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平成２９年度第６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 3月 19日(月) 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：中野哲雄、池上隆博、西依成章、津田恵美、矢野貴裕 

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、日車宏明、原田貴子、柴原和博 

 トーマツ：塩塚正康 

 

１ 開会        司会進行 設立組合 原田貴央 

２ 理事長あいさつ   中野哲雄理事長 

３ 議事 

（１）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(1)に基づき中期計画（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] 

・（委員長）変更点について説明が終わりました。委員の皆様方から項目ごとに分けて 

ご意見を伺っていきたいと思います。まず２頁と３頁についてご意見ございませんで 

しょうか。 

・（委員）２頁から３頁に入院患者数と手術に関する目標値があります。３頁のがん診 

療以下については、２病院を合わせての記載ですが、どうして患者数と手術について 

それぞれ別々に記載されているのですか。 

⇒（事務局）前回の評価委員会の中で、それぞれに記載した方がいいものと一つにまと

めて記載した方がいいものと分けて記載するようにというご意見でしたので、それぞ

れ分かりやすく表現して記載しております。 

・（委員長）例えば救急医療については、２病院合わせた数値が目標値で書いてありま

すね。それから、入院患者数や手術に関する目標値は、それぞれベッド数も違います

し、手術件数も手術室に対応して違ってきます。そういう意味で別々に記載している

と、それから、３頁の下のがん診療に関する目標値は、これは合わせて記載が可能な

のでそのように記載をしているということですよね。これでよろしでしょうか。 

・（委員）常勤の麻酔科の医師は、何人おられますか。 

⇒（事務局）中央病院は、３人おられます。地域医療センターは０です。 
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・（委員長）公立玉名中央病院は３人で、医療センターは０ですね。当面、まだ建物は 

別々ですので、それぞれの体制で進めていくと、それもあって手術件数等々は別個に 

なっているということですね。 

・（委員）常勤の３名は、今の手術の件数で、なんとか頑張ってやっているという状況 

ですか。 

⇒（事務局）現状は、もうあまり余裕はないなという感じです。 

・（委員）今のところ３名でよく頑張ってやっているなというところですね。 

・（委員長）それでは、次に移ってよろしいですか。４頁から５頁につきましては、何 

かご意見ございませんか。 

・（委員）中央病院と医療センターの健診の項目とか内容は違いますか。 

⇒（事務局）基本的には、あまり大きな違いはありませんが、決定的な違いは、地域医 

療センターは殆ど胃カメラでの検査をやっています。ここが大きく違うのかなって思 

います。 

・（委員）３３年４月からは一緒になるわけですが、先のことですので今のお考えでい 

 いですけど、健診は違う形で行われる予定ですか。 

⇒（事務局）中央病院では、胃の健診は、胃カメラの方と透視の方とおられるのに対し 

て、地域医療センターでは、全員胃カメラです。ところが、地域医療センターの医師 

が減ったことによって４月以降は全部こなせなくなった。健診というのは１年分くら 

い前から予約が入っていますから、それで、中央病院の消化器内科の医師を健診の時 

だけ派遣して、予約の部分を当面何とかする。 

・（委員）健診センターのことを調べたら、どっちかというと片手間で行っているよう 

な病院が多いが、玉名の場合は、独立した建物で充実していたので、今後もひとつの 

目玉としてやっていかれたら、この地域とってはいいのではないかと思っています。 

発展的な健診センターになっていただきたいということで発言させていただきまし 

た。 

⇒（事務局）新病院の建設構想の中では、健診部門もひとつの建物の中に入ります。た 

だ、婦人科の健診は婦人科の先生にお願いしなければならないし、胃カメラをするた 

めには、健診部門に胃カメラができるメンバーがいない中央病院では、健診センター 

の専属の医師がやっているわけではなく、消化器内科の医師がやっている状態。ど 

のような運用をするかは、スタッフ次第ということになります。場所自体も健診セン 

ターの中に全ての設備を入れてしまうのは不経済なので、例えば、カメラだとかＭＲ 

Ｉなどは病院施設のものを使うように考えています。 

・（委員長）この計画では、当面、健診センターの健診項目とか料金見直しなどの統一 

を図るという方向でされていくということですね。 

⇒（事務局）現在は同じ健診であっても値段は少し異なっておりますので検討していき 
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ます。 

