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広島県病院経営外部評価委員会（27年度第１回）議事録 

 

１ 日  時  平成27年8月3日（月） 午後6時００分から７時5４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  平成26年度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 

病院事業管理者：それでは，平成27年度第１回広島県病院経営外部評価委員会を開催させ

ていただきます。私，４月から大濱の後任として就任いたしました。どうぞよろしく

お願いいたします。先生方には，ご多忙の中，貴重な時間を割いていただいてこの評

価委員会の方へお越し頂きまして，心から感謝申し上げます。委員の先生方には，こ

れまで平成22年度の外部評価委員会の設置当初からご就任頂きまして，貴重なご意見

を聞かせて頂きました。これまで15回の委員会におきまして，頂きましたご意見を２

つの県立病院の運営の参考にさせていただきまして，ここまでやって参りました。今

回，国におきましては，医療機能の分化・連携を進めるようにという方針がございま

して，また今年度は，各都道府県におきまして，地域医療構想を27年度中に策定する

ように求められています。一方で，公立病院改革プランも27年３月にでまして，さら

には診療報酬の改定など国の財政事情もありますし，医療費の増加に対する国の政策

にも厳しい条件の元である程度対応していかなくてはいけないという風に考えており

ます。そういう中で，２つの広島県の病院がどのように今後方向性を決めていけばい

いのかということについて，忌憚のないご意見を頂きまして，頂きましたご意見を病

院の運営に反映すべく努めて参りたいと思います。本当にお忙しい中をこの委員会の

ために，お時間を割いていただきまして感謝申し上げます。４月に広島病院の院長が

交代しましたので，挨拶をさせていただければと思います。よろしくお願いします。

では，木矢先生お願いします。 

広島病院院長：今年の４月１日から，桑原前院長の後任で，院長を拝命しました木矢と言

います。よろしくお願いします。この委員会については，私が副院長の時からずっと

見ていましたけれども，丁寧に議論していただきましてありがとうございます。今後

は先ほど浅原管理者も言っていましたように，地域医療構想での当院の位置付けにつ

いて，病院内でも話をしているところですけれども，先生方，委員の皆様方からも，

色んなお知恵を拝借しながら，進めていきたいと思いますので，本当に忌憚のない意

見をどしどし言っていただければと思っております。なお，副院長ですけれども，こ

の度は１名が代わりまして，向こうから３番目，外科の板本です。 
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広島病院副院長：板本です。よろしくお願いいたします。 

広島病院院長：あとのメンバーは変わっておりません。よろしくお願いいたします。 

病院事業管理者：それでは委員会の方は委員長，よろしくお願いいたします。 

委員長：ありがとうございます。それでは平成27年度広島県病院経営外部評価委員会を開

催いたします。本日のテーマにつきましては，報告事項として，外部評価委員会のス

ケジュール，それから議題としまして，平成26年度の取組状況という２つのことでご

ざいます。これに関しまして，いつも通り忌憚のないご意見を頂戴できればという風

に思います。配布した資料の確認を事務局からお願いいたします。 

事務局：本日の資料でございますが，「配席表」，「広島県病院経営外部評価委員会会議

次第」，「平成26年度決算の状況」，「新公立病院改革ガイドラインの概要資料」，

「地域医療構想について」，以上の５点をお配りしております。漏れなどございませ

んでしょうか。 

委員長：それでは，議題に入ります。まずは報告事項といたしまして，「平成27年度外部

評価委員会スケジュール」といたしまして，事務局から説明をお願いします。 

事務局：それでは，外部評価委員会スケジュールについて，ご説明いたします。Ａ４の厚

い資料，会議次第をお手元にお願いします。それでは，３報告事項スジュールについ

てご説明いたします。恐れ入りますが，資料の３ページをお開き下さい。外部評価委

員会につきましては，本日の第１回を含めまして，本年度年３回の開催を予定してお

ります。第２回を10月から11月，第３回を１月から３月に開催することとしておりま

す。表の一番右端になりますが，28年度の欄をご覧下さい。平成28年度末，平成29年

３月には次期経営計画の策定を予定しております。このため，今年度につきましては，

新公立病院改革ガイドラインに基づく公立病院改革プランや，県による地域医療構想

の策定などを踏まえまして，次期経営計画の策定に向けた議論をスタートさせたいと

考えております。続きまして，資料の４ページをご覧下さい。それぞれの委員会での

検討課題でございますが，今回の第１回では，昨年度の取組につきまして，本日委員

の皆様にご議論いただき，お持ち帰り頂いた上で，評価をお願いすることとしており

ます。第２回の委員会では，各委員に評価していただいたものをとりまとめ，12月に

評価報告書として，公表を行う予定としております。また，今年度上半期の経営状況

を踏まえまして，来年度以降に取り組むべき方向性等も合わせてご議論いただきたい

と考えております。第３回の委員会では，先ほど申し上げました通り，次期経営計画

の策定に向けての議論をスタートさせ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。以上の委員会のスケジュールに関しまして，質問や意見

はありますでしょうか。例年，前回通りということになりますね。今回は地域医療構

想と経営計画の策定という大きな要素が入っていますので，それを踏まえて委員の皆
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様方には，ご意見を頂戴したいと思います。よろしいでしょうか。では続きまして，

議題「平成26年度の取組状況」につきまして，事務局から説明をお願いします。 

事務局：恐れ入りますが，資料の６ページをお開き下さい。「平成26年度の取組状況」の

評価方法でございます。一番下の「４.評価のスケジュール案」でございますが，本日

の第１回の委員会におきまして，各病院の自己評価に対するご意見やご質問などをお

伺いして，一旦お持ち帰りいただき，８月31日までに委員の皆様方の評価やご意見を

提出いただきたいと思います。その後，第２回の委員会でとりまとめを行い，12月末

には評価報告書を公表したいと考えておりますので，よろしくお願いいたします。７

ページから９ページにかけまして，平成25年度の評価結果の抜粋を記載しております

ので，参考にしていただければと思います。また，平成26年度の取組状況の評価項目

につきましては，平成26年度から第５次経営計画に基づく取組がスタートしておりま

すので，第５次経営計画の取組項目に沿った形で変更させていただいております。10

ページ，11ページに，平成25年度と平成26年度の評価項目の対照表を記載しておりま

す。今回からは，この取組項目に沿って，具体的な取組状況を記載しております。そ

れでは，各病院の取組状況と，自己評価の説明をさせていただきます。資料の説明に

つきましては，時間の都合もございますので，主に前年度の自己評価から変更した項

目に特化してご説明させていただきます。それでは，14ページをお開き下さい。まず，

広島病院の評価表でございます。委員の皆様から評価していただくに当たり，病院で

まず，自己評価を行っております。平成26年度の自己評価で，平成25年度から変更し

ている点でございますが，「1.医療機能の強化と患者サービス向上」の欄の，1「救急

医療機能の強化」，4「地域医療への貢献」，5「医療安全と質の向上」，6「患者サー

ビスの向上」，また，「2.人材育成確保・確保派遣機能の強化」の欄の，7「医療人材

の育成・確保・派遣」，「3.危機管理対応と経営力の強化」の10「増収対策」，次の

ページになりますが，15ページ「5.決算，目標指標」の13「収支改善・目標指標」，

以上の７点が変更となっております。それでは，それぞれにつきましてご説明します。

恐れ入りますが，16ページをご覧下さい。①「救急医療機能の強化」につきましては，

総合診療科の医師を２名増員し，受け入れ体制を強化する等によりまして，救急車の

受け入れ台数が，前年度と比較して285台増加し，そのうち入院に至る率の割合も4.2％

増加し，重篤な患者を多く受け入れております。また，高齢化に伴い，今後増加が予

想される脳・心臓疾患の患者の受け入れ強化を図るため設置した，脳心臓血管センタ

ーの稼働開始等の取組を始めた等から，評価を「◎」にしております。それでは，20

ページをお開き下さい。④「地域医療への貢献」でございます。医師同伴での医療機

関訪問や，地区医師会との懇談会の開催等により，近隣医療機関との連携に努めた結

果，紹介率，逆紹介率とも，昨年度より上昇したところでございますが，大きな新規

の取組がなかったため，評価を「○」に変更しております。続きまして，21ページを
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お開き下さい。⑤「医療の安全と質の向上」でございます。医療安全対策に関する取

