は見受けられている

ので，医療としての訪問看護を県立安芸津病院の方にという事例が，これから開拓できる

かどうかというのが大事なところだと思っています。 

委員：ぜひ，その辺りの病院としてのスタンスを，やっぱり明確にされてどう転換していく

かというのを今後しっかりやられるのが，これからの地域包括ケアの中での県立安芸津病

院の生きていく方向の一つの重要な取組ですよね。その辺り，やっていただければと思い

ます。 

安芸津病院副院長兼看護部長：ありがとうございます。 

委員：安芸津病院の方を集中的にということですけれども，トータルで見てれば包括ケア病

床94.9％ということですけれども，去年に比べれば落ちているし，外来の述べ患者数も落

ちてるし，手術件数も落ちてるし，訪問看護も落ちているしすべて落ちてきているので，

安芸津地域の人口が減っているのか，あるいは他に理由があってこういう状態なのか。そ

れからもう一点，地域医療構想の中で安芸津病院の地域包括ケア病床が回復期なのか，慢

性期なのか，病床機能報告は今年度はどういった形にされたのか。 

安芸津病院副院長兼事務長：病床機能報告につきましては病棟の一部を包括ケア病床として

いますので，病床機能報告におきましては，病棟全体としましては一般急性期としていま

す。 

委員：その中に地域包括ケア病床があるということですね。 

安芸津病院副院長兼事務長：はい，そういうことです。 
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委員：外来も落ちているし，手術件数も落ちているしというのは，人口動態が減っていると

