
No 該当箇所 意見の概要 市の考え方 修正

1
第４章
１（２）

（市立病院の果たすべき役割について）
　「市民に求められる医療」は、どのようにして決められてい
るのか。他の公立・公的病院や民間病院と診療機能の大部
分が重なっており、入院患者が少なく稼働率が低いことを
鑑みると、他の病院で代替できる（市民に求められているわ
けではない）医療を実施しているに過ぎないとの見方もでき
るだろう。
　千葉市は他の政令指定都市や県内の近隣の市と比べ
て、一次救急の応需体制が不充分だと考える。
例えば人口規模は異なるが、横浜市は区単位、さいたま市
は4か所ある。人口や面積を考えると、現状はあまりにも貧
弱すぎるので、例えば青葉病院においてＥＲのような体制を
とることを検討して欲しい。

　今後、市立病院がどのような医療を提供していくかについ
ては、本市の将来的な医療需要及び医療提供体制等を踏
まえ、本プランの計画期間中に、今後の市立病院のあり方
の議論を開始し、検討していきます。

―

2
第４章
１（３）

　病院と地域医療としっかりとつなげることで、退院後の生
活がスムーズにはかれるようにしてほしいと思う。家に帰っ
たら、どのように過ごすのか、具体的にその人の家に行って
一緒に考える看護師や介護士の配置も考えるべきである。

　本プランでも掲げているとおり、市立病院では、退院直後
の在宅療養患者又は家族宅へ、市立病院の看護師が、地
域の訪問看護師等と同行訪問を行っており、今後も継続し
て実施していく予定です。

―

3
第４章
１（4）

（一般会計負担の考え方について）
　Ｈ29年度の見込約41億円繰入（P.17）の金額の根拠の詳
細内容をお教えて欲しい。
　41億円のもの金額ですので、当初計画と実績値の違いに
ついて、内訳まで含めて市民に知らせるべきである。

　平成29年度予算については、計画と実績のかい離が既
に表面化していたため、医業収益を下方修正する一方で、
繰入金を増額しております。
　なお、第3期プランの計画値は、繰入項目ごとの数値を設
定しておりません。このため、計画値と実績値の内訳を比較
することはできず、全体額での比較となります。
　　　　　　　　　 　　　　　（H29計画）　　　 　（H29予算）
　医業収益　　　　　　21,327百万円　　15,641百万円
　一般会計繰入金　　2,734百万円　　  4,097百万円

（参考）一般会計繰入額・・・別紙のとおり

―

4
第４章

２

（修正医業収支について）
　あまり使われない医療機器、設備等に多額の投資した場
合でも、医業収益にはプラスに働きますが、減価償却費は
考慮されないため全体でプラスに働きます。　この数値が病
院の経営努力を果たして正しく反映するのでしょうか。

　ご意見のとおり、減価償却費などは経営実績を判断する
上で重要な要素であり、これを含めた「医業収支（医業収支
比率）」を、本プランにおいても最重要指標としております。
　ただし、減価償却費は１０年以上前の投資活動について
も反映されてしまうため、短期（２～３年）単位での経営改善
効果を図る上では適さない面もあります。これに対応するた
め、「修正医業収支」を、より多面的な評価をするための指
標として追加して設定しました。

―

5
第４章
４（１）ウ

（経営管理体制の強化について）
　現状の財務状況は、出血多量で死亡しそうな患者に大量
の輸血（一般会計からの繰入）をしても、まだ不足の状態で
ある。倒産状態である。
　経営改善のレベルではなく、早急に抜本的な対策を講じ
る必要がある。施策として経営分析力の向上などと記載さ
れているが、半分以上沈んでいる船の乗組員が海水の掻き
出し方を学ぶようなものである。この状態を結果的に放置し
てきた事業管理者の交代や他の病院との統合、指定管理
者による経営など、抜本的な対策について1年以内に検討
していただきたい。

　本プランでは短期的な経営改善（平成３０年～３２年度）を
中心に取り組みます。
　また、かかる短期的な経営改善では解決困難な課題（再
編、経営形態等）につきましては、計画期間中に、今後の
市立病院のあり方の議論を開始し、その過程で検討してい
きます。

―

千葉市立病院改革プラン（第４期：平成30～32年度）（案）に対する
ご意見の概要とそれに対する市の考え方

※　ご意見については趣旨を損なわない範囲で要約させていただきました。



6
第４章
４（２）イ

　緑区住民にとって市立病院は心理的な距離があり、緑区
住民にも市立病院の利用を促進するようにＰＲしてほしい。

　患者に対して市立病院の魅力・役割を、患者目線でわか
りやすく発信し、市民（患者）に選ばれる病院を目指してい
きます。

―

7
第４章

７

（人員計画について）
　事務職の人数ですが、海浜病院の方が5人多くなってい
ます。患者数は青葉病院の方が多いので、それに伴う事務
職の数も多いのかと思っていましたが、何か理由があるので
しょうか。