組，②近隣他病院との取組として，広島医療安全管理者ネットワーク会議の開催等，

近隣医療機関相互での感染症対策に，継続して取り組んでおります。また，次のペー

ジ，22ページにございます通り，業務改善活動の本格実施に向けた準備等，新たな取

組を開始しているところでございますが，具体的な成果として表れていないため，評

価を「○」としております。23ページをお開き下さい。⑥「患者サービスの向上」に

つきましては，駐車場不足の解消のための無料送迎バスの運行に向けた準備や，患者

数が多い内科・外科外来の予約診療方式を変更する等，患者待ち時間の短縮への取組

を進めておりますが，患者サービスの向上に向けて，さらに改善に取り組む必要があ

ることから，評価を「○」としております。続いて，26ページをご覧下さい。⑦「医

療人材の育成・確保・派遣」につきましては，広島県の医師不足に対する方針に従い

まして，初期臨床研修医について，募集定員を２名増員し，定員を16人としましたが，

８年連続でフルマッチを達成する等，県内医師の確保・育成に大きく貢献しておりま

す。また，次のページ，27ページですが，認定看護師の状況としまして，広島病院で

は，33名の認定看護師が在籍しておりますが，これら認定看護師の育成等，教育・研

修に力を入れるとともに，新たに，中山間地域の病院への看護師の派遣等，医療人材

の派遣を進めているところでございます。これらのことから，評価を「◎」に変更し

ております。続きまして，次のページ，28ページをお開き下さい。26年度から新たに

評価項目として加えておりますが，⑦「危機管理対応力の強化」につきましては，評

価を「◎」としております。これは，東日本大震災を踏まえて改定した災害マニュア

ルが，日本集団災害医学会において「会長賞」を受賞したことや，8月20日に発生した

豪雨災害現場へもDMAT隊を2チーム派遣し，救命活動を行うとともに，被災者を病院へ

受け入れる等，期間災害拠点病院としての役割を果たしたこと等によるものでござい

ます。続きまして，30ページをお開き下さい。⑩「増収対策」でございます。新規入

院患者数の増加や，平均在院日数の適正化等，DPC病院Ⅱ群へ向けての取組を進め，一

定の成果を上げているものの，医業収益の確保につきましては，診療報酬改定に合わ

せて，新たな算定項目の取得に努めましたが，大きく増収に繋がるものはなかったた

め，「○」に変更しております。続きまして，33ページをお開き下さい。⑬「収支改

善，目標指標の達成」でございます。第５次経営計画で掲げている11の目標指標につ

きまして，平均在院日数や紹介率等，目標を達成した項目が７項目ございましたが，

新規入院患者数や救急車受け入れ台数等対前年度では増加しているものの，目標には

わずかに到達できず，４項目が未達成となっておりますことから，評価を「○」にし

ております。広島病院に関する説明は以上でございます。続きまして，安芸津病院に

ついてでございます。35ページをお開き下さい。安芸津病院の評価表でございます。

平成26年度の自己評価では，「1.医療機能の強化と患者サービスの向上」の3「患者サ
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ービスの向上」，「2.人材育成・確保・派遣機能の強化」の4「医療人材の育成・確保・

派遣」，「3.危機管理対応力と経営力の強化」の8「費用合理化対策」の3点につきま

して，評価を昨年度から変更しております。個別の説明でございますが，40ページを

お開き下さい。③「患者サービスの向上」でございます。患者サービスの向上につき

ましては，患者アンケート等を踏まえ，コンビニエンスストアの開設や病室環境の整

備に取り組むとともに，次のページ，41ページにございますが，広報の充実として，

広報誌の安芸津町内全戸回覧や，医療公開講座の開催による医療情報の発信などに積

極的に取り組んでおりますが，現状の取組に満足することのないよう，評価を「○」

にしております。続きまして，42ページをご覧下さい。④「医療人材の育成・確保・

派遣」でございます。臨床研修医の地域研修の受け入れや，地域の医療機関への医師

派遣，認定看護士の養成等の取組は行っておりますが，新たに取り組んだ項目が少な

いことから評価を「○」に変更しております。恐れ入りますが，48ページをお開き下

さい。⑧「費用合理化対策」でございます。ジェネリック医薬品の利用拡大等，これ

までの取組を継続して行って参りましたが，新たな取組があまり行えなかったことか

ら，評価を「△」に変更しております。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。この追加の資料の説明は特にないのですか。 

事務局：参考資料として配付させていただいております。 

委員長：参考ですか。ありがとうございます。そうしましたら，今広島病院と安芸津病院

について26年度の取組の説明をいただきました。委員の皆様から質問，御意見をいた

だきたいと思います。 

委員：研修医がフルマッチというのが，非常に誇らしいことだと思うんですけれども，こ

ういう病院だから行きたいとか，学会，国際学会へ積極的に行かせてくれるとか，県

立病院に若手のドクターが来てくれる，何か原因があれば教えてください。それと結

構コストがかかっていると思うんですが，概略を教えていただければと思います。 

広島病院院長：うちのところで取り組んでいるのは，まず臨床研修委員会があって，中尾

先生が副委員長でやっているんですけれども，教育自体に対してすごく熱心とあると

いうのがあります。この前も研修医のためのガイダンスがあったんですけども，色ん

な形でよく研修医を見ているということとか，研修会も色んな内容のことをやってい

ます。それから救急に関しても特に電話対応などに対しても研修医にやってもらって

いるんですけども，非常に積極的に関与してもらっています。先生の熱心さと自分が

ある程度やらせてもらえるとか，そういったものが学生から見て評価になってきてる

のかなと思います。ちょっとコストの方はよく分からないんですけれども。 

広島病院副院長兼事務局長：申し訳ありません，本日は詳しい資料を持って来なかったん

ですけれども，指導医の先生方にかかる補助も少しはございますけれども，基本的に

は病院の方で工面しているというのが，実状だと思います。 
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病院事業管理者：ちょっといいですか。私今回ですね，来年度の４月から始まる研修医希

望者の応募申請書の審査をしたんです。そこに書いてあった彼らの言葉がですね，「何

で研修病院として広島病院を選んだのか？」というのを見てみますと，やっぱり一つ

は，救急医療で色んな疾患を経験できるというところが，他にはないところではない

かと思います。私の口から言うのも何ですけど，確かに指導医が熱心に教えていると

いうところで，それが彼らにとっては色んなことを経験したい時ですので，救急など

でたくさんの色んなことが経験できることが選んでいる理由だと思います。本気で一

生懸命医学に取り組もうという若い人達がいるんだということを実感しました。もう

一つは，当直は１年生と２年生が一緒にしてるんですね。それが指導体制としても上

手く評価されているんじゃないかという風に受け止めました。失礼しました。ちょっ

と追加を。 

委員長：その指導医の先生は何人位いらっしゃるんですか。研修医対指導医の比率ってい

うのはありますか。 

広島病院院長：全体としてはですね，指導医をとっているメンバーというのは5，60人いる

んじゃないんですか。 

広島病院副院長：指導医の資格は色んな所で研修を受けた人間という意味では，当院だけ

で35人以上はいると思います。ただ，先生方が仰った指導医というのは，各診療科の

中堅どころが指導医になっています。実は２年位前からメンバーの先生だけを集めて

チームを作りまして，年に数回ですけれども，どのようにしたら同じような評価で同

じように指導できるかという話し合いをしています。もしかしたらそういうところが

色んな診療科の先生達もですね，他の診療科のやっていることを聞きながら，自分の

ところの指導の仕方を変えていくとか，そういうことが積み重なってきたんじゃない

かという風に思っています。 

委員長：病院ぐるみでですね。ありがとうございます。 

委員：「広島病院はすごい」が私の感想ですが，その中であえてお聞きするのが，周産期

医療です。成育医療センターが広島病院の一つの売りというか，成育医療の一つの核

になっているという観点から見れば，17ページですか，緊急母体搬送とハイリスク分

娩が減っているということと，NICUベッドを増床したが延べ患者数は減っている。平

均在院日数のとの絡みもあるのかもしれませんが。広島県全体のお産の数は減ってる

が、40代で産む人が増えてる中で，広島病院は広島県の「母体搬送の最後の砦」とい

う認識でいると思いますが，この減った理由は市民病院とか大学とか，総合周産期セ

ンターを持っている病院が頑張って役割分担ができた結果なんでしょうか。その辺り

の分析というか認識はいかがでしょう。 

広島病院院長：これはですね，他所の病院，例えば大学，市民病院も，同じような数で推

移しています。うちのところがですね，特にNICUは延べ患者が967人のマイナスとなっ
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ていますけども，主なところを分析してみると，ハイリスク分娩で母体に危険がある