・（委員長）いまどのくらい違いますか。 

⇒（事務局）詳細には把握しておりませんが、４月からは急には変えられませんので１ 

年かけて計画的に統一していきます。 

  ・（委員）総合診療医は、現場として一番欲しい人材です。我々古い医者はなんとなく 

総合的に見ますが、若い先生は、私はこれが専門と決めてあとを見ない。この計画で 

は、熊本大学病院から指導員を派遣して、そして総合診療医を育成すると素晴らしい 

ことが書いてありますが、これが出来たらいいなとは思いますが、大学病院から総合 

診療医の指導員をお願いできそうですか。 

⇒（事務局）現在来ております。九州の中では、我々の病院が唯一で、全国でも実質的 

にやっているのは数箇所ぐらいです。 

・（委員長）これについては、熊大医学部付属病院には総合診療の部門がありますが、 

大学では地域医療や総合診療の実践がなかなかできないため、地域にブランチが欲し 

いということで、公立玉名中央病院と連携してやっているところです。大学から確か 

総合診療医が来てますよね。こちらに来て診療して、学生とか研修医などの指導を行 

ってもらっていることも大体確立していますので、これは継続してやっていただけれ 

ば有り難いと思います。 

⇒（事務局）研修医が増えたのは、これが勉強になるという研修医が多くて、それで増 

えています。 

・（委員長）研修医も増えているんですね。それは、結構なことだと思います。それで 

は、４頁、５頁はよろしいですか。それでは６頁、７頁についてはいかがでしょう 

か。ちょっと私は、言葉的に６頁（２）地域に対する広報のところですが、取組みが 

何に対する取組みなのかよく分からないので、ここは少し言葉を追加されたらいいと 

思います。両病院の特色や治療方針をはじめとし、取組み及び地域医療機関との連携 

等についてと書いてありますが、例えば、診療への取組み及び地域医療機関との連携 

等とか何に対する取組みなのか分からないので、少し言葉を加えられたらいいと思い 

ます。それと、紹介率や逆紹介率について、これは地域医療センターについてのデー 

タは、介護病院なので、ほぼ１００％ということをおっしゃいましたが、それであれ 

ば一言ここに書いておかないと、公立玉名中央病院だけ書いてあって、他のところは 

書いてありますが、ここだけ記載がないのはなんだろうと私は疑問を持ったので、一 

言、地域医療センターについては、こうこうであると書かれたらいいと思います。 

  ・（医療センター）１００％じゃないと思うのですが、 

・（委員長）実際数値を書いた方がいいじゃないですか。他の項目も書いてありますか 

ら、できれば書いてください。 

・（委員）広報紙は、定期的に出しておられますか。 
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⇒（事務局）「地域連携だより」というものを定期的に出しています。医療センターは 

