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第 2 回 JCHO 伊万里松浦病院地域協議会（会議録） 

 
○ 日 時   平成 27 年 3 月 30 日（月）15：00 

○ 場 所   JCHO 伊万里松浦病院 1 階 会議室 

 
【出席者】外部委員 

中里 栄介（伊万里保健福祉事務所 保健監） 

瀬戸 守 （松浦市健康ほけん課 課長） 

西田 博之（一般社団法人伊万里有田地区医師会 副会長） 

水上 忠弘（一般社団法人伊万里有田地区医師会 顧問） 

武部 勝海（北松浦医師会 会長） 

吉﨑 弘 （楠久津区長） 

病 院 

中城 博見（院長） 

宝蔵寺 義弘（事務長） 

前田 護（総看護師長） 

夏秋 正文（社会保険浦之崎病院名誉院長） 

平山 隆一（健康管理センター管理課長補佐（4 月より事務長補佐（総務企画）） 

      木須 磨貴子（総務企画課総務係長） 

 
【欠 席】外部委員 

  桑本 成司（伊万里市市民部健康づくり課 課長） 

松永 勝美（山代町区長会 会長） 

 
1．院長挨拶 

（中城）本日、第 2 回目の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

のお役に立てるように、皆様の貴重なご意見、ご助言をいただき、参考にさせていただきな

がら、より良い運営を行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 
2．委員紹介 

（宝蔵寺）前回 8 月 29 日に開催いたしましたが、その時は皆様ご出席とはなりませんでしたの

で、ここで改めて委員の方々のご紹介をさせていただきます。 

 
－出席者紹介－ 

 

伊万里保健福祉事務所 中里保健監より、異動の報告あり。後任は、嘉
よし

川
がわ

 裕康
ひろやす

 保健監と

のこと。 
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3．前回のご提言について 
 （前回の外部委員からの提言を報告） 

・市街地から離れた病院だからこそ、耳鼻科・眼科等患者のニーズに沿った診療を継続し

てもらいたい。 

・健診の営業力を高め、受診者数の増加に努めるべきでは。 

・患者アンケートを定期的に実施し、患者の意見への対応状況などを議題にしてはどう

か。 

・松浦市の透析患者の透析治療を是非継続してもらいたい。 

・予約時間に来院しても、かなり待たされることがある。 

・診療の待ち時間は仕方ないが、会計の待ち時間がどうにかならないか。 

・以前の社会保険病院時代の職員は官庁的なところがあったので、今後に期待したい。 

・会計後に「お大事に」の言葉が、声が小さいのか、少ない。 

 
4．協議事項 

（1）SUMCO 健診実施状況（資料参照） 

（宝蔵寺）前回のご意見を基に、当院としましては出来るところから取り組もうということで、

接遇の向上であるとか患者アンケートを実施してまいりました。 

SUMCO 健診事業については、前回の「健診の営業力を高め、受診者数の増加に努めるべ

きではないか」とのご意見がありましたので、当院として検討した結果をご報告させていた

だきます。 

当院の健診部で SUMCO の担当者の方にお話を伺いました。伊万里の長浜工場に 1,300

人、久原工場に 700 人、江北工場に 500 人の従業員の方がいらっしゃいます。長浜工場は

健診の時期が 3 月と 9 月にそれぞれ延べ 20 日間ほどかけて実施されております。久原工場

については 4 月と 10 月にそれぞれ延べ 15 日間ほどかけて、また江北工場につきましては 5

月と 11 月にそれぞれ延べ 10 日間ほどかけて健診を実施されております。 

いずれも勤務シフトが複雑なために受診予定者が確定しない状況の中、健診車を持って行

って会場を設営し、受け入れ時間帯（8 時から 17 時）の間、健診スタッフは会場で待機

し、受診者がみえてから健診を実施することとなります。従いまして、丸一日待機すること

になり、効率的に悪いことがあるとの担当者の説明でした。 

また、特殊健診が多数あり、管理が非常に複雑であること。検査項目は法定検査にオプシ

ョンとして胃透視が加わること。現在は佐賀の産業医学協会が実施されておりますが、なか

なか日程通りに消化することができないとのことでした。 

当院としましても健診活動に力を入れておりますが、SUMCO の健診月のところには、既

に他社の健診が入っており、SUMCO 用に日程を開けることが厳しい状況にあります。少し

ずつでも新規事業所を開拓していかなければなりませんが、現状としては、SUMCO を取り

込むには日程的に厳しい状況です。 
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（2）患者アンケートの結果について（資料参照） 
（宝蔵寺）今月、患者満足度アンケートを実施しました。 