いうことだけではないですか。 

安芸津病院副院長兼事務長：確かに各指標は下がっておりまして，われわれとしては地域の

状況について，本庁と協力して見込んでいたものと現状，また今後についてどうなるのか

ということを改めて考えていこうと思っています。入院の患者数は，ほぼ同水準なんです

けれども，収益が落ちておりますのは，新規入院と言いますか，オペ等の重症患者等の減

少がこの上半期下がっておりまして，救急搬送の受け入れそのものは去年とほぼ同水準な

んですけども，救急からの入院患者はかなり下がりまして，オペが大きく下がったことが

収益単価等のダウンに直接響いてしまったというのが，一番数字的には大きいところです。 

事務部長：すいません，診療圏の人口とかですね，それから受療動向についての分析を今病

院事業局の方でやらせていただいていまして，これは実は平成24年度にも一度やらせてい

ただきました。そのときの推計値と27年度がどうなっているかというのを比べてみたんで

すけれども，予想以上に地域の65歳以上の人口が減っているというのは，今データとして

は出ているところがありまして，われわれが24年度当時に推定したものよりずれが出てき

ているのは確かです。ですから，当初，３年前に推計させていただいたものよりも予想以

上に人口の変化が進んでいるというのはあるとは思います。 

委員：積極的に地域医療構想の中でこれから５年１０年どうするかをかなり真剣に考える必

要があるなと実感しました。 

副委員長：この間，院長にご質問したんですが，安芸津病院の主たる患者さんは安芸津町と

大崎上島ですよね。そうすると人口はほぼ２万強なんですよ。それで医者が20人。だいた

い日本の場合10万人に対して230人，世界でいうと300人くらいなんですけれども，少ない

ところで200，多い所で350人くらいなんですけども，２万人にすると５分の１ですから人

口２万人だと40人から70人くらいなんですよね。ということは，安芸津と大崎上島の人口

とノーマルな分布としてお年寄りが多いという中で，20人しかおられないわけだから，圧

倒的に少ないんですね。そうすると結局，安芸津病院としたら，安芸津の医療を担うため

にはもうちょっと広い範囲でも考えていく方向がいるかもしれない。安芸津病院の役割を

強化していく必要があると思います。もうちょっと広い範囲の竹原とか東広島やあるいは

西方面を含めて。実際にはそういうふうに動いている可能性があって，そこら辺のことも

考慮しながら，病院の役割というものを考えていく方向性はいるのではないでしょうか。

僕は決して安芸津病院が無くなって良いとは思わないです。どう考えても。だからぜひ，

安芸津病院がすごいことやっているという雰囲気になれば非常に良いんじゃないかと思い

ます。だからもうちょっと広域での医療のあり方を安芸津病院の考え方の中で考慮しても

良いんじゃないかなと思います。 

委員：いわゆる安芸津のような地域の医療のあり方の中で，今年８月に厚労省が遠隔医療を

より拡大解釈をしましょうという議論で，例示がたくさん出て，そのほとんどが在宅に関

連するもので，それ以外ももっともっとやっても良いんですよという事務連絡が出たと思

うんですけども，いわゆる少ないお医者さんの中で広い地域をカバーしようと思うと，ど

うしても遠隔医療というところにいかざるを得ないと思うんですけど，その辺りの取り込

みを確信的にやられたら，訪問看護と合わせると非常に良いモデルができるのではないか

と思ったり，国の政策としてもどんどんやってくださいと，遠隔医療を狭く解釈しないで
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ねという連絡が出ていますので，その辺りを指向されるのも一つの手ではないかなという

ことをちょっと思いました。 

委員長：高松のオリーブナースはどうでしょう。まだ緒についたばかりですね。 

委員：香川県はK−MIXが全国的に有名になっていますけど，実態はあまりたいしたことないん

です。それは頭の中で考えてITを使って遠隔医療，遠隔診断，遠隔看護で，うちの塩江病

院でも看護師がiPadを持っていって，患者さんの写真を撮ってそれを病院に送って，病院

の医師が見て指示はしたりしてますけど，やっぱなかなか難しいものだなと。それよりも，

今度は看護師の特定行為が認められる中で，医師が少ないのをカバーするのを，特に田舎

の地域においてカバーする上では看護師さんの役割というのはこれから非常に強まってく

るんですよね。そういう意味で，先ほどもお聞きした訪問看護なんですけれども，県立病

院として特定行為ができるような看護師をどう養成していって，その看護師を安芸津に何

人と配置させて，その人に地域を診させていくかということを，考える必要性があるんじ

ゃないかなと。そういう観点から，特定行為に関してどういう認識でおられて，今度研修

が始まりましたから10月から。その辺りどうされているのかお伺いしたい。 

安芸津病院副院長兼看護部長：特定ナースの養成に関しては，本当に全国的にも随分，行政

機関の方で勉強が進んでいると思うんですけど，まだそこまで県立安芸津病院の方で研修

化してというような具体的な人材育成のプランは立っていません。残念ながら。 

委員：ぜひそういう観点からおやりになれば５年後，10年後の安芸津の方向性というか重要

性はさらに再確認されて，いいようになっていくと思うんですけど。一人でも二人でも作

っていくというスタンス。すぐにはなかなか難しいでしょうけどね。 

安芸津病院副院長兼事務長：はい。また持ち帰って検討させていただきます。 

委員長：そういうことこそ先陣を切って，いち早く安芸津が手を付けていくということが望

ましいと思います。 

委員：それには，広島病院の看護部との連携をしっかりして，広島病院の看護部に協力して

もらって，早急にまずは安芸津の特定行為ができる看護師を一人置く。広島病院よりもや

っぱり私は安芸津に置く意味の方がずっと大事だと思うんです。その辺り，協議されたら

と思います。 

安芸津病院副院長兼事務長：ありがとうございます。 

副委員長：その場合は医師側の協力というのも，当然ありますよね。最初，踏み出すときに

はやはり不安も大きいでしょうし。 

委員：訪問看護は大変大事な問題で，訪問看護するときにまさかのときの24時間対応という

ことを考えていくと，広島病院から看護師を安芸津へ派遣するにしても，広島から通うと

いうことでは24時間対応は難しくなってくるので，住まいの場所も考慮する必要があるか

なと。訪問看護で一番困るのは夜間休日の緊急の対応ができるのかできないのか。これが

できなければ訪問看護の究極の意味がなくなってしまうことがありますので，この対応は

どう考えていますか。 

安芸津病院副院長兼看護部長：確かに人材として広島病院の方からの人事交流ということで，

たくさん派遣を受けているんですけれども，実際の訪問看護を広島からの職員では非常に

困難です。地域の特性も分かりませんし，本当に地域の者がやっていけるような状況を作

らないといけないと思っています。訪問看護の担当として，今配置しているメンバーだけ
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では，それは多分将来的にはまかなえなくなるというふうなことも考えていて，外来に配