程度高いものはそんなに減ってないんですけども，正常分娩のところが100位減ってた

んです。正常分娩の割合が他所に比べてうちが減っている。それが一番大きな原因だ

ったですね。ここをどうするかというのは今検討しています。 

委員：NICUに関してはどうなんですか。1000人近く減ってますよね。効率的なベッド運営

をやって，NICUではなくて後方のGCUですかね，そちらに移したりしたことによって，

結果としてNICUが減ったのかその辺りの分析は。 

広島病院副院長兼事務局長：３床増床は今年の４月からでございます。それからもう一つ，

昨年度からNICUだけでなくて小児病棟も含めた対応をしようということもございまし

たんですけども，実は25年度が，満床が130日程度生じるという非常に窮屈な運営をし

ておりました。そういう意味で病院全体で扱おうということと，今回そうした満床日

数を生じないように３床増床して受け入れを進めていこうということでございます。 

委員長：去年が多すぎたということですか。 

広島病院副院長兼事務局長：満床がずっと継続したという状況でございました。 

副委員長：その件に関しては人力と言いますか，例えば婦人科や産婦人科の先生の労働時

間は大変に長いと思います。夜中の労働時間もすごいですから。フラフラになってい

る人が多いような気がします。そのような労働条件で働いていると短期間は何とかな

りますけれども，長期間にわたってずっとはもたないと思います。事務局長さんが仰

ったように満床日数が130日と半分以上ある訳ですから，すごくハードですよね。もち

ろん県病院のNICUはすばらしいのですが，１人１人に充分な配慮がなされていないと

大きな問題が起こってくる可能性があると思います。 

広島病院院長：NICUの先生はやっぱりちょっと足りなかったですね。それで今度は３床増

床することによってドクターも増やして，それで上手く稼働させたいんです。 

副委員長：よろしいでしょうか。似たような観点なんですけど，DPCのⅡ群にするに当たっ

てちょっと足りないというようなお話があったんですが，Ⅱ群というのは広島では市

民病院と安佐市民病院。市民病院は医者の数が250人を超えている。県病院はこの春の

ホームページでは200人となっている。50人もの差があるんですね。その中で，市民病

院も県病院もあらゆる患者さんに対応している。もちろん政策医療的な面は非常に充

実している。多少違いはあるかも分からないですけども。市民病院の方は救急の対応

が２次救急に対応するという非常に大変なことをされていますが。安佐市民病院は僕

も地元なんですけども，県北も含めた救急医療に大きな役割を果たしています。こう

いう辺りで県病院は安佐市民型をめざしてⅡ群になるのか，市民病院型で行くのかっ

ていうのはですね，やっぱり効率よくやらないと駄目だと思うんですよね。Ⅱ群を目

指されるのであればあと何が足りないか，必要なのかということをちゃんと理解した

上でやらないと，仕事が増えるだけで全然Ⅱ群にはなれないということも考えられる
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ので，その辺り，医者の人数というのは大きな要因の一つだと思います。この辺りち

ょっとお聞きしたいと思います。 

広島病院院長：今非常に悩んでいるところなんです。確かに先生が言われたように広島市

民は非常に効率的な医師の配置をしていて，救急もそうですし外科系が多いんです。

うちを見ていると，そうじゃなくて精神科が多かったりとか，全体的に総合的な形を

やっているので，ちょっと配置したいというのも含めて，まだどういう方向性かとい

うのが非常に明確にし辛いところもあります。また救急に関しては，安佐市民と県病

院を見ると，安佐市民の方が少ない人数ですごく頑張っているのがよく分かっていま

す。いろいろ話は入ってきます。うちの場合も今後は救急に関しては研修医が増えて

いることと，それから総合医が増えていることの２点があるので，そこら辺りを中心

にして，もうちょっと拡大しなきゃいけないと思っております。どっちを目指すんで

すかということになると，やや安佐市民に近いかもしれないですけど。 

副委員長：安佐市民病院の特徴というのが比較的新しい病院と考えてよいと思います。相

当前からあるけどものすごく古い病院じゃないのではないですか。県病院が一番古く

て明治時代の半ば，市民病院はせいぜい戦後からですかね。安佐市民病院は僕らが学

生時代にできた病院で若い医者が多いんですよね。だから多少無理をしてもＯＫみた

いなのもあったんですけども，やっぱり高齢の医師が増えてくるとなかなか難しい。

そこは新たに考えなければならない。人数だけでもいけないし，要するに何を目的に

目指してやるのかということを，メリハリを付けながらやらないと，しんどいだけに

なるんじゃないかなという心配をしております。 

委員長：Ⅱ群を取る意味というのは何なんでしょうか。診療報酬上の区分ですよね。 

広島病院院長：診療報酬的なものというのは背景にあるんですけど，今は一種のモチベー

ションのようなところがあって，そこにどうやって持っていって，みんなが集中して

そういう方向に行こうとなっているんですけど，それが必ずしも収益性とは一致して

なくて，回転があまりにも速くなりだすと延入院患者数が減ってくるんです。それで

収益性が数としたらよくないなと思ってるんです。 

委員長：私が言いたいのはⅡ群とかⅢ群とかっていう小さいところで，それはもう全国一

律の基準の中でルールが作られて分類されているだけの話なんですね。広島県の中に

ある広島県立病院が，どういう医療を目指すのかというのと，厚労省が準備している

Ⅱ群だのⅢ群だなんていうのとは，また違うんじゃないかなという気がするんですね。

それは別にⅡ群になろうがなるまいが必要なことはすべきでしょうし，必要でないこ

となんてする必要もないんじゃないかと。結果としてⅡ群になるのであればいいと思

いますが，Ⅱ群をとるために県立病院の本来目指すべき姿が歪んでしまうっていうの

が一番よろしくないんじゃないかという気がするんですが。 
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副委員長：僕が聞いてるのは，市民病院の院長とか安佐市民病院の院長とかが，何かのあ

いさつの時，広島県でⅡ群は広島市民病院と安佐市民病院だけですと言って，そこで

アピールするんですね。そうすると県病院としても，ということもあるのかなと思う

んです。 

病院事業管理者：よろしいですか。どういう機能を持つ病院にすべきかということは実は

まだ十分方向性ができてるようでないと思うんですよね。ただ日本の医療の将来を考

えた時に，私は超急性期の機能，急性期の機能というのは，ある程度は限定されるべ

きだとも思うし，それが患者さんにとっていいことではないかと思ってます。それを

視野に入れるとなるとⅡ群になることがその目的ではないんですけども，超急性期の

医療を担うという病院が，広島県の中で幾つあればいいかと。そうたくさんはいらな

いと思うんですね。大学病院はちょっと特殊な機能がありますのでそれは別としまし

たら，そのほかの病院としては広島市民病院のグループの広島市民と安佐市民病院，

それと広島病院ではないかと思う訳です。この３つが機能を持つことによって，広島

県民の医療を守れるとも考えますので，そういう形で取り組んでると。仰るように診

療報酬のことを考えれば，むしろベッドを空けない方がいい訳ですから，そうではな

くて，やっぱり将来的に厚労省はそういうことを目指して行くことを伺いましたので，

それを目指す病院ですよということを，ちょっと明確にした上で，かつ構成員にもそ

れと分かってもらって，誇りをもって取り組んで行ってもらいたいという意図がある

という風にご理解下さい。 

委員長：ありがとうございます。 

委員：医師の負担軽減についてですが，26ページの医師事務作業補助者の15対１の加算を

取られたんですよね。これは立派なことだと思うんですけど，25年度と比べて26年度

は医師の時間外勤務時間はどう変化したのか。その辺を教えていただけますか。 

広島病院副院長兼事務局長：時間外の方ですけども，年間の総数で申しますと，実績です

が医師については，おおよそ６％程度のマイナスになったのかなというところでござ

います。 

委員：医師の１カ月平均の時間外勤務時間は何時間位ですか。 

広島病院副院長兼事務局長：大体40時間位になっております。 

委員：じゃあ25年度は44，5時間だったのが，5，6時間は減ったんですか。 

広島病院副院長兼事務局長：そういうことですが，実はここへ記載をしておりますのは，

診療報酬の算定は25年度から15対１は確保しておりました。ただそこに急な休みだと

か医師の補助ができない場面も想定できますことから，少し26年度に増員させていた

だいたという主旨で記載をさせていただきました。 

委員：もうひとつ，県立病院の政策の柱としてもう一つがん医療があったと思うんですけ

れども，リニアックの件数が前年に比べて1,300ちょっと減ってますよね。それから緩
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和ケア。広島病院の緩和ケアは、四国の私でも知ってるくらい，リーディングホスピ

