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第 1 回 伊万里松浦病院地域協議会 議事録 
 

平成 26 年 8 月 29 日（金）16：00～17：15  伊万里松浦病院 1 階 会議室 
 

【出席者】 
（伊万里市市民部健康づくり課 課長）桑本 成司 
（松浦市健康ほけん課 主官）丸形 啓二 
（山代区長会 会長）松永 勝美  
（楠久津区長）吉﨑 弘  
（院長）中城 博見、（事務長）宝蔵寺 義弘、（総看護師長）前田 護 
（名誉院長）夏秋 正文、（統括診療部長）萩原 淳 
（呼吸器科内科診療部長）田中 将英、（理学療法士長）神田 真一 
（副看護師長）平川 由美子、（総務係長）木須 磨貴子 

 
【欠席者】 

（伊万里保健福祉事務所 保健監）中里 栄介 
（伊万里有田地区医師会 顧問）水上 忠弘 
（北松浦医師会 会長）武部 勝海 

 
（事務長）只今より第 1 回伊万里松浦病院地域協議会を開催させていただきます。本日の会議は

お手元の次第に沿って進めてまいります。皆様方からのご意見をお伺いします時間を設けて

おりますが、第 1 回目ということもありますので、皆様方に院内をひととおり見ていただき

まして、それからご意見を伺いたいと思っております。 
 
1. 挨拶（伊万里松浦病院院長 中城博見） 

本日はお忙しい中、また、足元の悪い中、第 1 回伊万里松浦病院地域協議会にご出席いただ

きましてありがとうございます。この協議会を開きました理由といたしましては、独立行政法

人地域医療機能推進機構法第 20 条に機構は、施設の運営に当たり、協議会の開催等により、広

く当該施設の利用者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に

努めなければならないということがあります。こういう事情がありまして、本日、地域協議会

を開催することになりました。当院が少しでも地域の皆様のお役にたてるように頑張ってまい

りますので、皆様の貴重なご意見、ご助言などが頂ければと思っております。よろしくお願い

いたします。 
 
2. 委員紹介 
（自院委員） 

院長：中城 博見、総看護師長：前田 護、事務長：宝蔵寺 義弘 
名誉院長：夏秋 正文 

（外部委員） 
「行政」 
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伊万里保健福祉事務所 保健監：中里 栄介（※欠席） 
伊万里市健康づくり課 課長：桑本 成司  
松浦市健康ほけん課 課長：瀬戸 守（※代理出席 主官：丸形 啓二） 

「医師会」 
伊万里有田地区医師会 顧問：水上 忠弘（※欠席） 
北松浦医師会 会長：武部 勝海（※欠席） 

「利用者等」 
山代町区長会 会長：松永 勝美  
山代町楠久津 区長：吉﨑 弘 

（オブザーバー） 
統括診療部長：萩原 淳、呼吸器科部長：田中 将英 
理学療法士長：神田 真一、副看護師長：平川 由美子、総務係長：木須 磨貴子 

 
3. 協議会発足に至る経緯説明 
  機構法第 20 条に基づき、広く皆様方からご意見を頂戴し、運営に活かしていくことを目的に

当協議会を発足しました。 
  当協議会の規約については、別紙のとおりです。第３条に「この協議会は、独立行政法人地

域医療機能推進機構法第 20 条の規定に基づき、伊万里松浦病院が、地域医療、地域包括ケアの

要として、超高齢化社会における地域住民の多様なニーズに応え、地域の実情に応じた運営に

努めることに寄与することを目的とする。」としています。協議会を構成する委員については、

第４条に「協議会は、院長、事務長、総看護師長のほか、次に掲げる外部委員をもって組織す

る。一、伊万里保健福祉事務所の医療（介護）担当部署代表者 二、伊万里市および松浦市の

医療（介護）担当部署代表者 三、医師会代表 四、学識経験者 五、利用者等」の方々をメン

バーとするとしています。また、外部委員様の任期は、第 5 条に「前条の外部委員の任期は 2
年とし、再任は妨げない。ただし、欠員による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。」と