「ほほえみのかけはし」を出しています。 

・（委員長）今後は、統合して一緒に出されるのか。あるいは３年間はとりあえず別々 

ですか。 

  ⇒（事務局）基本的には現状維持で、協議します。 

  ・（委員）基本的にはこの計画でいいと思います。前も申し上げたように特殊な状況で 

すよね。２病院が３年間くらい診療に関しては、お互いが切磋琢磨して努力していく。 

それはそれなりに認め合っていくということでいいと思いますが、この中の医療安全 

の教育、あるいは研修とかいうものは、一緒にやっていい部分ではないか。数少ない 

一緒にやれる部分。職員は、同じ場所で研修して顔の見えるお付き合いしたり、意見 

交換などを手法として、そうすると３３年４月には、よりソフトランディングで移行 

できるのではないかと、そういう工夫なり努力をされた方が、みんな独立してお互い 

が犬猿の仲で２つあったら、一緒になったときにまた上手くいかないじゃないかと思 

います。研修とかはできると思います。 

⇒（事務局）中央病院でも、会場の関係で同じ内容ものを２回に分けて開催したりして

おります。医療センターでも同じ内容のものを開催しても会場の関係上なかなか回数

は増やせないのが現状です。 

・（委員）１００人くらい入る広い講堂とかないですか。折角一緒になるんだから、や 

り方としてそうした方が案外スムーズにいくと思いますよ。同じ職員ですからね。 

  ・（医療センター）平成３０年から玉名地域医療センターは、研修会開催が、０になっ 

ていますが、研修会はどういう定義で考えられておられますか。在宅ネットワーク主 

催の研修会は除くということですか。研修会は、それだけではないですよね。 

・（委員長）できれば医療センターの目標値もあった方がいいような気がします。書け 

るようでしたら書いていただけると 

・（委員長）それでは、ここまでよろしいでしょうか。次は８頁からですが、これは業 

務運営の改善及び効率化というところで、８頁が人材の確保、９頁は人材の育成とい 

うところです。８頁９頁につきましては、いかがでしょうか。 

・（委員）下段の保健医療センター分の常勤看護師数ですが、例えば２９年度は８２人 

 と３０年度は８６人という記載がありますけれども、３２年度末に療養病床数が５０ 

床削減という中で、なぜ増えるのでしょうか。 

・（医療センター）療養病床はなくなりますが、現在の一般病床体制は１０対１から一 

 緒になったときは、７対１を考えておられるので、療養病床が一般病床へ行く必要が 

 あるので、人数的には３０年度も３２年度になっても同じぐらいの人数がいるという 

 ことになっています。 

・（委員長）看護師数はそのまま確保しつつ、新しい病院へ移行していくということで 
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すね。よろしいですか。 

・（委員長）８頁９頁について、他はございませんか。 

・（委員）新病院開設に伴う診療科の新設、新設科はどういうのを考えていますか。 

⇒（事務局）できるかどうか分かりませんが、希望しているのは脳外科を希望していま 

す。しかし、これは大学の方から派遣していただけるかどうかですから、逆にフリー 

ランスの方に来ていただいても継続はできませんし、チームとしてやっていただくこ 

とからも大学以外は考えにくい。 

・（委員）案外大学から人をもらうのは大変ですよ。しかも継続的にもらうのは大変。 

病院としては、継続的に出してくれないと困りますから 

⇒（事務局）実は、交渉できているところもあるんですが、まだ、はっきりとこの段階 

では申し上げられません。 

・（委員）個人的な意見になるかとは思いますけれども、私は脳神経外科ですので、玉 

名に僕も脳神経外科は造るべきである。熊本大学の関係もあって、荒尾市民病院の脳 

外科がおられるし、福岡県では大牟田市立病院ということで、しかし、この地域の医 

療圏はちょっと違いますから、脳神経外科の手術症例というのは、どっかに熊本か荒 

尾かに送らないといけないという現状をこの地域を考えたら是非必要。希望としては、

造られた方がよろしかろうと思います。 

・（委員長）そういうご意見があったということで、是非そういう方向で考えていただ 

ければ思います。８頁９頁はよろしいでしょうか。それでは１０頁からですけど、こ 

こは財務内容の改善、１１頁の収益の確保と費用の節減というところで、費用の節減 

が１２頁ですので、そこまでで何かご意見ございませんか。 

・（委員）１０頁の中央病院分の経営に関する実績の経常収支比率、２５年度から２８

年度の数値が前回と違っていますが、朱書きになってないですけれども 

  ⇒（事務局）確認して報告します。 

・（委員長）前回配っていただいたものと数値が違っているんですね。それは確認して 

いただいて、正しい数値を入れていただくということで 

  ⇒（事務局）前回が間違っていました。朱書きにすべきでした。 

・（委員長）では、今回の数値が正しいということですか。 

⇒（事務局）はい。 

  ・（委員長）他はよろしいでしょうか。それでは１２頁第５のところです。その他業務 

   運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置のところです。ここは、大幅に追 

   加をしていただいたところです。３３年に新病院ができて実質上も統合されると、そ 

   れに向けての準備ということだと思いますが、ここについてはいかがでしょうか。 

  ・（委員）すばらしいと思うのは、病理診断科の常勤医師を確保できるんですね。 

・（委員）（2）の手術の集約のところで、２行目の開業医の先生方というところと、（4） 
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 療養病床廃止へ向けての２行目の患者さんという表現が、ずっと敬称は付けずにニュ 