タルとして日本の緩和ケアを引っ張っているとの認識でいますが，緩和ケアの診療加

算件数が前年に比べて300件減っている。私が持っている広島病院のがん医療に関わる

専門性の認識と多少ギャップがあるような数字が出ているんですけれども，その辺り

はどういうことなんでしょうか。 

広島病院副院長兼事務局長：先にリニアックの方ですけども，実は25年度，他病院のリニ

アックの更新がございまして，それを県立病院が支援をさせていただいたということ

がございました。 

委員：緩和ケアの加算件数が減っているのは。 

広島病院院長：緩和ケアはですね，基本的には広島県全体に対して，緩和ケアセンターが

広めていこうということをやっていて，比較的色んな地域である程度それが満たされ

てきだして，最初は各地から県病院の緩和ケアセンターに入りたという人がおられた

んですけども，ちょっとそれが少しずつ減り出して，うちの病院の中でそこは回そう

かという方向に少し変わってきたということもあるんじゃないかと思います。 

委員：減っていること自体は，広島病院が緩和ケアで頑張ることによって，広島県全体の

緩和ケアの認識とレベルが上がった結果としての減少だという認識でよろしいでしょ

うか。 

広島病院院長：そうですね。ある程度，緩和ケアとしての立ち位置というのが広島県とし

ては確立されたかなというところがあります。 

委員長：結局そこを表現してほしいというのがありますね。県立病院の存在意義というこ

とで，緩和ケアの普及をまず県立病院が関わって広がっていって，地域で緩和ケアが

できることで人数も減るということですね。そのストーリーがここに表現されること

で，より県立病院らしさが出てくる。 

委員：その辺りを積極的にＰＲされたらいいと思うんですけどね。 

委員：治験について19ページのがんに関する治験の実施状況と書いてあるのと，21ページ

に治験推進体制と一番下の所に書いていらっしゃるんですけれども，こんなに少ない

んですかという印象があるんですけど，県立病院の規模からしてこの治験の数自体に

対しては充分だと思ってらっしゃるのか，いやいやもっと少ないんだ，もっと積極的

にやらなくてはいけないんだと思っていらっしゃるのか，この辺りはどの水準をどの

ように考えてらっしゃるのかというのをちょっとお聞きしたいんですけれども。 

委員長：21ページの一番下ですね。 

広島病院副院長兼事務局長：まず推進体制のところは院内でも大変苦労していることでご

ざいまして，昨年度から市内の基幹４病院で治験の推進体制もできて参りましたので，

県の健康福祉局の幹部らともその体制についてどうしようかということも，事務レベ

ルでも相談しているという状況にあります。いずれにしても，広島地域の治験につい
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てはもっともっとやらなければならないという意識でおります。この体制につきまし

てはかなり検討をしております。 

広島病院院長：数とするとですね，これは金額でいってるんですけども，あまり毎年変わ

ってないところがあるんです。大体同じようなところで推移するのかなと思うんです

けど。ただ，全体的に治験も医師主導型とかではなかなか推進できないとか，それか

らうちの中でもサポート体制，治験室としてのサポート体制のこともちょっと問題に

なったりしてるので，もう少し内部調整の必要もあるかなという風に思います。 

委員：この病院の中にも治験コーディネーターとか色々いらっしゃるんですよね。病院の

中にも。 

広島病院院長：治験コーディネーターもあるんですけども，それを数が足りないとかです

ね。人数の問題もあるんです。 

委員：技術スタッフの数について質問をさせていただきたいんですが，病棟のクラーク，

救急外来のクラークということが書いてありましたけれども，外来クラーク・病棟ク

ラークの数，それから臨床心理士については書いてなかったので臨床心理士の数，そ

れから総合診療医が２人増員と書いてありますが，実際にトータルないしは総合医と

して，おそらく外来だとは思いますけれども，どういう働きをしているのか。更に，

理学療法士の数，PT，OT，STの数。 

広島病院院長：総合診療医，総診療科は今15人です。 

委員：救急外来クラークを新設したということでしたよね。 

広島病院副院長兼事務局長：これは料金計算の医事業務のクラークを，救急外来に患者さ

んが多い時間帯に今まで配置していなかったものですから，昨年の９月から配置をし

ました。夜間，準夜帯をやるものですから増員をさせていただきました。 

委員：病院全体の中で，所謂クラーク，医事クラーク，サポートクラークは何人位ですか。 

広島病院副院長兼事務局長：メディカルクラークは63人でした。料金計算をいたします医

事のクラークにつきましては病棟とか外来で100名を越えております。そのうちの１人，

２人が救急外来の配置だということでございます。 

委員：臨床心理士は。 

広島病院副院長兼事務局長：常勤職員が３人でございます。非常勤の職員もございます。 

委員：臨床工学士。 

広島病院院長：20人ちょっとです。 

委員：PT，OT，STは。 

広島病院副院長兼事務局長：PTが17人です。OTが現状で６名ですね，それからSTが部門が

いくつかありますけども６人でございます。 

委員：分かりました。全体の配置はいいと思いますが，OT，PT，STの配置あたりが少ない

かなという気はします。全部関係してきますけれども，DPCⅡ群にどうするかという，
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管理者の方の考えにもありましたけども，単に経済的なプラス，プラスになるのかマ

イナスになるのか，それは平均在院日数と病床稼働率の患者を全部考えていけば，稼

働率が下がればトータルでは下がる可能性も当然ある訳ですけれども，そのシミュレ

ーションは大事だと思いますし，先生も言われたように県病院という広島県立病院の

中央病院ということであれば，DPCⅡ群というプライドと言いますか，当然従事スタッ

フの方にもあると思いますし，何故Ⅱ群の方に考えていくかということを，もう一回

委員長が言われた通りのことをもう一度シミュレーションする必要があるだろうと思

います。県立病院が担ってきた県立病院らしさ，前からよく言われている県立病院で

なければできない医療ということを長年続けてきたんですから，その県立病院らしさ

をなくしてまでもⅡ群に行く必要はないだろうと。これ委員長が言われたとおり私も

同感だと思います。ただし，これから先，今度地域医療構想の中でどう考えていくの

か。今手元にないですけども625床のうち600床が高度急性期で昨年の届出はあったと

思いますが，25というのが不明ということになっていましたが。 

広島病院院長：緩和ケアを別にカウントしているということです。 

委員：あとは去年の段階では全部高度急性期ということですけれども，全国の病院の中で

地域医療構想の高度急性期の中に急性期や回復期がいっぱい入っていると。これをど

うしていくかということのシミュレーション，これはDPCⅡ群へのシミュレーションと

同等に，或いはそれ以上にものすごく真剣に考えて行かなければならないという風に

思います。DPCⅡ群シミュレーション，地域医療構想と一緒に。 

広島病院院長：分析ソフトによるとですね，やっぱり高度急性期と急性期で６割位。あと

は回復期，慢性期が２割２割ですね。結構バラつきがあるんです。そのツールを使う

限りなんですけれども結構悪すぎたりするんですね。その辺りは今後どうするかなん

ですけど。 

委員長：いずれにしてもですね，地域医療構想を策定するに当たっては，全ての調整会議

に医師会が入られるんですよね。ということは医師会の先生方が「なるほど県立病院

はこういう病院か」という，納得のいくものがあがらないと，調整会議の方々の理解

が進まないんじゃないかなという気がするんですけれども。 

病院事業管理者：病床機能分化については，今言われているように，いきなり振り分ける

ことはできないと思ってるんです。だんだん分担していくといいますか，やはり垂直

連携が上手くいくことによって，患者さんに一番いい医療が提供できるという風な形

になっていくと思うので，その過程で徐々に機能分化していくんじゃないかと思って

います。仰るように，今は出来高の点数で分けてる訳ですよね。それが本当に患者さ

んの，急性期，高度急性期というのを整理しているとは思わないので，それは私達の

側から言えばもうちょっと患者さんの側に立った病床機能分化を考えてはいかなくて
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はいけないと思いますので，そういう点で徐々にこれはやっていくべきではないかと