しており、今回委員さんの選任は 8 月に入ってからでしたが、この規約が今年の 5 月 1 日より

施行しておりますので、平成 26 年 5 月 1 日より平成 28 年 4 月 30 日までとしておりますので、

よろしくお願いします。今後、ご協議いただく審議事項については、この規約の第 8 条に「協

議会は下記の事項について審議する。一、伊万里松浦病院の運営に関する提案について 二、

伊万里松浦病院の将来構想に関する提案について 三、その他地域医療に関する提案について」

としております。 
以上、こういった経緯で当協議会を発足いたしております。どうぞ、今後ともよろしくお願

いいたします。 
 
4. 病院概況報告（資料に基づき説明） 

・施設の概況について 

   正式名称：独立行政法人地域医療機能推進機構 伊万里松浦病院 
   診療科目：全 13 科、小児科については医師不在により休診中です。 
   病床数：一般 72 床 療養 40 床、計 112 床ですが、このうち一般病床 18 床については休

床中です。施設基準については一般病棟 54 床、療養病棟 40 床、実働 88 床です。一般病棟
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の入院基本料は 10 対 1、医療型の療養病棟は入院基本料 8 割未満をとっています。 
・許可病床数の推移について 

   一般病床 72 床、療養病床 40 床。以前は結核病床もありましたが、平成 20 年 3 月 31 日に

佐賀県の施策により、28 床は廃止となっています。 
・職員の委員等の受託状況、施設の認定・指定状況について 

資料のとおりです。 
・第 6次佐賀県保健医療計画医療機能別医療機関一覧登載状況 

佐賀県が策定しております同計画の中で、伊万里松浦病院が有する医療体制となっており

ます。 
 ・組織図 

 職員総数は 136 名。健康管理センター、松浦市立中央診療所とありますが、健康管理セン

ターまでが本院の機能です。松浦市立中央診療所につきましては松浦市の指定管理者制度に

より、診療所の指定管理者として経営を受託しています。 
 ・建物の概況 

全体的に老朽化が進んでいますが、図中に赤文字で記載している部分につきましては、構

造がブロック構造になっており、現在の耐震基準に当てはまらないということで、「未耐震相

当」という診断を受けています。平成 22 年に建て替え計画を策定し、当時の全社連の方にも

計画書を出しましたが、経営状況が不安定なこと等により、厚労省の許可が下りず、今のと

ころ計画は保留中となっております。何れにしても患者様の安全・安心を守るために早急に

建て替えを進めたいと考えており、現在経営改善に努めているところです。 
 ・患者数の推移 

   入院患者総数、内科・外科の科別の推移を過去 3 年分記載しています。毎年ほぼ同様の推

移となっています。これを見ますと、やはり農繁期や冬場に入院患者さんが減る傾向にあり

ます。 
   外来患者総数、内科、外科、整形外科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリ科の科別の推

移を記載しています。こちらも、どの診療科も毎年同じような推移となっています。冬場に

若干患者さんが増える傾向がありますが、風邪やインフルエンザ等の患者さんが多くなるた

めと思われます。 
 ・年度別健診受診状況 

当院は健康診断にも力をいれており、その健診の平成 17 年度から平成 25 年度の推移を記

載しています。グラフより、人間ドックについては、僅かですが年々増加傾向にあります。

施設内（病院内）で行っております生活習慣病健診についても、僅かですが増加傾向にあり

ます。ただ、巡回バスの生活習慣病健診につきましては、年々減少傾向にあります。その理

由としては、他県の医療機関の進出があり、今まで当院で受診されていた事業所が他の機関

へ移るということがあり、減少傾向となっております。 
・外来患者、入院患者の地区別状況 

  外来患者さんがどういう地域から来院されているかを示しています。過去３年間の分析で

は、どの年も同じような傾向にあり、 多は 10 ㎞圏内の伊万里市からの患者さんです。次に

多いのは 10 ㎞圏内の松浦市からの患者さんです。これからも分かるように患者さんの約 3 分

の 1 は松浦市からの患者さんとなっています。これは入院患者の地区別状況でも同様の結果
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となっています。 
 ・外来患者・入院患者の年齢別状況 