置したナースがほとんどすべて訪問看護ができるような能力とか技術とか，そういう必要

な諸々の判断力を持てるような，もっと将来は全体的に在宅へ向かっていくというふうな

考えも今は少し持っていますけれども，まだまだ人材育成としては十分とは言えないと思

っています。広島からの転勤者に対してそれをするのはやっぱり難しい面があるのかなと

考えています。 

委員：訪問看護の経営ということを考えますと，全員を常勤でまかなおうとすると，ほとん

ど利益が出ない体制ではないかと思います。地元の非常勤の例えば子育て中で一時的にお

辞めになられてる方とか，定年退職されたけれどもまだ看護師資格で多少は働けるという

方で多く構成しないと，なかなか訪問看護で利益を出すというのは現状の診療報酬体系で

は難しいというのを感じています。その辺りのリクルートも今後大事ではないかと思いま

す。 

委員長：これまでの病院経営の枠組みというのは常勤中心の枠組みですから，今国が進めて

いる地域包括ケアシステムのというのはどちらかというと様々な形態で構成していくよう

な仕組みですから，少し考え方を変えないと仕組みは作れないと思います。私から改善活

動についてTQMの取り組みを一生懸命されているようですが，安芸津病院はやってないんで

すか。 

安芸津病院副院長兼事務長：先行している広島病院の方に勉強に行かせていただいて，その

エキスを持ち帰って院内でうちなりのものをやろうというふうに考えています。少し後ろ

からついていっているというのが現状でございます。 

委員長：それはいつごろですか。TQM方式で言えば，いつ，誰が，どうするんですか。安芸津

では。 

安芸津病院副院長兼看護部長：実際にはまだ，学習段階なんですけれども，今事務方と一緒

に考えているのは次のTQM活動のグループ学習が始まったときには数グループは参加して

というふうには考えています。 

委員長：ということは，いつからなんですか。 

安芸津病院副院長兼看護部長：第１回目は発表が終わりましたので次年度ですか。 

広島病院副院長：新しく12月にも募集します。実際に活動するのは２月，３月。ぜひ，その

ときに来ていただければ。 

委員長：ということは12月の募集の段階で安芸津は手を挙げるということですね。何チーム

か。 

安芸津病院副院長兼看護部長：はい。 

委員長：何チームかですね，１つではなく。 

安芸津病院副院長兼看護部長：１チーム以上ということにしておいてください。 

委員長：院長いかがですか。１チームで。 

安芸津病院長：おそらく最初からいくつかの部門にまたがったチームになるかと思いますか

ら，１チーム以上で頑張っていきたいと思います。 

管理者：決意をしっかり。 

委員長：TQMに関しては院内にいくつあっても良いのですね，最初勉強されるときに広島病院

に行かれるのは１チームだとしても，そのエキスを院内に広めていく分に関しては。 
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安芸津病院長：そうですね。もう勉強はしておりますので，あとは一緒にやるのと病院の中