思いますので，ご理解いただきたいと思います。 

委員長：ありがとうございます。時間配分もありますので，安芸津病院についての意見を

お聞きしたいと思います。 

委員：安芸津の一つの核というのが，在宅をどう支援していくか，地域包括ケアをどう支

援していくかというのが非常に重要な施策に，今までもこれからもなってくると思ん

ですが，その観点から見てみますと，37ページの地域包括ケア病床なんですか，今は。

地域包括ケア病棟ではなくて。 

安芸津病院副院長兼事務長：病床です。 

委員：病棟への移行というか取組・方針はどうなっているんでしょうか。地域包括ケア病

棟を作るんですか，それとも病床の届出のままでやっていくんでしょうか。 

安芸津病院副院長兼事務長：今一病棟の一部を地域包括ケア病床でやっているんですが，

規模的にどうかというのも検討課題としてあるんですけれども，現実問題として課題

なのが，建物がちょっと古うございまして，全体を新基準の面積などに病棟ごと直ち

に適応させるというのが非常に難しいという悩みがございます。 

委員：廊下幅とか。 

安芸津病院副院長兼事務長：廊下幅とか一室の一人当たりの面積を全部適応しようと思う

と，もう入らないというのがありまして，既存施設の中でどうやったらクリアできる

かということをシミュレーションしたところ，現在の１病棟のうち21床であれば稼働

がほぼ上手くいくということでしたので，現在の運用を続けているという状況です。

次の課題として，先生が仰るようにどこまで地域に必要とされるのかとか，それへの

対応方針をどうするのかというのは，病院事業局とも課題意識は共有しておりますの

で，次期の経営計画などに向けての検討，あと建物全体を今後どうしていくのかとい

うのと併せて整理がいるのかなと思っております。 

委員：もう１点，後方支援というか在宅療養ですね。訪問診療，訪問看護，訪問リハビリ，

その観点から37ページを見させていただくと，訪問リハの件数が113件から48件に減っ

た理由というのは地域包括ケア病床へ常駐のPTを置いとかなきゃいけないという基準

のために一時的にPTが減ったから減ったんですか。 

安芸津病院副院長兼事務長：はい，26年度については元々４名体制のPTだったんですけど

も，診療報酬改定が出て４名のうちからまず１名，専従のPTを切り出したことから，

その他に関われるPTが１名減になってしまって，訪問まで出るのが対応できなかった

というのが率直なところです。 

委員：前回の評価委員会でもお聞きしたと思いますけれども，県立病院が在宅療養へ出て

行くという意義というか意味というか妥当性というか，医師会の開業医の先生達もき

っと行かれてると思うんですが，そのあたりの協調関係や役割分担というか，安芸津
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病院のこれからの在宅医療に対する方針は，どういう方針でおやりになるんですか。

特に地域包括ケアシステムが，国の一つの大きな方針となった中で，これからも積極

的に在宅へ出て行って，在宅のケアをしていく，あるいは逆に地域包括ケア病棟の機

能が３つ言われていますよね。急性期からの受け皿「ポストアキュート」ですよね，

それから在宅患者の急性憎悪を見る「サブアキュート」，それから「在宅復帰・在宅

支援」ですよね。その３つの機能がある中で，安芸津はこれからどういう方向で地域

包括ケアとの関わりをもっていくのか。非常に大事なことだと思うんですけども，そ

のあたりどうでしょう。 

安芸津病院院長：前から検討させていただいている中で，安芸津町には開業医さんが３軒，

大崎上島町には５軒ありまして，非常に数が減っている状況で，安芸津病院が普通の

病院としてだけでなく，かかりつけ医みたいなことも任されているというか，しなけ

ればやっていけないような地域になっておりまして，開業医さんと一緒になって地域

包括ケアをやっていくという風な立場を取ろうと思っております。開業医さんが足り

ないところ，安芸津町の開業医さんで言えば，看取りをやっているところは１軒だけ

ですし，在宅療養というところも夜間はほとんどできていない状況です。病院として

もそういうところは今までできてなかったんですけども，がん患者さんの在宅療養，

こういう方も増えておりまして，現在緩和ケアも外来を始めておりまして，そういう

形でがん患者さんの在宅療養・在宅看取りという方向をとりたいと思って，24時間対

応を何とか取れるように今頑張ってきております。そう言った形でできるところから

やっていきたいという風に思っております。将来的には開業医さんが診ている方も，

夜間の急変時に受け入れるとかいう形も含めて，地域の診療所と一緒になって地域包

括ケアの体制をとっていきたいという風に考えております。 

委員：前回の委員会で言われたように，竹原の医師会の会長とも話をしまして，安芸津病

院が在宅の方へどんどん出て行くということは可能かと，医師会の方としてはどう考

えるかということで，会長と私の２人だけの話をしました。どんどん出てくださいと

か，或いは出てくるなとかは何も言いませんでしたから，ぜひ竹原の医師会と安芸津

病院とで関係がある訳ですから，会合を持っていただいて，積極的に出るのか出ない

のか，或いは出るのであれば訪問看護で出るのか訪問リハビリで出るのか，訪問診療

まで行くのか，或いは場合によっては今院長が仰ったように，24時間体制のバックア

ップ体制をぜひ安芸津病院で何とかならないかというところまで要望されるのか，竹

原市の医師会と話をぜひ。 

安芸津病院院長：竹原地区の医師会の理事会などには私も出てますし，安芸津地区の開業

医さんの方も理事で常時２人は出ておりますので，その辺は一緒に考えてやっていき

たいと思います。 
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委員：それはやりやすいと思いますのでぜひ。さきほど広島病院の方でも言ったんですけ

ども，やはり全体にはリハビリスタッフがちょっと少ないんじゃないかと。これから

在宅に出て行く時には，特に安芸津病院の地域包括ケアも含めたリハビリ体制という

点では，理学療法，リハビリの方のスタッフの数の不足というのはちょっと見ても感

じていますので，訪問リハビリも非常に大事だと思いますので，ぜひ考えてほしいと

思います。 

安芸津病院院長：３名だったところが現在５名まで増やすことができております。なかな

か人員の関係で難しい状況ですけど，その方向で要望していこうと考えております。 

委員：コストも大事ですから。でも訪問リハビリの方は収益の点では問題ないと思います

ので。 

安芸津病院院長：どうもありがとうございます。 

委員長：この地域全体を考えていただいて地域全体の中でセラピストがどれ位いるのか。

安芸津病院に何人いるかというのはたいした話じゃないと思いますね。やはり地域全

体の中でのミニマムセットは一体どういう形なのか。これはもう安芸津病院の存在意

義からすると地域包括ケアのモデルになるべくですね，存在しているというところか

らすると，地域全体の中での有り様をベースに考えていただければと思いますね。 

委員：すみません，広島病院に話を戻してもいいですか。17ページの成育医療の機能強化

の最後のところに，児童虐待についての意見交換会をこども家庭センターで行ったと

いう風にあるんですが，私が見落としていたのかもしれませんけれど，こういう記載

が今までは無かったのかなと思います。どのような意見交換をなさったのかというこ

とと，児童虐待の対応体制をこちらではどのようにされているのか。ちょっと派生的

な話になりますが，ＤＶなどの被害者に対しての対応体制，さらには，強姦被害等の

性暴力被害者の対応・相談体制について，現状を教えていただけたらというのが一点

です。もう一つは全然違うことなんですけど，26ページの医療人材の育成・確保・派

遣のところの取組として，一番下の点に，ママ友会の開催を２回とありまして，これ

は23人と15人ということで，これは対象となりうる人のうちの参加率はどの位の割合

なのかなというところと，この中に医師はどの位含まれているのかということ，あと

参加者がどのような意見を出されたのかというところと，もしお分かりでしたら他の

総合病院について，こういう会議，あるいはこういう会の参加率について，こういう

ものなのかどうなのかというところも教えていただけたらと思います。ちょっと違う

話ですが２点，お願いします。 

委員長：お願いします。 

広島病院院長：性暴力についてはうちの中でまだ取組はしてないんですけども，児童虐待

に関しては小児科の一人の先生を中心にして，虐待の可能性がありそうだというのが，

色んな科の先生のところに来るんですけど，そこで可能性があれば，その小児科の先
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生を中心として委員会を開いて可能性を調べていきます。更にそれが虐待の可能性が