科別に色分けしていますが、傾向としては毎年同じ状況です。やはり高齢化、超高齢化の

波が伺われます。一番多いのは 60 歳から 69 歳の患者さん、次に多いのが 80 歳から 89 歳、

その次に 70 歳代後半の方々、その次に 70 歳代前半の方々となっています。70％以上が 60
歳以上ということになっています。入院については、80 歳代の患者様が一番多くなっており、

その次が 90 歳代となっています。平均年齢も 70 歳後半から 80 歳にかけての状況となって

います。 
 

ここまでで何かご不明な点、お気づきになった点があればご意見等をお伺いします。 
（松永）基本診療料の「一般病棟入院基本料（10 対 1 入院基本料）」とはどういう意味ですか。 
（事務長）簡単に申し上げますと、患者様 10 人に対して看護師が１人という基準です。説明不足

でした。申し訳ありません。療養病棟入院基本料の 8 割未満というのも看護スッタフの中の

正看護師の割合を示すものです。 
（名誉院長）10 対 1 について補足すると、平均在院日数というのがあり、21 日の平均在院日数

を下回らないといけないとなっています。従って、ある程度の回転と、入退室がひつようで

す。入院基本料には、看護師の数と平均在院日数に基準があるということです。 
（事務長）他にはございませんでしょうか。 
（松永）もう一つよろしいでしょうか。バスで巡回健診をされていますが、先ほどの説明の中で

「他の機関の進出により」とありましたが、結局、病院対病院の営業力の差でこのような推

移になるわけですか。今までは、伊万里松浦病院（旧社会保険浦之崎病院）で健診をして、

二次検査まで受けていたのにどうしてですか。 
（事務長）営業力には差がないとは言い切れませんが、例えば健診の単価をダンピングして受診

数を稼ぐという民間の医療機関もございます。 
（松永）それは許されることなのですか。 
（事務長）協会けんぽ等の健康診断については単価を自由に設定することはできませんが、各医

療機関個々で実施している事業所健診等については、比較的自由に単価設定できるようにな

っています。 
事業所が健診機関を変えるもう一つの理由に、事業所の役員や社長等がその医療機関とあ

る程度密接な関係（付合いや取引）がある場合などあります。 
我々としては、なるべく健診事業所を減らさないように、健診の精度を上げていき、健診

の結果も早くお返しして、疾病の早期発見に繋がるように努めており、健診の質を向上させ

ることで対応している状況です。どちらか当院で健診をやっていただけるところがありまし

たら、是非ご紹介をよろしくお願いします。 
（松永）健診車を出して、二次健診を受けてもらえれば、外来患者、入院患者が増えてくるので

はないですか。 
（名誉院長）確かにその通りですが、以前、鳥栖市の久光製薬に巡回健診に行っていましたが、

当院は遠いという理由から近くの医療機関に変更されることになりました。またこれには、

二次健診を一次健診受診医療機関で受ければ、二次検査料は無料になるとの健康保険組合の

制度上のこともあったようです。久光製薬から私が院長時代に、二次健診を受診しやすいよ
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うに、今村病院で健康診断を受診させたいと申し出があり、いたしかたなく了承しました。

このように企業側の色んな事情もあります。 
（松永）他の医療機関で血液検査をすれば１日から 2 日しないと結果が出ませんが、伊万里松浦

病院ではすぐに結果がわかるという利点があると人づてによく聞きます。 
（吉﨑）私は企業にいましたが、こちらの病院は県内の健診事業所数は何社程ありますか。 
（事務長）全部で 100 社以上あります。活動範囲としては、県南部は多久市、太良町、鹿島市、

