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第５回 地方独立行政法人くまもと県北病院機構評価委員会議事録 

 

日 時：2018年 2月 14日(水) 16:00 ～ 17:30 

場 所：公立玉名中央病院 ２階 大ホール 

出席者：竹屋元裕委員長、中山顯兒副委員長、廣田耕三委員、福岡聰一郎委員、 

宮本圭一郎委員、野村義勝委員 

    中央病院：牛島正人、池上隆博、津田恵美、西依成章 

設立組合：酒井史浩、藤本一之、原田貴央 

    地域医療センター：赤木純児、吉田一義、日車宏明、原田貴子 

 トーマツ：塩塚正康 

 

１ 開会         司会進行 設立組合 原田貴央 

２ 新評価委員の紹介   野村義勝委員紹介、自己紹介 

３ 副理事長あいさつ   牛島正人副理事長 

４ 議事 

（１）地方独立行政法人くまもと県北病院機構 中期目標(改定案)について 

事務局から資料(1)に基づき中期目標（改定案）の説明あり、各項目について以下の 

質疑応答がなされた。改正案を一部修正し、委員長が最終確認されることで承認された。 

[質疑応答] 

・（委員）文体が「です」「ます」調になってない部分がある。本文前段 5 行の部分とこ 

の頁の中段の部分は、要約すれば繰り返し同じことが書いてあるように感じる。 

⇒（事務局）本文前段の朱書き部分を改定する理由に修正します。 

本文 3行目を「平成 30 年 4 月 1 日においての両院の経営統合を行う。」を「平成 

30 年 4 月 1 日に両院の経営統合に基づいて新たな中期目標を改定した。」に修正す 

る。また、文体は「である」調に統一する。 

・（委員長）この頁の 2 行目の平成 30 年 4 月 1 日改定とあるが、この前に平成 29 年

10 月 1 日策定の文字が入ると思う。策定をして 4 月 1 日に改定をするということで

整合が取れる。 

⇒（事務局）修正します。 

・（委員）2つの病院が統合する。統合したものは、ひとつの新しい名称になるのか。 

・（委員長）当面は、ひとつの機構の中に２病院がある。新しい建物ができればそこで 

一緒にということですので、ここではそれぞれ病院で分けて目標を掲げていくという 

ことになる。 

・（委員）平成 30年 4月 1日に病院の経営統合を行うという実施のことが書かれている 
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ものだから、1 つ形にしないと調子が悪いのかなと思いました。あと気になる点は、 

熊本県の地域医療構想の中で、有明医療圏域では、病床が 3分の１過剰だとなってい 

ます。このことについてどう受け止めておられるかお聞かせ願いたい。 

⇒（事務局）現行の 2病院体制で申し上げますと、公立玉名中央病院は 302床、地域医 

療センターは 150床、合わせると 452床です。3 年後の新病院開院時には、ＨＣＵ18 

床を造るという条件付きで 402 床となり 50床の減らすということで県の許可もいた 

だいている。 

・（委員長）中段で、一方と記載してあるが、何に対して一方なのか分からない。また、 

2 頁の（5）災害等への対応の項目で、「玉名中央病院と連携・協力し、医療提供やそ 

の他の支援」の「医療提供」の前に「災害時の」を追加した方がいいと思う。 

⇒（事務局）修正します。 

・（委員）4 月 1 日現在の目標であるなら、１頁の下から 4 行目の「地方独立行政法人 

化後」の「化後」は取ってもいいのではないか。 

⇒（事務局）修正します。 

・（委員長）この目標については、委員からご指摘のあったところの文言を修正して、 

文書回議などで回していただき、細かいところは委員長に一任していただくことで 

よろしいでしょうか。 

  ・（委員）一同了承 

 

（２）地方独立行政法人くまもと県北病院機構 中期計画(改定案)について 

事務局から資料(２)に基づき中期計画（改定案）について説明がなされた。各項目に 

  ついて、以下の質疑応答がなされ、各委員の意見に基づいて、中期計画全体にわたって 

修正を加えることになり、次回の委員会にて継続審議することになった。 

[質疑応答] 