外来では、回答者数 262 名。年齢内訳は、60 歳代が一番多く、その次が 75 歳以上、50

歳代となっています。 

住所は伊万里市が 6 割、松浦市が 3 割。来院頻度は 1 ヵ月に 1 回来院される方が約 4 割

程度、1 ヵ月に 2 回以上が約 2 割、1～2 ヵ月に 1 回の方が 2 割弱となっています。受診科

目については内科が約 6 割、次に外科と眼科が約 1 割ずつとなっています。当院を選ばれた

理由については、「自宅や職場が近いから」、「健康診断で利用しているから」、「専門医がい

るから」の順となっています。 

職員に関する満足度については、医師、看護師、受付の順で満足と思ってもらえています

が、受付では「やや不満」との回答もいただいてもいます。待ち時間等でお待たせすること

が要因の一つではないかと思います。施設や環境面については、一番多かったのは院内の清

掃状態・清潔さについて「満足・ほぼ満足」の合計が 105 名、待合室の環境について 90

名、トイレ・洗面所の環境の順となっております。要望・改善点については、一番多かった

のは「駐車場を充実させてほしい」、「診療時間を改善してほしい」、「専門医を充実してほし

い」の順となっています。「病院の建替えを行ってほしい」との意見もありました。改善を

要する場所は、会計、総合受付、診察の順となり、外来を総合的に評価すると「満足」が

14.3％、「ほぼ満足」が 40.5％と 6 割の方が満足との回答になりました。 

入院のアンケート結果については、回答者は 51 名、年齢別では 60 歳代が一番多く、次

に 70～74 歳の方、次が 50 歳代となっています。 

住所は伊万里市が 7 割、松浦市が 3 割。入院回数は 3 回以上、次に初回、2 回の順となっ

ています。当院を選ばれた理由は、「自宅や職場から近いから」、「他の病院からの紹介」、

「専門医がいるから」の順となっています。 

職員に対する満足度ですが、看護師に対する「満足」が 47 名、医師が 46 名、受付が 36

名となっています。施設や環境面については、「院内の清掃状態・清潔さ」、次に「食事の内

容」で満足度が高くなっています。また、入院患者様からの「不満」の意見はかなり少ない

結果となりました。 

要望・改善点で一番多かったのが、「病院の建替えを行ってほしい」、次に「外来受診時の

待ち時間を改善してほしい」との意見でした。改善を要する場所は外来と同様、会計での待

ち時間でした。入院の総合評価については 7 割強の方が「満足・ほぼ満足」の回答となりま

した。 

また、フリーコメントの意見の中で、「脳ドックを受けられる環境を作ってほしい」との

意見もありました。接遇の面でも努力はしておりますが、まだまだ厳しいご意見があるよう

で、「先日夜、外でケガをして受診について確認すると、受付の男性が電話対応中で、診察

確認ができずに翌日受診することとなった。受付の方の対応が良くないとよく聞きます。」

との厳しい意見もありました。 

まだ、十分な分析ができておりませんが、今回いただきました意見を今後病院経営・運営
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に役立てていきたいと思います。 