ートラルな表現でやっていたと思いますが、ここだけ敬称が入っていて違和感を感じ 

ましたので、開業医、患者でいいと思います。 

・（委員）文章ではなく内容ですが、医療センターは開業医の先生が手術をしに行ける 

んですか。 

・（医療センター）手術はできる状況ではあります。 

・（委員）そういう契約をなさってるんですね。自分が紹介して自分で手術して 

・（医療センター）手術のときは、開放しています。 

・（委員）では、今後はどうされますか。１つになったときに 

⇒（事務局）まだ決めておりません。ただ、今までは医師会立病院ですが、今後は独立 

行政法人の病院ですので、少なくとも契約書はもう一度作り替えないといけない。 

・（委員長）制度上可能かどうかということも、４月から独法化した後も可能かどうか 

という話ですよね。 

⇒（事務局）手術されるのは、たぶん大丈夫だと思ってます。 

・（委員）可能だと思いますね。理事長が運営に対して権限をもってらしゃいますので、 

なかなかしようとしても出来ていないのが現実なんですよ。僕らのところも、そうい 

う話はあるけど実際するとなかなか出来ない。手術の看護師はよう知らん。自分とこ 

に連れてくるとごちゃごちゃになってぽしゃんとなってしまうのが現実。折角そうい 

う土台があるならいいですね。 

⇒（事務局）原則現状でやっていただきたいということで考えております。少なくとも 

契約書は、もう一度契約し直さないといけない。 

・（委員長）他はよろしいでしょうか。私が気になったのは、第５のその他業務運営に 

関する重要事項を達成するためとるべき措置という言葉自体が、要するにここの項目 

は、第１期が終わった後の３３年度に新病院が出来てそこに移ってそして名実ともに 

２病院が統合されることを念頭に入れてこういう目標を立てているということです 

よね。そのことがこれからは読み取れないですよ。要するに新病院への移転と２病院 

への統合へ向けた準備を以下のように行うというようなことが１つないと、何のため 

にこれをやっているのということになる。日数調整したり、ベッド数が減るというこ 

とは、ここだけ読めば分からないですよ。そういう説明がいるんじゃないかと思いま 

す。 

・（委員長）それからもう 1つは（6）患者流失いうのは、患者流出への対策とかそうい 

う言葉になるべきだと思います。それからその下の有明保健医療圏の患者流入出状況 

というのは、計画ではなく、参考資料ですよね。これも載せられるわけですか。 

⇒（事務局）情報提供という意味合いで載せておりました。 

・（委員）私は、必要ないと思います。事務局の資料として持っておかれるだけでいい 
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と思います。資料を見せてくれて言われた時だけ見せればいいんじゃないですか。 