あるという風になると児童相談所の方にすぐ相談するという形になります。最終的に

は院長の方まで上がるんですけども，それがもっと暴力的ならば警察の方に処理して

すぐ対応すると，こういった形が今のとこはできています。年間に数名がこの対象に

なっているというところです。 

委員：虐待に関しては，児童福祉法上で要対協というのがあって，その事例検討ケースに

今年は弁護士が結構行かせてもらっていて，広島市内の民間病院や公立病院にも行っ

てるんですが，そういう事例検討ケースを県病院で実施しているというようなことが

この１年間にあったか無かったかというのはどのようになっていますか。 

広島病院院長：事例検討は確か数例はやっていたと思います。 

委員：いろんな関係機関と一緒に，例えば退院に当たって地域支援をどうするかっていう

ことを地域で担当しそうな人と一緒にやるっていうのが要対協の事例検討ケースにな

るんですが，そういったことの実績はありますか？ 

広島病院院長：それは家庭に退院するかというので，その後家に帰って，その見守りをど

うするかとかいうのを含めたのが児童相談所とかの関係機関とは連携はしております。

弁護士の方とかいうのはまだ入ってないです。 

委員：事例検討ケースの数字っていうのは今はちょっと分からないですか。 

広島病院院長：数例は覚えてるんです。ちょっとはっきりした数字じゃないんですけど。 

委員：分かりました。またもし教えていただけたら。 

広島病院院長：あのママ友会に関しては中尾先生の方で。 

広島病院副院長：私は県病院で女性就業環境を考える委員会の委員長をしておりまして，

３年間やっているんですけども，ママ友会は一昨年から始めてます。現在までで３回

開かれました。対象は，今，県病院の職員で育児休暇をとっていらっしゃる方，ある

いは６カ月以内に復職する可能性のある職員。出産３カ月以内はちょっと子どもさん

を連れて参加するのは難しいだろうということで，出産後３カ月以上経った方という

方を対象にハガキを出させてもらっています。その方達が60人近くいらっしゃるんで

すけども，参加人数としては23人，15人とその時々に応じて違います。これをやり始

めるきっかけになったのは，実は三次の病院の方でママ友会を立ち上げて，それがと

ても看護師さん達に好評であったということから，看護師さんの方から提案がありま

して開催に至りました。対象は看護師だけではなくて，これまで医師が一人，薬剤師

が一人，それ以外は看護師さんでした。来られる方の目的としましては，経験者の体

験談というのを３人くらいの方に話してもらいます。残り30分ほど小グループに分け

て実際の相談にのる。５，６人の小グループで話し合いをしていただいて，具体的な

話ができるというところで成果を上げているんじゃないかと思います。参加された方

からは全部アンケートをとっておりまして，育児休業制度というのは短時間と部分休
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業というような色んなタイプがあって，どれを取ればちゃんと働きながら勤務ができ

るか，実際問題夜勤ができるかとか，或いは休日はどうなのかとか，そういうすごく

具体的なことを知りたい方が多くて，その体験談を話してもらえることが一番良かっ

たと。自分はできないと思っていたけども何かやれるような気がしてきたと。そうい

う風なアンケートの結果を聞きまして，本当に嬉しく感じている会です。このまま続

けていきたいと思います。 

委員：ありがとうございました。さっきの児童虐待の方に関連して伺ったことなんですが，

前半でDVや強姦被害者の方の対応をしていないということだったんですけど，これは

被害者が相談に来られたりということもありうるのかなと思うんですけど，こちらの

病院の規模であれば。現状としてしてないということですけど，今後としてはどのよ

うなことがありうるのか，検討されてることなどあったら教えてください。 

病院事業管理者：今これはですね，広島県の方でDV，特に女性の性被害の対応について検

討を始めています。内容をよく調べますと，最近は件数は増えてないけども警察に行

かれる方が多くなっていて内容も変わってきている。病院の中に相談窓口があった方

がいいんじゃないかなというようなことも言われていまして，これはまさしく県立病

院の役割じゃないかとは思うんですね。私も４月からそういう検討を耳にしただけな

んで，今から関係者と相談しまして，できるだけ早い時期にしかるべき方策を打ち出

してですね，県病院の対応が必要でしたら，積極的に関わっていかないといけない重

要な問題だと思っています。 

委員長：委員の質問の意図は，やはり県立病院は何らかの形で相談機能は持っていた方が

いいとか，そういった思いはお持ちなんでしょうか。 

委員：県立というところなので，どういう形で今の被害者対応をされるかっていうのは色々

あると思いますし，拠点をどこに置くかっていうのは色々あると思うんですが，何ら

かのそこへの支援というところは，政策医療の一環としてご検討頂けるといいのかな

とは思っております。 

委員長：実態として県立病院に相談に駆け込むというケースは，把握してるかどうかも今

は誰も分からない状況だということになるんですか。 

委員：私の方が全部データを持っているということではないので，むしろ今日教えて頂こ

うかと思っていたとこなんですが。 

委員長：じゃあこれからの話だということですね。 

病院事業管理者：病院の中に相談窓口を置くということは病院で対応するということでは

なくて，被害者の証拠ですよね，これをきちんとしておかないと，訴えたときにもち

ゃんと証明できませんし，そういう意味での病院の機能であって，対応は場合によっ

ては警察かもしれませんし，先ほど仰った行政の機関ですか，そういう方を含めた対
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応であって，機能の一つとして産科があるところ，産婦人科があるところというとこ

ろが必要ではないかという風な議論ではないかと思います。 

広島病院院長：実際のところは，例えば救急でお年寄りのおばあさんが来られたんだけど

も，あちこち痣があって実は旦那さんが殴っていたというケースはあるんです。じゃ

あそれを組織的に警察まで行くとかですね，小児虐待のような形での組織的なの対応

がまだできてないというのはあります。 

委員長：ちょっと難しいですね。 

委員：浅原先生から何らかの検討をということなので，DVと性暴力被害っていうのはまた

全く一緒でもなくて，それらにどのように県病院が関わっていっていただけるのか，

証拠保全も含めてですね，或いは相談体制どうするかとか，まだまだ定まってない問

題があって，私も今日ちょっと教えていただくというところで，こうあるべきと弁護

士会は意見を出してるんですけれども，それも，現状の中でどうあるべきかという抽

象論でもありますので，また実情を教えていただきながらということでいいかと思い

ます。 

病院事業管理者：他のところではNPOとかで相談窓口をしていることころもあるんです。さ

っき言ったように証拠保全ということになると，病院が見ないといけないというとこ

ろがあると思うんですね。従って色んな機関が連携していかないと，非常にデリケー

トな問題でもありますし，個人情報の問題もありますし，そういう意味で非常に難し

い問題と思っています。 

事務部長：性犯罪の被害者の方の支援ということで，ワンストップサービスというのは，

今現在県の県民活動課の方で検討しているところで，そこと病院が何かできるかとい

うことについては，連携してやりましょうということでご相談はさせていただいてい

ますので，今後色んな形でのご相談があるということで対応させていただきたいと思

っています。 

副委員長：ではまた安芸津病院の話に戻したいと思います。安芸津病院は地域包括ケアな

ど，地域の医療を担っていくかというようなところで頑張ろうということでここ数年

来話し合われてきたわけです。その中で県立病院さえも地域の医療を支えていくとい

う観点において上手くいかないのであれば，そうじゃない病院では難しいであろうと，

こういうストーリーができた訳です。その中でご質問したいんですが，今安芸津病院

は常勤医師を１とした場合に何人位の医師がおられるんですか。かなりパート的な先

生が多いとは思うんですけど。 

安芸津病院副院長兼事務長：常勤は13名と，非常勤の先生を常勤換算すると2.2か3だった

と思います。 

副委員長：ということは15名位。 

安芸津病院副院長兼事務長：はい，そうです。 
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副委員長：先ほど言われた安芸津と大崎上島ですけれども，安芸津の人口が大体12,000人

くらい。大崎上島は8,000人くらいです。ということは20,000人に対して15人の医師が

おられる。大崎上島に５名の開業医の先生がおられて，安芸津に３名おられるという

ことですよね。ということは23名ですね。23名でどういう風にやっていくのかという

ところですね。これは大体常識的にはどれ位が普通なんでしょうか。20,000人に対し

て23名です。 

委員長：要はドクターの守備範囲ですよね，どれ位が適正かと。人口と合わせて面積もあ

りますね。非常に広い面積をやる。この辺りについて広島県のモデルとしてどれ位を

作り込んでいくのかというのが安芸津病院の宿題だと思っています。都市部では全く

違う様子なんですね，医師一人当たりの守備範囲が。これは山の奥の高田郡をどう考

えるのか，こちらはこちらでまた面積や交通網も違ってきますので，まさにどれ位が

適正かが分からない訳です。分からないんですけど，どれ位でチャレンジしていくの

かということを安芸津病院が提案されるべきです。それがここに示されると，より県

立病院として。 

副委員長：人数だけの話でもないんでしょうけれども，安芸津病院で大濱先生に言われて

２回講演を行いました。３年位前にした時とその３年前にやった時では全然ムードが

違っていて，最初はどちらかというと安芸津病院バッシングのようなものがあったん

です。大濱先生たちが安芸津病院を盛り立てて，安芸津の医療を守りましょうという

ことをかなり強く言われて，住民の方と話をされてですね，そのときに開業医の３人

の先生も何とか安芸津病院に頑張ってもらわんと困るということを強く言われたんで

すよ。それまでは開業医の先生と安芸津病院とは何となく距離があったんじゃないか

と僕は印象を受けていたんですけど，３年位前には安芸津病院と一緒に頑張っていこ

うと，安芸津病院も自分たちを助けてくださいねと，私も長くやれるかどうか分かり

ませんという話があったので，先ほど委員長が言われたような観点は本気度を増して

いかないといけないと思います。 

委員長：恐らくですね，これは私見ですけど，地域の医療崩壊っていう話が昔ありました

けど，突然来ると思うんですね。ある程度，ミニマムセットとしての医療機能が果た

せなくなった時に突然色んな診療科がなくなっていくと。ひょっとするともう経験さ

れていると思いますけど。ある程度の必要最小限の機能というのを地域全体で持ち得

るかどうか。そこに視点を持っていかれることが安芸津病院がこれから地域医療構想

の件，改革プランの件でますます必要になるんじゃないかと思いますね。私から，印

象めいたものなんですけれども，さきほど熱心な先輩の先生方がやられているという

お話伺いしました。県立病院はフルマッチ，県全体は７割。この７割というのは良い

のですか，悪いんですか。 
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副委員長：７割は地方県としてはものすごく高い。低いところでは45％位です。中四国と