 
ここまでで何かご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。 

 
（水上）入院のアンケートで高齢者の方は、答えること、判断することが難しいと思いますが、

入院患者様のみの回答ですか、それとも家族の方が記入されていますか。 

（宝蔵寺）付き添いの方やご家族の方にもご協力いただいております。直接、入院患者様ご本人

から回答をいただいたのが 56％ですので、入院患者様自身の意見が十分反映できていない

と言えるかもしれません。 

（水上）「病院の個室を多くしてほしい」との意見もありますが、個室料の問題で希望する人が

少ない現状ですが、伊万里松浦病院では個室を望まれる方が多いのですか。 

（宝蔵寺）比較的年齢が若い方、50 歳代の方が個室を希望されることがあります。 

（水上）武部先生のところはどうですか。 

（武部）個室料、差額ベッド料については算定していません。 

（水上）後から請求するのは大変ですよ。 

（夏秋）病院が古いため、個室料を徴収してまで個室に入院して下さいとは言いにくい部分があ

ります。安ければ個室を多くしてほしいとのご意見だと思います。 

（水上）個室料も月 10 万前後で 1～2 カ月程度であればいいですが、入院期間が長くなるとコ

ストもかかります。 

（前田）個室以外は建物が古いため 6 人部屋となっています。2 人部屋などゆとりのある部屋が

あれば違うと思いますが、極端すぎるのが実情です。 

（吉崎）SUMCO 健診事業についてですが、SUMCO の OB としましては産業医学協会が佐賀

からということもあり、健康診断を実施して再検査となった場合は伊万里松浦病院で二次検

査を受診できるため、長浜・久原工場で 2,000 人の従業員がいますので、どうにか対応して

ほしいと思います。システム化の問題もあったかと思います。産業医学協会がシステムへの

対応ができたことも要因かと思いますが、2,000 人が受診し、伊万里松浦病院を利用するこ

とを考えるとメリットが大きいと思います。 

（夏秋）THP（Total Health promotion Plan）システムが導入されるということで、当時、当

院では実施しておらず、産業医学協会が実施できたため変更になったと聞いています。 

（平山）新しい制度が導入されたことにより、統一した機関に依頼することとなったと聞いてい

ます。当院も伊万里工場ができた当初から健康診断で利用していただいておりましたので、

要望に応えられるよう健診システムを改修して実施していましたが、結果的に残念な結果に

なりました。THP システムが導入されることにより、補助制度を利用して実施したいとの

ことでした。 

（夏秋）当院では手一杯との理由は何ですか。 

（平山）SUMCO は年 2 回健康診断を実施されています。3 月実施につきましても 20 日間、9

月にも 20 日間、ほぼ毎日健診の稼働を行わなければいけません。3 月、9 月ともに既に他
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の事業所健診が入っております。SUMCO に営業をかけても日程の確保、他の事業所の方に