で独自にやるということも考えられますけれども，一緒に参加して勉強させていただくと

いうことが良いと思っています。 

委員長：何チームぐらいを考えていますか。これはTQMというのは強制的に作る話ではないで

すよね。ボランティアというか自然発生的なグループが出来上がって，テーマが決まって，

それを病院としてオーソライズしながら先に進めて実行していくという流れですよね。 

広島病院副院長：ただ広島病院の第１回目は指名しました。 

委員長：２回目からは，ボランティアで。 

広島病院副院長：３回くらいに分けて全部の科が回るようにしています。ある程度指名しな

いと出てこないかもしれないです。 

委員長：第１回が呼び水になってですね。非常に良い取り組みをされていて，こういったこ

とが徐々に広がっていくと組織全体が活性化していくんじゃないかと思います。第１回目

ということで限られたテーマでやられているような気がしますが。 

委員：活動報告の４ページ目に表彰チームがあって，最優秀とか。何か頑張った賞はどんな

賞をお渡しされたんでしょうか。 

広島病院次長：それぞれのチームに表彰状を渡しまして，それから若干の記念品をそれぞれ

出しております。 

委員：こういう表彰が例えば記念品が欲しいと，高価なものでもなんでもなくて，何かもら

えるというのは，とっても励みになるようなものであれば，毎年毎年活動が活発化してい

くのではないかと思っております。 

広島病院院長：たくさんメンバーが全部講堂に集合して，その中で発表した結果，１位，2位，

3位とかですね，みんなの前で出すということが励みになると思います。 

委員長：ぜひこれは続けていってもらいたい内容ですし，ぜひ安芸津病院でも進めていって

もらいたいと思います。1.32.54 

委員：安芸津病院に関して，なかなか厳しい話が多くて，５ページですかね。別冊２の５ペ

ージの指標でいうと，検診件数は平成25年度から比べても上がってきているようで，内視

鏡の検査も増えてはいるということのようです。この２点は前年度よりも上がっているん

ですけれど，どういう努力をされて，こういうふうに上がってきたのかというところを教

えていただけたらというのが１点です。もう１つは，ちょっと個人的な関心で聞くところ

もあるんですけど，私これを見てびっくりしたのが広島病院の方の成育医療機能の強化と

いうことで，立会い分娩を７月１日から開始ということで，今までやっていなかったとい

うことなんですよね。なかなか出来なかった原因がどこら辺にあったのかということと，

ハイリスクの方もいらして，そういう場合にどういう形で立ち会いをされているのかとい

うことと，その２点で，分娩件数増加の取り組みとして立ち会い分娩ということなので，

立ち会い分娩がないことが去年100件分娩数減っていますが，そことどういう影響があると

いう分析をされていたのかについても教えていただけたらと思います。大きく２点お願い

します。 

安芸津病院副院長兼事務長：検診につきましては，平成24年度に今後の重点取り組みの１つ

として設定致しました。地域住民の方には，国保の方とか市の検診の方がかなりおられま

すので，サロン，広報誌，講演会等で説明を繰り返すのと，合わせて地域の企業とかが構
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成されている健康保険組合に個別に営業に参りまして，今まで契約がとれていなかった，