・（委員）今までの評価委員会で議論されたことは、玉名中央病院を中心とした計画だ 

ったと思いますが、今回この計画（案）を見させていただいて喜ばしく思います。1

病院だけの目標であったと思えておりましたが、今回は医療センターの部分が追加さ

れておりますので、1 歩前進したのかなと思います。我々がいろいろな病院を見て、

玉名中央病院と医療センターとの病院が一緒になるということは、非常に注目度が高

いし、私達も期待をしております。色々なところを見てみますと民間と一緒になった

り、あるいは公立病院同士が一体となったり、この近辺では朝倉の県立病院が廃止に

なって、医師会立病院と一緒になって色々大変な問題も起こっています。各地域でそ

れぞれに事情や派閥問題もあり、なかなか上手くいかない。だから私としては評価委

員会のいちメンバーとして、是非、玉名中央病院と医師会立の地域医療センターが一
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体となって、将来、住民のために成功していただきたい。切なる願いです。 

冒頭申し上げましたとおり、こういうデータが一緒に出てきたことは、喜ばしいこ 

とです。この計画は、期限付きですよね。29 年 10月 1日から 33年 3月 31日までの 

計画ですよね。32年に病院ができる計画ではなかったですかね。 

⇒（事務局）32 年度末ですので、33 年 3 月の病院ができるまでの計画です。 

  ・（委員）そうすると 1つの機構に 2つの病院があるわけで、そうしたら事情が違うわ 

けで、合体して報告する数値と別々に報告する数値があってしかるべきだろうと思う。 

ただ一緒に合わせてこれだといっても、事情が違うし、それぞれの役割があるわけだ 

から、別々に報告すべきだと思う。研修会にしてもただ合わせだけでは、現実的にど 

っちがどれだけかということにもなる。ただ、非常に難しいところもあって、予算を 

立てて、先が見えないものを一緒になって黒字にはなりたいけど、なかなか上手くい 

かないかもしれない。茨の道かもしれませんが、その先は素晴らしいものがあると思 

います。僕らもこの地域に注目しております。 

  ・（委員長）いま委員が言われたことは非常に大事なことで、それぞれ病院の状況は違 

うわけですから、経営統合になったとしてもそれぞれの目標値があっていいと思いま 

す。そうすると原案に書かれている合わせた数値ではなく、別々の数値がよろしいで 

すか。 

・（委員）一緒になってもいいのはあると思いますが、ただ合計しただけの数値ではい 

かがなものかなと思います。玉名中央病院と医療センターでは、役割も違うわけです 

から、現場の方々が判断されていいと思います。 

  ⇒（事務局）内容によって合わせる必要があるもの、そうでないものと区別してよろし 

いですか。 

・（委員）そう思います。医療センターの医院長がお見えになっておりますのでどうで 

すか。 

・（医療センター医院長）別々の目標もあった方がいいと思います。そういう目標も明 

確にしてもらった方がいいと思いますが、3 年後は一緒になるのでどうやって機能を 

集約していくか考えを示す必要があると思います。例えば、介護型病院は、医療セン 

ターだけ行うようになっていますが、統合したら一緒になるわけだから、この 3 年 

間で少しずつ玉名中央病院も一緒にやるようなことを考えてもいいのかなと思いま 

す。この辺の機能集約も大事かなと思います。 

・（委員長）この中期計画で追加になったのは、数値の部分だけですよね。文章のとこ 

ろは変わってない。要するに実際の病院の最終的な統合に向けて、機能も少しずつ統 

合していくというところをもう少し書き換えが必要になりますね。 

・（委員）新しい病院の設計には、どうしても２つの病院の関わり方、在宅医療ひとつ 

にしても、２つの病院で別々におやりになるよりは、１つのセンターとしてやられる 
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方が、こんなところは一緒にやろうとか、やらないとか、方針をある程度お決めにな 

らないと設計図が書けない。機能的なすり合わせを、できたら今度の会議でアウトラ 

インだけでもいいですから、お話いただきたい。 

  ・（委員長）そうしますと今回の中期計画の期間内に新病院ができて、病院自体も統合 

されると、それまでの段階で中身も統合に向けて色々変えていかないといけない。そ 

れがこの中には反映されていない。要するにそれぞれの項目ごとで現行の数値をただ 

合わせただけの計画ですから、将来病院を統合するに向けて計画がこの中には出てき 

てない。そこを見える格好の計画にならないと意味がないのではないかというご意見 

ですよね。 

  ・（委員）２つの病院が、それぞれの意見を尊重しながら、新しい病院を形成していか 

ないといけない。必然的に一緒になった話を交わしていただいて、この次お聞かせ 

願いたい。 

⇒（事務局）機能的なところをまとめ直したいと思います。大変恐縮ですが、もう一度 

お集まりいただく機会が取れるかどうかをこの場で確認させていただきたい。 

・（委員長）４月１日の経営統合まで仕上がってないといけないですよね。 

⇒（事務局）はい。議会の承認も必要となります。できれば、今月で日程調整ができれ 

 ばありがたい。 

⇒（事務局）委員長。会議時間も長時間になっておりますので、ここで 10分ほど休憩 

を入れたいと思いますがよろしいでしょうか。 

・（委員長）わかりました。 

 