東部は鳥栖市まで行っています。また、長崎県も近いので、県北方面では平戸市、鹿町町、

南部は早岐町、川棚町まで巡回に行っています。 
（吉﨑）健診はもう満杯の状況ですか。 
（事務長）いえ、まだ余力があります。夏場はほぼ満杯ですが、冬場になると寒さから事業所が

健診受診を敬遠されます。冬場は比較的余裕があります。 
（吉﨑）私も企業に勤めていた頃、こちらの病院を健診で利用しておりましたが、途中で産業医

学協会に変わりました。従業員は 800 名近くおりましたが、どうして、産業医学協会に変わ

ったのか。取られたら取り返すような気持ちでやっていって欲しいと思います。 
（事務長）ご意見ありがとうございました。30 分を経過しましたので、ここで院内を視察してい

ただき、その後にまたご意見を伺いたいと思います。ご面倒ですが、移動をお願いします。 
 
5. 院内見学 
 
6. 外部委員様からのご意見・ご要望・ご提案 
（院長）先程、院内見学をしていただきましたが、数か所で雨漏りがあり、早急に建て替えを進

めなければならない状況になっています。我々も一生懸命頑張っておりますが、皆様からの

ご意見も参考にしたいと思いますので、ご要望、アドバイスをよろしくお願いします。 
（事務長）こちらから指名させていただきますのでご意見をお願いします。桑本課長さん、何か

ご意見ありませんでしょうか。 
（桑本）私も 4 月から健康づくり課で勤務しております。過去には旧市民病院の庶務で勤務し、

旧市民病院では平成 14 年に大幅な赤字になりました。結果的には西有田共立病院との合併

により、現在の伊万里有田共立病院となりましたが、その当時は社会保険浦之崎病院も入っ

て、合併を 2 者でやるか 3 者でやるかということで協議しておりましたが、当時はお世話に

なりました。 
当時の市民病院も患者さんあっての病院で、伊万里松浦病院もいかに地域に利用される病

院にするか、地域にいかに貢献されていくかが重要ではないかと思います。医療機関が少な

い山代地区で少子高齢化の中で、地元の方のニーズにどれだけ応えられるかが重要だと思い

ます。特に整形外科、耳鼻科、眼科のアドバンテージポイントを活かすこと。伊万里市の中

央ではなく、先生にもよりますが伊万里松浦病院の耳鼻科がいい、眼科がいいと言われるよ

うになること。地域の特性を考えるということだと思います。 
また、近くには大手企業の SUMCO さんがありますが、伊万里湾大橋を越えて名村造船所

など健診業務にも力を入れていくこと。なぜ、今まで SUMCO さんが伊万里松浦病院を利用

していないのかをもう一度検討されてはどうでしょうか。ただ、健診をしただけ、結果を出

すだけではなく、それをどう活かすのか。今は健診結果を発送するだけでは済まなくなって
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います。生活習慣病が重症化して、社員が働くことができなくなる。これは、企業にとって

は損失になるわけです。その意識付けが必要だと思います。また、企業と伊万里松浦病院と

の連携により、健診データを企業へフィードバックできれば、受診者が要精密になっても、

企業でアフターフォローができるのではないでしょうか。そうなれば、信用にも繋がるので

はないでしょうか。1,000 人規模の SUMCO さんを獲得するのは難しいかも知れませんが、

10 名程度の企業さんを増やしていくことから始め、地域の方を重視していけばいいのではな

いでしょうか。 
（事務長）SUMCO さんの健診につきましては、先程、吉﨑区長さんからもお話がありましたが、

当院で健診を行っておりました。SUMCO さんは江北の方にも会社があり、そちらの健診は

産業医学協会が行っておりました。一つの会社として健康管理を行うとき、健診データの報

告様式の違いがあると、なかなか統一した健康管理ができないということで、当時、江北が

本社だったため、本社で実施されていた産業医学協会に統一されることになりました。また、

当時産業医学協会が THP（Total Health promotion Plan）を行っており、SUMCO さんも健

診結果をＴＨＰに利用されたいということもありました。当院で継続して受診していただき

たかったのですが、これら事業所サイドの諸事情により、健診機関変更となりました。 
また、健診結果をいかに活かしていくかですが、現在、当院には 3 名の保健師がいますの