北陸，東北の一部が悪い。 

委員長：東北と比較してもしょうがないと思うんですけど，例えば岡山と比較して。 

副委員長：岡山と比較しても県全体としてはマッチ率は同じ位かやや高い。 

委員長：福岡とは。 

副委員長：福岡の方が全然高いです。中四国は全体的に非常に低くてですね，低いところ

は50を切るくらい。広島県は通常は中四国ではいつも１位です。 

委員長：兵庫が入るとどうなりますか。 

副委員長：兵庫の方が全然高い。中四国９県と北陸と東北の西海岸側がちょっと低いんで

す。あとはもう８割とか。 

委員長：すると８割を目指すために，フルマッチをしている県立病院のやり方というのは

手本になるんですか。 

副委員長：僕もそこまではっきりとは言えないですけど，結局県病院のマッチの数という

のは定員が比較的少ないんですよ。病院の規模から考えて。大学病院は130人くらい受

験しているんです。その中で東京の方から帰られる方もいるので，試験はするけど密

なコンタクトはできない。そこのところは相当違いがある。 

委員長：大学が率を落としてるんですか。 

副委員長：結局マッチというのはコンピューターでやりますから，あなたは絶対入れます

よと言わないと受験者は１番にしないというところがあるんです。だから10人とか15

人位のところは相当密にやっていると聞いてるんですが，たとえば100人受けて15人し

か通らなかったら85人落ちてるわけですから，そしたら動けなくなるわけです。 

委員長：何かそこら辺はありそうですね。ここでは明確に言えませんが。 

副委員長：香川医大がですね，以前フルマッチだとかいって自慢していたことがあったの

ですが，次の年は半分ですよ。それはだから，フルマッチということは受けている人

がかなり落ちている。だから落ちた人の後輩は受けない。こういうことが２，３年周

期であるんです。 

委員長：先生，やはり県としてはたくさんのお医者さんが受けてマッチ率が高くなるとい

うのは重要なんですか。 

委員：それぞれの地域の「個の最適化」ですよね。一方でそのマッチ100％のところがあれ

ば，60，70に落ちるわけですよね。こっちは良かったけどこっちは良くないとトータ

ルで考えると果たしてそういうことでいいのかどうか，日本の医療の全体，医師の数

のことを考えたら。その辺りを認識しながらやって「個の最適化」だけではやっぱり

難しいんじゃないかな。そうは言っても「個の最適化」はしたいですし，特に安芸津

なんか医師が15人で本当にこれからどうやって地域包括ケアをやっていこうというの

が問題じゃないですか。その辺りがやっぱり地域医療構想の中に二次医療圏ごとの医
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療提供体制を考える上で，医師の適正な確保をどうしていくか。だけど地域医療構想

の策定ガイドラインの中には，医師の確保については，何ら目新しいことが書いてい

ませんよね。その辺りはどうなんでしょうね。 

委員長：私は東京や大阪，名古屋をはじめ，大都会に医師が100人やそこら行かなくたって，

地域の医療機能っていうのはそれほど落ちる話じゃないと思うんですよね。地方は１

人２人でも地域の機能というのはあるかないかみたいな話になってしまうんですね。

であれば例えば県全体と７割というのを８割にする何か方策を，これはもちろん大学

も関係すると思いますが。 

副委員長：大学はですね，上げると必ずそのあと数年間下がる。 

病院事業管理者：私今度，大学の評価委員になりますから，厳しく言おうと思うんですけ

ど，大学の研修医の受け入れ方は考えないといけないと思います。やっぱり研修医は

熱心に教えてくれる，ちゃんと勉強できる，身に付くことが研修できるという施設を

選んでいると思います。基本的には。色んなことがあったとしても。それは評価委員

として発言したいと思います。 

委員長：はい。そこはもうぜひ。 

病院事業管理者：それともう一つですね，この外部評価委員会で今年いろんな意見をいた

だくんですが，ひとつ安芸津病院のことについて意見を頂きたいと思っているんです。

今言いましたように，全ての委員の方も認識しておられると思うんですけども，安芸

津病院を将来どうしていくかということについては，大きな課題だと思っています。

しかも，まさしく地域医療の非常に困難な課題を抱えていますから。だけど私から見

ると非常に地域とうまく連携してやっている，特に開業医の方との連携はうまくいっ

ている，また民間病院ともそれなりに仕分けができている。非常に難しいのは３人し

か安芸津にはおられないということで，この３人のうち２人が高齢なんですね。高齢

者がおられなくなった時は，どこがそれを担っていくのかという問題があったりです

ね。それと人口が減ってきているわけです。その中で県立病院としてはこれからどう

すべきかという問題があると思うんです。例えば緩和ケアの機能について言えばです

ね，別に広島病院になくても，安芸津でもいいんじゃないかと思うんですね。家族が

ちょっと遠くなるというのはあるかもしれないですよね。そういうこと含めて，他の

病院ではできない，県立病院だからできるというものをもうちょっと模索していく必

要があるんではないかということで，委員の先生方も，ぜひ意見を寄せていただき，

参考にして県立病院の運営にあたりたいと思いますので，よろしくお願いします。 

委員：地域包括ケア・地域医療という点では，県病院こそ総合医というか，どんな患者が

来ても断らないようにすることだと思います。田舎の方の地方の病院の中で，いわゆ

る専門医を持った先生が来てものすごく困るのは，自分の専門外の患者は診ないとい

うこと。総合診療医じゃなくてもいいから，来た患者さんを絶対に一旦は診た上で，
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自分の守備範囲でなければ専門医を紹介する。ここを安芸津病院がもう一回しっかり

確認することが安芸津病院のこれから先の基礎になっていくと思うんです。それから

もう一つ，管理者の言われるとおり特色のあることを何か目玉を作れば。もう更に言

えば神石や瀬戸田を移管した訳ですから，もう将来的に人口が減っていくのであれば，

民間移管ということもそれは当然，県の方も考えなければいけない。 

委員：私は安芸津は、今まさにチャンスだと思いますね。存在感を示せる，それから社会

的共感が得られるまさにチャンス。それは国が地域包括ケアをしっかり進めていこう

という流れの中で，ちゃんとやれば本当に存在感を示せると思います。ただ存在感を

示していく上では，その地域包括ケアを支援していくのはやっぱり人ですから，人を

どうやって確保していくか，その観点から言えば広島病院に200人のドクターがいて，

広島病院も忙しいですけれど，或いは看護師さんがたくさんいて，他のコメディカル

のローテーションをどうやって組んでいくかですよね。県立広島病院から２年ごとに

４，５人でも，安芸津へ勤務できるような体制づくりが非常にこれから大事になって

くると思いますし，地域包括ケアの中で生きていくとすれば，地域包括ケアで言われ

ているのが５つの柱がありますよね。「医療」，「介護」，「住まい」ですよね，そ

れから「生活支援」，もう一つ大事なのが「予防」ですよね。「予防」の観点から考

えていくと，安芸津が胸を張れるのは，やっぱり「転倒の予防」というのが，全国的

に知られた病院じゃないですか。その観点からこの26年度の取組を見させていただく

と，「転倒予防」に対して更にどうグレードアップしたか。38ページを見させていた

だくと，そのいい点を活用できてないんじゃないかなと思ったんですよね。転倒予防

体操の普及啓発と出前講座，３つ，３行しかないというのが非常に残念な気がするん

ですよね。我々から見れば，安芸津は転倒予防の靴下も作られて，全国規模の研究会

を去年か一昨年ですか，おやりになった中で，しかも包括ケアの５本柱の一つが「予

防」があるのであれば，これを一つ，やっぱり病院局としても大きな課題として取組

を進めていかれれば，より良い包括ケアの後方支援がきっちりできると思うんですよ

ね。ぜひそのあたり今まで持ってる財産を更に活用してということを，転倒に関して

はお願いしたいという風に思います。 

委員長：視点を変えるということですよね。医療ばっかりじゃなくて，予防という視点も

あれば，介護という視点もあるし。そちらのところで非常にいい取組をされているん

であれば，そこをもっともっと伸ばされたらいいと思います。そのために広島病院と

の連携をより強められたらということでもあります。 

委員：ちょっと辛口のコメントを差し上げたい。この参考資料の決算状況の見込みを見ま

すと広島病院は黒字ですけど大丈夫かと思うんです。ものすごく傾向としては悪いん

ですよね。医業収入は３億3700万円増えて，医業費用は12億7800万円増えてるんです。

同じように安芸津も医業収入は3500万円増えて，医業費用は9200万円。この傾向が続
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く限り，黒字は多分来年は無くなって赤字は大きく拡大する。要するに赤字が見えて