健診日を変更していただくなどの問題が発生します。双方ともの健診を実施することは難し

いのが現状です。担当者の方からも産業医学協会が実施されていますが、手間と時間とスタ

ッフの確保など、消化するのが精一杯の状況とのことでした。精密検査のお話もありました

が、比較的従業員の方の年齢が若く、二次健診の受診に繋がることは少ないかと思います。

当院の健診にはご理解をいただいておりますので、担当者の方とは今後もお話はしていきな

がら取り組んでいきたいと思っております。 

 
（3）病院の近況報告と建替え計画について 

（宝蔵寺）近況報告ですが、昨年 10 月 4 日に松浦市で開催されました「おさかなまつり」に参

加し、社会貢献活動として「まちかど健康教室」を開催しました。昨年 11 月～1 月にかけ

ては、「接遇の向上」を短期目標に掲げ取り組んでまいりました。先日になりますが、3 月

29 日浦ノ崎駅で行われました「桜の駅まつり」でも「まちかど健康教室」を開催し、約

170 名の来場がありました。 

4 月 1 日には、副院長職が欠員でございましたが、呼吸器科の藤澤伸光医師を招聘するこ

とになりました。同じく 4 月 1 日付けで消化器外科医員に江川紀幸医師を採用いたします。

また、松浦市の中央診療所内に訪問看護ステーションを開設することとなりました。このこ

とにつきましては、北松浦医師会会長の武部先生にご尽力をいただきました。資料に医師一

覧、主要職員一覧を添付しております。藤澤、江川両医師の紹介をさせていただいておりま

すのでご参照ください。 

訪問看護ステーション開設につきましても資料を添付しております。このことにつきまし

ては、前田総看護師長よりご説明させていただきます。 

（前田）4 月 1 日より松浦市立中央診療所内に訪問看護ステーションを開設し、主に伊万里市、

松浦市の地域住民のニーズに応えていきたいと思っております。スタッフは管理者を含めて

4 名です。看護師および理学療法士を配置しています。訪問リハビリも一緒に実施していく

こととなります。 

サービス提供地域は伊万里市、松浦市をエリアとし、その他の地域につきましてはご相談

いただきたいと思っております。訪問日は月曜日から金曜日の平日、年末年始・祝日はお休

みといたします。営業時間は 8 時 30 分～17 時 15 分ですが訪問時間は 9 時から 17 時まで

といたします。30 分～1 時間の訪問時間となります。24 時間緊急時訪問体制をとっており

ますので、時間外および休日の訪問看護につきましてはご相談ください。待機という形で夜

間用の携帯を担当の看護師が常備しています。 

昨年の 11 月から準備を進め、やっと目途がつきまして 4 月 1 日の開設となりました。先

ずはみなし訪問を実施している方を対象に、その後は新規確保に繋げていきたいと考えてお

ります。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

（宝蔵寺）訪問看護ステーションにつきましては、地域医療機能推進機構の方針の中で「地域包

括ケアの推進」が上げられており、当院としましてもその方針に沿って運営していこうと開
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設いたしました。 
近況報告は以上でございます。続いて建替え計画につきまして、院長より経緯を含めてご

説明させていただきます。 

（中城）昨年は院内の見学をしていただきまして、療養病棟がいかに古いかを見ていただいた経

緯がございました。建替えが喫緊の問題となっております。 

昨年 4 月に独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）が発足し、全国 57 病院からな

る JCHO グループの傘下となりました。平成 16 年に建替え計画として伊万里市民病院との

統合計画、その後有田共立病院を含めた三病院合併計画等がありましたが、実現には至りま

せんでした。 

当院は築 48 年を経過し、ブロック構造で未耐震構造であります。未耐震構造の為、耐震

交付金を利用して平成 24 年度の着工などを計画しましたが、経営不振により建替えの許可

が下りず、交付金約 4 億円は執行されませんでした。しかしながら、JCHO の傘下病院と

なった今、本部としても伊万里松浦病院は全国 57 病院の中でもっとも緊急に建替えを行わ

なければならない病院であるとの認識を持っており、更にいざ震災が起きれば患者様の生命

に関わる問題であるとの危機感を持って取り組んでいるところです。このため、人口減少と

なる現地での建替え、医療圏の異なる松浦市での建替えは認められないが、将来的にも一定

の役割（急性期病院の広報病院など）を果たせる地での移転建替えならば、本部が全面的に

バックアップするとのことです。 

当院としましては、伊万里市内で移転建替えが可能な場所を探す必要があり、候補地の一

つとしまして、旧伊万里市民病院跡地が上がったところでございます。本部からも当該地な

らば全面的にバックアップすることの内諾をもらっており、早々に地域医師会や近隣病院、

地域住民の方の理解を得るよう指示を受けているところです。 

なお、4 月から副院長として呼吸器科の専門医を招聘することから、基本的には現在の診

療体制を維持しながら呼吸リハビリ重視の医療体制を考えており、将来的には急性期病院の

後方病院としての役割を果たす病院を目指していきたいと考えております。 

以上が経過でありますので、当院の建替えにご理解をいただきたいと思います。 

（宝蔵寺）ただ今、院長がご説明いたしましたが、まだ決定したわけではございません。本部と

しましてもバックアップしたいとの表明をしておりますが、今日、明日にスタートするとい

うものでもありませんので、先ずは本日ご出席いただきました委員の皆様のそれぞれのお立

場でのご意見をお伺いしたいと思い、議題に挙げさせていただきました。 

（吉崎）地元としましては、この地にあってほしいという意見が当然あるかと思います。ただ、

旧伊万里市民病院跡地に移転建替えの場合は、機構としてもバックアップするということで

すか。 

（宝蔵寺）そうです。 

（吉崎）そうした場合に松浦市の方々、山代住民の方が伊万里市内へ出向いて行くことが難しい

のではないかと思います。水上先生はどのようにお考えですか。医師会の西田先生も伊万里

の方へ移転することは構わないとお考えですか。 
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（水上）候補の一つとありますが、他にもあったのですか。 
（宝蔵寺）当院としましても先ず第一に現地建替えを計画していました。その他川南造船所跡