で、今後特定保健指導などにも更に力を入れていくべきだと思っています。ご意見ありがと

うございました。 
それでは、丸形主官お願いします。 

（丸形）意見というまでもないのですが、まずもって、松浦市立中央診療所の指定管理をお受け

いただき、この場を借りて御礼申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。ご存じ

のとおり、中央診療所のメインは人工透析で松浦市では唯一の透析ができる施設でございま

す。市民の方のニーズからすれば、どうしても失くすことはできないという状況で、現在、

伊万里松浦病院の先生方に来ていただいて、松浦市の患者さんの人工透析ができています。

本当に感謝しております。 
また、事務長さんからお話がありました、患者さんの内訳ですが、松浦市内では現在、救

急告知病院がなくなり、多分に救急車での搬送が増えているのではないかと分析しておりま

す。押渕病院という個人病院が 4 月から診療所になり、病床を減らされております。そのた

めに救急外来をやめられており、このようなことから松浦市内から救急告知病院がなくなり、

伊万里市、佐世保市などに救急搬送されている状況です。伊万里松浦病院さんには、松浦市

の東部地区である今福町の患者様が受診されていると思います。今後とも大変頼りにさせて

いただいておりますので、よろしくお願いいたします。 
（事務長）ありがとうございます。 
（丸形）１つ質問をよろしいですか。この施設は自己所有地になりますか。 
（事務長）土地、建物は国の所有です。 
（吉﨑）私もこの病院の利用者として申し上げますと、待ち時間の問題があります。病院に行け

ば１日がかりです。私も月に一度こちらを利用していますが、2 か月前から予約制になって

います。予約制は確かに患者さんにとっては非常に良いことだと思いますが、例えば、「9 時

30 分に来てください。」となっていても先生もお忙しいのでしょう、１時間待たされるとか、

予約していたのに診察は 10 時 30 分からとなると、難しいとは思いますが如何なものでしょ
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う。もう少し、患者のことを考えていただければと思います。患者様への配慮、声掛けなど

をお願いしたい。また、会計ですが、実際に診察が終わって精算するまでに、早いときは早

いが待たされることが多い。あとどのくらい時間がかかるのか、待ち時間の掲示などがあれ

ば非常にいいと思います。待っている人も「まだや、まだや」と待つのではなく、患者さん

の立場になれば必要ではないかと思います。待つのが当たり前と言われると仕方ないのです

が、利用者として待ち時間対策の検討をお願いします。 
（総看護師長）外来の患者様からも同じような声があり、外来の看護師等には少なくとも診療ま

でのある程度の待ち時間を患者様に伝えるように指導しています。どれぐらい待っていれば

いいのか、患者様の様子をみて声をかけるように指導しています。それでも、行き届かない

ところがあるかと思いますが、その都度指導していきます。 
（事務長）吉﨑様ありがとうございました。それでは、松永会長さんお願いします。 
（松永）この地区には「西の谷協議会」というものがあり、定期的に開催しておりますので、こ

の病院の近況というのは１年に一度、事務長にも参加していただいて報告してもらっていま

すので、大体の実情は知ってはいます。 
私が一番お願いしたいのは、患者を増やすのではなく、早期に血液検査などを行って、疾

病の早期発見により地域の住民に健康でいてもらうことです。病院は金儲けするだけのとこ

ろではないと思います。地域住民の健康を守る病院であってもらいたいと思います。 
それと、伊万里市の塚部市長が言うように、「住みたいまち伊万里、行きたいまち伊万里」