特に単独の健康保険組合に了解いただけるところをだいぶ増やしたのが大きかったと思っ

ております。内視鏡につきましては，昨年よりは増えておるんですけれど，我々としては

検診もさることながら，治療としての実力も地域では本当に高いと思っておりますので，

強みをもっと地域の方に知っていただいて，治療も含めて，末永くうちで健康管理と必要

な治療を受けていただける，というように持って行きたいと思っております。 

広島病院院長：県立広島病院の方ですが，分娩に関しては，100件くらい減ったのは，正常分

娩が100件減ったということが分かっています。それをどうしたら良いのかということで，

色々とヒアリングを現場とやったりしたんですけども，やはり正常分娩に関して，もとも

とうちの病院は，やはり意味付けとしてはハイリスクをやれば良いんじゃないか，という

意見があったのですが，それだけではせっかく投資しているのに経営としてはなかなか難

しいので，やはり正常分娩も増やさなければいけないのではないかという話をしている中

で，立会い分娩はなぜ出来なかったかというと，看護師とその医師との間でなかなかうま

く調整が取れていなかったということが分かりました。それで，産科を見ていると助産師

さんが非常に元気が良いことがぱっと見て分かったので，ここを活かそうという戦略に出

まして，それで立会い分娩をうちの方でやっても良いのではないかということで，医師の

方もOKということで始まりました。そこで助産師外来も設けて，立ち会いのために夫婦で

来られて，説明してもらう機会を設けるとか，それから助産師さんにエコーを，今民間で

もよくやっているんで，エコーの所見を渡すなどをやってあげながら，分娩数が増えない

かということをやっているんですけども，なかなか増えないところです。立ち会い分娩す

るかどうかは，これは医師の判断でより安全な方で分娩を行うということにしています。 

委員：安芸津病院の方は，検診は増えているところが，受診にどのくらい上手くつながって

いるのかということだと思うのですが，その辺についての課題などをもうちょっと教えて

いただけたらと思います。広島病院の分娩については，正常分娩を増やす，ということで

あれば，エコーは私は中１の娘が妊娠したときからもらっているので，普通に。それを写

真帳にとっておりますけれど，それは別に最先端ではなかったのでいろいろびっくりして

います。結局正常分娩であれば，母子同室で，あと食事が良いこと，お母さんがゆっくり

できること，そういったところの機能は，民間病院はかなり意識していまして，母子の安

全ということを最優先にとらえると，それ以外のことの対応も必要だし，次の分娩に備え

るということで，分娩直後に隣の部屋に置き去りにされてという話は総合病院ではときど

き聞くんですけれど，それはしょうがないんだと思っていました。正常分娩を増やすとい

う方向であれば，かなりいろいろ改善していくというか，取り組む余地はあるんだと思う

んですが，それはそれなりにお手間と費用は掛かるかもしれなくて，その辺の方針はどう

いうふうに今後定められるのかな，というのをもうちょっと今日じゃなくても良いんです

けど，伺えたら良いかなというふうに思いました。 

委員長：それは，議題３になるんですかね。そういう方向をどう決めていくのか，進めてい

ったらいいのではないかという御意見ですね。ありがとうございます。では，最後の３番

ですね，これは次期計画について，皆さんの意見をということです。今の委員の話もそう

ですけですけども，これから色々な方向で県立病院のあり方と言いますか，事業配分と言

いますか，そういったことについて定めていかれることになろうかと思います。地域医療
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構想なの中でですね。それに対して，あまり時間はないんですけれども，一言ありました

ら御意見頂戴したいと思います。 

副委員長：今，先生が言われたとおり，大きな病院でお産をされるメリットというのがある

と思うんですよね。僕自身が子ども３人のお産のときは，ある大病院にしたんです。小児

科とかもちゃんとしている。もちろん待遇がいいとは言わないですけれども，すべてが私

立という同じような格好ではいきにくい面もあると思いますので，そこら辺りは院長先生

がよく考えられていただければよいと思います。 

委員長：税が投入されている県の病院といった中で，どういう分娩との関わりが理解を得や

すいかというような議論が必要なのでしょうね。 

委員：豪華であるということを求める方もいらっしゃると思うんですけれど，やっぱり出産

して子どもと対面して，そこからの関わりをゆったり持てるかどうかということを，総合

病院は難しいだろうという観念で一般にはおります。ただそれだけ必要な出産においては，

総合病院でというそこの切り分けを大きく妊婦の側は子どもを持つ側もしているんだと思

うんですが，先ほどの話だと，普通分娩を増やすということだとすると，どういう行き方

になるのかなというところでした。だから，本当に壁紙の色をピンクにして，ベッドを豪

華にしてというような話とは全然違う，非常に質素であっても，心配りが行き届いた対応

というのは，民間病院でありえて，そういうところは，先ほど言われた助産師さんとの関

わりが，非常に出産後も強くて，その助産師さんが病院を動かれれば，２人目，３人目は

その助産師さんに従って，産院を移るということがままあります。そういう何を出産のと

きにお母さんたちは重視しているのかというところのリサーチをさらに進めてもらうと，

費用をかけるのとはまた違う形で，分娩数は増えていくのではないかと思いますので，そ

の辺りを，今後のあり方をどういう方向にするのかということも含めて，検討してみられ

てはと思いました。 

委員長：ありがとうございます。 

委員：最後の方向性ですが，広島県病院はやっぱりとんがった部分をどれだけ持っていくか

ですね。とんがることによって，広島県全体がそれに引っ張られて，ベースが上がってい

くということを目指すべき。それから安芸津病院に関しては地域包括ケアシステム，地域

包括ケアが求められる中でどう生きていくか，その中でどう存在意義を出していくか，こ

れはこれからの方向性で，その２つをしっかり位置づけられながら，やられたらと思いま

す。 

委員長：これはずっと議論していますけれども，それぞれの病院の基軸をぶらさない方が良

いということですよね。はっきりしているところをしっかりと進めていくということでし

ょう。 

委員：塩谷委員の言われた，とんがるいうことでいえば，広島病院の一つのメインテーマは

緊急対応をする。２次，３次を一体化，総合化して対応していくことは，非常に大事なこ

となのでそこはしっかりとんがっていってほしいと思います。ただそこは，救急について

とんがって考えていくと，平均在院日数と病床稼働率ということがついてきますので，２

次，３次を一体化してなんでもかんでも受け入れるのか，あるいはセレクトするのか，ど

こも２次急，３次急もなかなか難しい点が出てきていますので，これから都市部では高齢

化がかなり急激に進んでいけば，高齢者の肺炎やあるいは骨折についての対応をどこまで
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持っていくのか，ここまで全部やっていけば，これは入院後に退院先をどう考えるかとい