・（委員長）この表は、載せない方がいいと思います。文章中の有明医療圏では流出が 

流入を大きく上回っている。というのは、現状でそうなんでしょうか。 

⇒（事務局）これは間違いないと思います。 

・（委員長）じゃ、これはそのまま残して、資料は必要ありませんね。それでは、ここ 

までよろしいでしょうか。それで次は、予算関係で１４頁から１７頁までは、特に変 

更ないということでありましたが、何かございませんでしょうか。 

１頁の前文の４行目ですが、医療センターと経営統合を行い２病院体制の法人とな 

る。は、４月１日改定のものですから、２病院体制の法人となった。が文章的にはい 

いのではないかと思います。先ほどちょっと申し上げましたが、この第１期を終わっ 

た後に新病院が竣工して移られるわけでしょう。そこら辺の言葉は、何か前文の中に 

は必要ないでしょうかね。それに向けて、完全統合に向けての準備を行うとか何か一 

つあると分かりやすいかなと思いました。 

⇒（事務局）先ほどの第５につながっていくと思いますので、前文の部分に追加したい 

と思います。 

・（委員長）それと平成２９年度の数値は、２月時点の見込みということですが、これ 

は実際確定した段階で、最終的な数値に自動的に修正していただくということでよろ 

しいでしょうか。では、他に何かございませんでしょうか。これは、今後議会で審議 

されることになります。細かい修正点が出ましたが、微修正を行った上で最終案につ 

いては、委員長へ一任していただくということでよろしいでしょうか。 

・（委員）一同了承。 

 

（２）その他 

事務局から資料(２)に基づき地方独立行政法人法の改正概要について説明がなされた。

以下の質疑応答があった。 

[質疑応答] 

・（委員長）法改正で、委員会が扱う事項が縮小されたということですが、ここに条例 

の変更案の第２条にありますようにいくつかの項目について県北病院に関しまして 

は、委員会が意見を述べることができるような格好で条例を改正されるということで 

よろしいでしょうか。私たちの業務は、少し減るということですね。 

・（委員）前の法律で我々は動いてきたのですが、意見を述べることができるというの 

は今までどおりだと思うのですが、僕らが評価委員の業務で大変だったのは、評価を 

する項目ごとに大項目・小項目の評価を５段階で評価をしてきたんですね。そういう 

評価はしなくてもいいようになるのですか。 
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⇒（事務局）従来どおり、中期目標や中期計画などは意見を求めていくということにし 

ております。この点に関してや変更に関しては従来どおり意見を求めるという形で今 

までどおり行っていただきたい。その他、実績についてですが、当病院では期間の途 

中ということでまだ出てきておりませんが、年度実績は設立団体の長への報告という 

ことに移行します。また、先ほどご説明しましたとおり中期目標期間の最終年度の直 

前の年度における中間評価及び最終年度の評価については、評価委員からの意見を求 

めることとなっております。 

・（委員）大体概念的には分かりましたが、実際の話を盛り込ませて話をさせていただ

くと、病院が項目ごとに自己評価をします。自分たちは目標に対して、これだけ出来

た。ここは出来なかった。というような評価を 5段階で評価します。この自己評価を

基に僕らがそれぞれの項目を見て評価が妥当なのか判断していく。これが全体の評価

となり市民に公表されるという流れになっている。それは今までどおりあると理解し

てよろしいですか。 

⇒（事務局）はい。病院が自己評価したものを評価委員会や設立団体の長へ提出するよ 

うになっており、評価委員会は、提出された評価に対して意見を述べることになって 

おります。 

・（委員）設立団体の長が提出されたものを責任者として評価するだけで、悪いけど内 

容は分かられないと思うんですよ。だから、そのために評価委員会が第 3者機関とし 

て評価しているんですよ。そこの基本的なスタンスは変わらないわけですよね。組合 

長がこれでいいと僕らの業務が省かれているという理解でよろしいですか。 

⇒（事務局）重要なところとして中期目標期間最終年度の直前の年度については、専門 

的な知識を有しておられる評価委員のご意見をお聞きすることとなっており、最終年 

度の 1年前ということですので、改善できるところはそこで改善を図るということに 

なっています。また、最終年度には、再度評価委員会の意見を聞くこととなっており 

、今までよりも評価委員会を開催する回数は減りますが、今回の計画は、４年間の計 

画でありますので、２９年度、３０年度の実績は、設立団体の長へ提出し、３１年度、 

３２年度の実績は評価委員会の評価を受けるということになっております。 

・（委員長）毎年度ごとには評価委員会の評価は必要ない。１年前と最終年度に関与す 

るということですね。 

・（委員長）それでは、第６回の評価委員会を閉会させていただきます。ご苦労様でし 

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計画（修正案） 

(2) 地方独立行政法人法の改正概要について 