るんです。そういう意味では抜本的に何故こうなってるのか。何故材料費の伸びの方

が収入の伸びを上回っているのか，ということを真剣に見ていって，本当に改革して

いかないと，今日のお話で地域包括ケア病棟を作るのに設備投資がまだ必要ですとか，

もう少しもっと在宅出て行きましょうとか，そういう風な議論の前に，この傾向を逆

転させておかないと，もっと人件費がかかって，収入がなかなか追いついていかない

ということで，安芸津の赤字はどんどん膨らみ，広島は多分来年度赤字に転落，みた

いな議論にも見えちゃってる気がするんです。ここは非常に重要な点で，まず何でこ

んな逆転現象が起こっているのかっていうのをしっかり見極めないと，ちょっとまず

いと思いました。新しい計画の前に今年度この分析をしっかりとされるのが重要では

ないかと思いました。以上です。 

委員長：この辺に関しましては，そうですね，今日の議論の中で，要は公立病院・県立病

院としての役割部分の収支と，それから所謂一般医業としての収支っていうは，ある

程度分けなければ，分からない部分っていうのがあると思うんです。その高度医療だ

とか政策医療だとかいったものがどれ位かかっているのか。それがされないまま，言

ってみれば丼勘定的になってしまってるんでそこがよく見えない。よく見えないもん

だから，何をしているかというとひたすら経費節減をしているみたいでですね，しか

しそれもたいした効果は出てこないと言ったような。これは次元の違う経営的な所の

流れができてしまっている感は否めないですね。そこは委員のご指摘の方では今後取

り組んでいただくということでお願いします。まさに今必要な所ではないかなという

風に思います。 

委員：安芸津病院のご説明に，42ページの④の医療人材の確保，育成・確保・派遣のとこ

ろと，48ページの費用合理化対策のところでの説明が，いずれも新たな取組がなかっ

たということで，自己評価を下げたという風に言われていました。ちょっとはっきり

した記憶じゃないんですけど，３年位前に色んな計画を練るんだというお話をされて

いて，それが動き出したというのが，２年位前で，少し成果が出てきたのが去年だっ

たように思うんです。そうするとその計画っていうのは少し長期で考えるとも伺って

いて，今年もそれを回している最中なのかなという風に思っていたんですけれども，

なかなか４番８番のところは，安芸津病院単体で動かすのが難しい問題かなとも思い

ます。例えば合理化のジェネリックのところは２病院の協力状況と再掲されていたり

とか，ここは広島病院との連携が大事な部分なのかもしれないなと思うんですが，新

たな取組も含めて最初に申し上げたような動きだった気がするんですけど，２，３年

前に「計画を練ってやるんです」って言っておられたことが，今どういう状況にある

のか，その辺りを少し教えていただけたらと思います。 

委員長：これはいかがですか。 
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安芸津病院副院長兼事務長：まず，費用の色々な取組については３，４年位前から広島病

院と一緒に取組をして少しずつ数字的にも出てきたというのが，この間だったと思っ

ています。ただ今回の評価に当たっては，それが止まったということではないんです

けども，26年度の１年間でどういうことをやって，それがどう成果に出たかというの

を考えた時に，その継続の内容がほとんどだったということを我々として考えて胸を

張るのは少し厳しいかなという風に思って，評価の部分としてはそういう風に付けま

した。 

委員：特に48ページは△がついてるんですが，成果としてはあるけれども，新たなものが

なかっただけという理解でよろしいですか。 

安芸津病院副院長兼事務長：26年度に具体的にこれをやったから，というのがちょっと新

しいものとしてはなかったという思いです。 

副委員長：ちょっといいですか。前から話題にはなってたんですが，例えば自己評価と委

員評価にしても，たとえば平成25年度は非常によく頑張ったんだけど，成績は１だと

か２だとかいうのと，４とか５なのだけれども，これが伸びなかったというようなの

をですね，○とか◎とか△とか×で表すのは無理だと思うんですよ。だからすごく上

手くいっていて計画通りにいってる，これ以上伸びようがないんだけれども５だとい

うわけですね。だけどもう去年に比べて伸びなかったから△だと言われてもですね，

ベストな状況で進んでいるのにそこに大きな力を入れても意味がないですね。より重

点を置いても，もう上手くいってるわけですから。というような評価の仕方はできな

いですかね。計画を上手く遂行したということを全体的に言っているということは別

だと思うんですよね。今，先生言われたのはそのようなことじゃないかと思うんです

が。 

委員長：そこら辺も含めて，最初の評価の所に戻りますけども，安芸津病院はそれぞれの

理由で△にしたと言ってる訳です。それを我々は外部評価委員として評価を独自に行

うというのが外部評価委員会ですから。 

副委員長：ただ世の中の人が見たら△とか×ではすごく悪いんだなと思われる可能性があ

る。 

委員長：それはそれでしょうがないのかなという風に思います。それは評価委員会として

の意見で進めていくということです。ただですね，この費用の合理化，これは私，最

後に全体的な話させてもらいたいんですが，全体として見た時に，県立病院ならでは

の取組かどうか，県立病院としての表現の仕方になっているかどうか，費用の合理化

という項目の名前がついていますが，これは単に費用の削減を言っているだけであっ

て，それが合理的に県立病院の目的に繋がっているかどうかですね，そこら辺のスト

ーリーが見えて来ないというのは少し問題ではなかろうかという風には思っておりま

す。それは，去年までもそうだったじゃないかという話もあるかもしれませんが，去
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年とは違って地域医療構想があります。これは地域に対して，病院を表現していかな

いといけないですね。地域医療構想を策定されるにあたっては。策定される側ですか

ら，病院は。その対象となる側ですから。できるだけ県立病院らしさを表現していか

なければならない。それから公立病院の改革プランを求められている。改革プランは

単に経営の健全化というか，改善だけを言ってるわけではなくてですね，地域医療構

想との絡みも求めてきている。ということは，より県立病院らしさを前面に出してい

かなきゃいけないと思っておりますので，今回は今回で見るにしてもですね，よりら

しさを表現するようなものを，よりストーリーが読めるものですね，なるほど県立病

院はこういうことを考えてこういう流れで行こうとしているのかというのが，広島病

院にしろ安芸津病院にしろ見えるものにしていっていただきたいという風に思ってい

ます。最後に言いたいことをちょっと言わせていただきましたが，時間をややオーバ

ー気味になりまして，皆さんから非常にたくさんの意見を頂きましてありがとうござ

います。ぜひ，評価は評価としましてですね，８月31日までに頂くということ，それ

から委員の皆樣方からいい意見をたくさん頂きましたので，これをまた病院経営に活

かしていただければという風に思います。最後に事務局から連絡等ございますでしょ

うか。 

事務局：平成26年度の取組状況の評価につきましては，後日事務局の方から様式をメール

でお送りしますので，申し訳ございませんが８月31日までにご提出をお願いいたしま

す。また，このメールをさせて頂く際に第２回の委員会開催のスケジュールも合わせ

て確認させていただきたいと思いますので，よろしくお願いします。 

委員長：ありがとうございます。 

病院事業管理者：ちょっと最後に。本日は遅くまでご多忙の中を県立病院のために議論い

ただきましてありがとうございます。私は病院の唯一の最大の目的は，患者満足度の

高い医療を提供することだと思っておりますので，それを忘れてはいけないと思って

います。それと同時に組織としてやはり大事なことは，組織の課題は何なのかという

ことを構成員がちゃんと理解をして，その課題に向かって取り組んでいくという姿勢

が大事じゃないかと思うんです。ということは，課題を明確に認識するということが

組織の発展に必要なことではないかと思っていますので，そういう観点から外部評価

委員会のご意見を正面から受け止めて取り組んでやっていきたいと思います。本日は

２時間，また遅い時間に貴重な時間を頂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，終了いたします。どうもお疲れ様でした。 

 