うことも全部関連してきますので，救急対応のその次の手段，退院に向けてのケアカンフ

ァレンスをどれだけ充実させられるかということが大事なところだと思います。 

委員長：ぜひ，県立病院らしさをしっかりと出していただきたいと思います。 

委員：私が考える，急性期病院の今後の方向性なんですけども，いわゆる受け入れについて

はみなさん非常に熱心で，診療や治療も含めて，高度先進医療をやられるんですけど，そ

の後しっかり出していくというところを，どれだけ確保できるか，どれだけ連携ができる

かというところが，今後非常に重要になってくると思いますので，その辺りをいわゆる依

頼ベースにするのか，強制ベースにするのかも含めてですね。強制ベースという話になる

と，例えばいわゆるほかの病院さんを指定管理的に，経営するみたいな議論でもいけると

思うんです。もうそこにどんどん流していくというみたいな議論をしていかないと，なか

なか経営的にはしんどくなっていくのではないかと思っております。 

委員長：大きな仕組みの中での存在感によって，色々な流れができてきてくるのだと思いま

すが，その仕組みづくりこそが今，地域医療構想もそうですけれど，求められているとこ

ろで，それを県が作る仕組みというのが広島全体を大きな絵として表現するものになって

いくであろうと思っています。そんな大きな絵を描いていただきたいと思います。時間と

なりました。いろいろと意見をいただき，ありがとうございます。意見を踏まえて評価も

もう一度検討したいと思います。最後に管理者から一言お願いします。 

管理者：本日は大変お忙しい中を時間を割いていただきありがとうございました。私は冒頭

で委員がおっしゃいました，事務スタッフの育成というのについては，かねてからどの組

織も私の関係した組織は非常に大事なことだと思っています。また，この評価委員会の存

在意義というのを，今日は十分私も含めて，スタッフも理解できたと思います。かねてか

ら私は，厳しい指導と温かい支援をお願いしているつもりなんですが，多分，日本人が海

外から日本，自分の国の評価がどれくらいか分からないのと同じようなことを，今日お話

を伺いながら感じました。安芸津病院も広島病院も自分たちで評価はしていますけど，視

点がちょっと狭いものになっていて，外からの評価が十分に分かっていないですね。なぜ

それを感じたかと言いますと，多くは答えたかと思いますがご質問に答えていないところ

があって，大変申し訳なく深くお詫び申し上げます。この評価委員会はとても素晴らしい

メンバーにお集まりいただいて，厳しいご指摘いただきました。組織が進歩発展するため

には，自分たちが今何をどういうことを課題として捉えているのかということがとても大

事だと思います。その課題をきちんと深めて，それに対して何をしていけば良いのかとい

うことを自らができないとやっぱり組織として発展することはできないと思っております。

今日の評価委員会の皆さまのご指摘，とても厳しいものがあったし，また中にいては分か

らないご意見，視点もあったと思いますので，本当に心から感謝申し上げます。評価委員

会の指摘をきちんと受け止めて，私が先頭になって受け止めて，今後２つの病院の役割に

ついてはさまざまなご指摘がありましたように，特徴とか地域医療のあり方とか，結果の

分析についても，まだ甘いところがありますので，きちんと受け止めて対応していきたい

と思います。またご指摘いただいたことについて，十分応えることができるようにしたい

と思いますので，引き続き，厳しいご指導と温かいご支援をお願い致します。温かいご支

援と言ったのは，この評価をいろいろ言われましたけど，結局最後は二重丸になりました。



20 

 

これを外に出すものですので，その点はあまり私は自分に厳しくないといけないと思うん

ですけど，広島病院なり安芸津病院なりがそれなりに役目を果たして，決してこれで満足

するものではないですけれども，温かいご支援をいただきまして，ありがとうございまし

た。 

委員長：それでは，以上を持ちまして第２回外部評価委員会を終了いたします。最後に事務

局からお願いします。 

事務局：本日はありがとうございました。２点ほど，ご連絡させていただきます。まず，評

価報告書案でございますが，後日事務局の方から各委員の皆さまに案文をメールで送らせ

ていただきますので，ご確認をお願い致します。次に第３回の委員会の日程でございます

が，１月～３月の間で別途調整させていただきたいと思っておりますので，よろしくお願

いします。以上でございます。 

委員長：お疲れ様でした。ありがとうございました。 