　海浜病院には、青葉病院にはない夜間応急診療に関す
る事務があることなどから、事務職員の人数が多くなってい
ます。

―

8 第５章
　市民全般が平等に行政サービスを受けられるよう、居住
人口が１３万人弱の緑区にも、中堅病院の設置を希望す
る。

　緑区も含む本市の医療需要や医療提供体制等を踏ま
え、今後の市立病院のあり方を検討していきます。

―

9 第５章

（今後のあり方について）
　300床くらいの病院はとても効率が悪いと聞いている。そ
れを二つ持っている千葉市は今後の方向性を遅くならない
うちに、しっかり考えて行く必要があると思う。きっと統合した
方が良いことはわかっていると思うが、総論賛成、各論反対
で、なかなか進まないのであろう。できるだけ情報をオープ
ンにして、市民と一緒に考えていく機会を持つことを望む。

　透明性の観点や市民の意見を考慮するという観点を踏ま
えながら、今後の市立病院のあり方を検討していきます。

―

10 全般
　経営改革には、根本的な問題点を表示してそれに対し改
善、改良施策を検討した方がよい。小手先の数字いじりで
は、社会的ニーズに対応できない。

　本プランでは第３章の「現状と課題」を踏まえ、第４章にお
いて「経営の健全化」、「市民が必要とする医療の提供」、
「安全・安心な医療の提供」、「持続・発展のための人材の
充実」という４つの視点を元に、短期的な（３か年の）経営改
善を図っていきます。
　また、短期的な経営改善で解決困難な課題については、
本プランの計画期間中に、今後の市立病院のあり方の議論
を開始し、その過程で検討していきます。

―

11 全般

　現状と課題についてよく分析できていると思う。
　民間病院とは違って、不採算部門も引き受けなければい
けない公立病院の経営は大変厳しいと感じている。
　職員一人一人が、自分の病院を建て直していくのだという
気持ちを持てるかどうかが鍵と思う。それには、上から号令
をかけるだけでは届かないと思うので、職員一人ひとりに丁
寧な説明をしていくことしか無いのではと思う。
　管理職の方は、このプランができたら、たくさんの機会を
つくって職員とよく話し合ってほしいと思う。

　プランに掲げた目標を「自らの目標」として、一人ひとりが
認識し、職員一丸となってプラン達成に向けた取組みを推
進していく体制が十分でなかったことが本市の課題の一つ
です。
　そこで、ご意見のとおり、職員向けの説明会を開催するな
ど、職員一人ひとりに丁寧な説明をしていきたいと思いま
す。

―

12 全般

　誇りを持てる仕事をしているという自負が必要である。ほか
の病院ではできない仕事、勝る仕事を見つけていく必要が
ある。特に看護の分野では質の高さを売りにして欲しい。大
きな病院はともすると医師の腕の良さだけが注目されるが、
本当は、病気をもっていてもいかにその人らしく暮らせる
か、生活の質の向上が大事である。
　そのための看護師の力量はあげていって欲しい。
　看護研究などに時間を割けるよう、職場のオープンな雰
囲気作りに力を入れて欲しい。

　本プランでは、「専門的な人材の育成」を取組項目の
一つとしており、看護部では、専門職として豊かな人間
性と質の高い看護を目指し、５段階に設定したキャリアラ
ダーを導入しています。また、教育担当副看護部長を中
心に、看護研究のサポートを行っています。

―



別紙一般会計繰入金（収益的収支分）　※平成２９年度は決算見込み
（単位：百万円）

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

1 病院の建設改良に要する経費 220 209 196

2 へき地医療の確保に要する経費 0 0 0

3 不採算地区病院の運営に要する経費 0 0 0

4 結核医療に要する経費 0 0 0

5 精神医療に要する経費 294 235 641

6 感染症医療に要する経費 32 29 78

7 リハビリテーション医療に要する経費 72 75 382

8 周産期医療に要する経費 388 436 155

9 小児医療に要する経費 298 295 374

10 救急医療の確保に要する経費 836 744 428

11 高度医療に要する経費 331 395 733

12 公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費 0 0 0

13 院内保育所の運営に要する経費 66 73 75

14 公立病院附属診療所の運営に要する経費 0 0 0

15 保健衛生行政事務に要する経費 104 95 114

16 経営基盤強化対策に要する経費 154 208 157

(1) 医師及び看護師等の研究研修に要する経費 43 52 45

(2) 病院事業の経営研修に要する経費 0 0 0

(3) 保健・医療・福祉の共同研修等に要する経費 0 0 0

(4) 病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費 111 156 112

(5) 公立病院改革プランに要する経費 0 0 0

(6) 医師確保対策に要する経費 0 0 0

17 地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負
担に要する経費

263 309 320

3,058 3,103 3,653

18 退職給付費補助金 368 230 444

3,426 3,333 4,097

繰入項目

国基準小計

合計