を病院でも実践してほしいと思います。前の社会保険浦之崎病院の事務員さん、看護師さん

は個人病院と比べて官庁的な印象がありました。私も糖尿病で入院しましたが、患者様から

喜ばれたいと職員が思うような病院の体制づくりをお願いしたい。 
（事務長）ありがとうございました。 
（院長）住み慣れた地域で快適に過ごしていけるように、地域の皆様が健康であるように、アド

バンテージポイントを活かし、人工透析にも力を入れ、努力していきたいと思います。皆様

からのご意見や地域のニーズに応えることが重要だと思っています。人工透析ですが、松浦

市全体で 80 名ほどいらっしゃるようですが、松浦診療所では 24～25 名程度しか実施してい

ないので、40 名程度の 2 クール体制までもっていけるように努力していきたいと思います。

また、待ち時間の改善とかも頑張っていきたいと思います。 
（事務長）貴重なご意見ありがとうございました。では、 後にこの協議会は年 1 回以上開催す

ることとなっております。今年度は開催時期が 8 月にずれ込みましたが、今後開催するとし

ましたら、年 2 回にするのか、また時期はいつにするのか、次回の参考にさせていただきま

すので、ご意見をお願いします。 
（松永）私たちは利用者の立場でこの地域協議会に呼ばれていると思います。私たちも地域の皆

さんの声を集約して、この会議に反映させたいという気持ちがあります。早めに開催日を教

えていただければ、区長会等で協議して、どのようにこの病院を盛り立てていくかというこ

とで議題を提出できるのではないかと思います。地域の皆さんの意見が大事だと思います。 
（桑本）病院内でアンケートはとっていますか。 
（事務長）定期的ではないが実施しています。 
（桑本）どの時期がいいのかは分かりませんが、やはり入院患者様の家族など、アンケートを実

施されたほうがいいのではないかと思います。そういう意見を基にして協議していってもい
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いのではないでしょうか。 
（事務長）意見を基にどのような対応を行ったのかを報告するということですね。 
（桑本）患者様に愛されるというところで、この病院の経営方針とか地域にちゃんと根ざしてい

るのか、この協議会の趣旨というのが、今日の会議では分からなかった。どういう形で、ど

ういう協議を行っていくのかを明確にしてほしい。 
（松永）この会というのは、今日の協議会を軸に進めていくのですか。今日、私たちもこの会に

招集されまして、どういう議題が出てきてどういうことをされるのか、予備知識が何もなく

て来ました。 
（事務長）ご案内状の方には、運営に関する提案、将来構想に関する提案、地域医療に関する提

案を伺うことを記載しておりました。今後、この協議の材料としては、先程、桑本課長さん

がおっしゃたようなアンケートの結果等を踏まえて協議していきたいと思います。 
（吉﨑）専門的なことは私たちには分かりませんが、患者の立場としては、外観等も古くなって

いること、設備投資にはお金がかかること、雨漏りしている病院は大丈夫だろうかという印

象があり、きれいな病院がいいと思いますが、先生方は素晴らしいし、腕も確かなので、も

っとアピールされれば、口コミで伊万里松浦病院の名前が広がっていくと思います。建物整

備やシステム整備など、何でもお金がかかることばかりですね。 
（松永）もう一ついいですか。受付を見ていると、患者さんはお金を払うのだから、「お大事に」

とかそのくらいの声掛けがほしいと思います。個人病院に行ったら言いますよ。 
（吉﨑）あんまり受付ばかり悪いと言ってはいけないのでは。声掛けをしている人はしていると

思います。ただ、聞こえるか聞こえないかの問題ではないですか。 
（松永）ちょっとした気遣いで変わると思います。印象が違うと思いますよ。 
（事務長） も基本的なことだと思いますので、指導していきます。それでは、次回の開催につ

きましては、今年度できるかどうか分かりませんが、検討させていただいて早めに皆様方に

ご通知差し上げたいと思います。 
本日は大変お忙しいところご参加いただきましてありがとうございました。以上をもちま

して、地域協議会を閉会させていただきます。 
 