～ ～ ～ ～ ～  10分間休憩  ～ ～ ～ ～ ～ 

 

・（委員長）お揃いですから、再開します。今、大きな変更が必要ではないかという意 

見が出たのですが、今後のスケジュールを考えて、どこまで変更が可能なのか。また、 

次に集まることが可能かどうかですね。 

⇒（事務局）よろしいでしょうか。今回提案いたしました中期目標と中期計画がござい 

ますが、中期目標については一部改正の後、委員長の判断によりご承認いただけると 

いうお話であります。中期計画につきましては、年度内に一度会議を開催させていた 

だきたいと存じます。4月から地方独立行政法人法が一部改正されるということから、 

改正前にご審議いただきたいと考えております。3月後半にこの中期計画、平成 30年 

度の年度計画をご審議いただければと思っております。先の予定になりますが、29年 

度の実績が出ます 6月か 7月に実績評価をお願いしたいと計画しております。会議 

日程は、また調整文書を出させていただきたいと思います。 

・（委員）集まっておられますので、この場で決めていただきたい。 
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⇒（事務局）委員との日程調整   

⇒（事務局）3月 19日(月)に今日と同じ時間で開催いたします。資料については、事 

前に配付するようにします。 

・（委員）県の地域医療計画で、病床を減らすという計画がありますよね。どの程度で 

すか。 

⇒（事務局）3年後の新病院 402床というのは、県から承認いただいております。それ 

までは、現状の 2病院体制を継続していくということになります。 

・（委員長）では、この計画で求める必要があるのは、新しい病院の 402床の対応する 

ようにそれまでの間にそれぞれの 2病院がどういう格好で統合に向けて進めていく 

かを盛り込むことですね。 

・（委員）委員長が説明されたように、先の見える計画を策定してほしい訳なんですが、 

2病院間での調整というのはどのようにされていますか。 

⇒（事務局）先生方は忙しいので、まず事務レベルでたたき台を作って進めていく形に 

なると思いますが 

・（医療センター医院長）事務レベルだけでは駄目ですよ。医師も看護師も入っていか 

ないと、非常に関係することだから、たたき台を作るのはいいけど、医者とかも入っ 

ていかないと 

・（委員）どの組織でも、責任のあるところに権限があるわけですよ。悪いけど事務レ 

ベルいろいろされても責任がない。権限がないから駄目になる。理事長なり医師会長 

なりが話し会われて結論を出される。責任があるわけですから責任を取らないといけ 

ない。そのお膳立ては事務レベルがすべきですが、是非やっていただきたい。 

  ・（委員）この中期計画の中に 2つの病院の役割分担、機能統合に向けたところを書き 

込むということであるなら、中期目標の中にもその他の項目の中にでも書く必要があ 

るのではないか。 

⇒（事務局）目標につきましても、書き入れることとします。修正したものは委員の 

皆様に配付いたします。 

・（委員）形式的なことですが、「財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべ 

き措置」あたりから（平成 30 年度以降は経営統合後の推定数値）とありますが、統 

合前で地域保健医療センターの数値が出てきてないので、公立玉名中央病院だけの数 

値を補足で書き入れたような経過だったと記憶をしておりますが 

  ⇒（事務局）表中の平成 29 年度は、実績の方に上がってくればいいと思います。また、 

   括弧書きの部分は削除するということでいいと思います。 

・（委員長）4 月 1 日改定後の計画なので、29 年度は上の方でいいと思います。経営統

合後の内容、文章になる。なおかつ病院が 1 つになる。病院統合に向けてのいろんな

具体的な計画を入れていけばと思います。数値的に一緒にできるところは一緒に書く
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し、それまでは、まだ 2 病院でいきますから 2 病院個別に数値目標を立てる必要があ

るところは、個別に立てていく。一緒にできるところは一緒にする。このような修正

をしていく。 

 では、これで今日はよろしいでしょうか。お疲れさまでした。 

 

<事前配付資料> 

(1) 地方独立行政法人くまもと県北病院機構中期目標（修正案） 

(2) 地方独立行政法人くまもと県北病院機構中期計画（修正案） 

 

 