地、野口商事さんの裏など広い土地がありますので、そのあたりも候補として上げておりま

した。また高校再編で農林高校と商業高校が統合になるとしたら、その跡地なども候補とな

るのではないかとしておりました。 

今のところ、旧伊万里市民病院跡地が建物も解体されておりますので、一番早く取りかか

れるのではないかとの考えで本部としても第一候補に上げているのではないかと思います。 

（水上）JCHO の本気度、例えば佐賀中部病院の産婦人科・小児科が赤字というだけで廃止にな

りました。赤字のところは絶対認めないならば、山代地区は小学校 1 年生から 6 年生まで一

学年 10 人いませんから過疎化が進んでいます。将来的にもその子たちが就職したらこの地

区の過疎の度合いはどうなるか分かりません。過疎地での建替えは無理だと思います。機構

として、地域のためにはいくら赤字でもやっていくよというような、地域医療に対する本気

度が見えません。先が読めない。こちらとしても振り回されても困るという面があったりし

ながら、情勢を見ている状況です。 

（西田）どうして、旧市民病院跡地なら全面的にバックアップするのかが分かりません。伊万里

松浦病院という病院名からすると、伊万里市内へ移転すると形としてはおかしい気がしま

す。 

（武部）確かに今のお話からすると、伊万里市内への移転は無理があると思います。人口および

医師の数など医療圏の異なる松浦市とありますが、松浦市での建替えは無理ということです

か。県を跨ぐと駄目だということですか。行政上の医療圏ということですか。この病院がな

くなると、非常に困ります。本部としては現在地に建替えをしてもメリットがないという考

えらしいですが、逆に地域の立場とすれば残すことが一番いいと思います。医療圏が違って

も松浦市から 3 割近くの患者が来ているわけですから、それを前面に押し出していただい

て、川南造船所跡地辺りがいいのではないかと思います。 

（夏秋）伊万里市民病院、有田共立病院との統合問題がありましたが実現できず、松浦市立中央

診療所を指定管理し、統合の話がなくなった時に全社連としては、当院の赤字が続いていた

ため経営が改善すれば建替え実現も可能としていました。 終的にはプラス・マイナスゼロ

の累積となりました。要するに本部は現地で建替えを行うならば、赤字でもやっていけると

はいえず、私どもは狭間に立って苦慮しています。元来我々はここでやっていこうと計画し

ておりましたので、何がなんでも伊万里市民病院跡地でということではありません。市民病

院跡地が候補となったのは、突然の本部からの提案だったというのが実情です。 

（武部）本部は伊万里市民病院跡地に建替えた場合と、現地建替えの場合との将来的な財政面を

みているということですか。 

（夏秋）現地建替えでは難しいだろうということです。 

（武部）具体的に数字等で出ているわけですか。私は逆だと思います。伊万里市民病院跡地に建

替えを行えばかえって赤字になると思います。山元記念病院、伊万里有田共立病院があるわ

けです。松浦市民が西田病院を越えて伊万里松浦病院にかかることは考えにくいと思いま
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す。地域住民の方はどうなりますか。市内で競合してもメリットがないのでは。シミュレー

ションがあるのですか。 

（夏秋）現状で救急指定病院ではありますが、救急が来ないのが現状です。やはり現状でどうな

のかを判断材料にするわけです。将来的に建替えたらどうなのかではなく、現状で話をして

いる状況かと思います。 

（水上）先程の本気度について、赤字なら廃止してしまう選択肢もあるのですか。そうなると考

え方も変えていかなければいけないと思います。JCHO が佐賀中部病院の人気があっても赤

字であれば廃止としていく考えであれば、怖い面もあります。もう少し実情を知りたいと思

います。 

（吉崎）地元としては廃止とされたらどうしようもありません。地域にあることが一番いいと思

います。 

（水上）前の RFO の時も黒字になる見込みがないから、建替えを実現できませんでした。その

時よりも今が厳しい状況ではないかと思います。社会保険病院時代から職員さんたちの宿舎

を作って、周りに人口を増やしていければ小学校の人数も増えていいかと思いますが、自分

たちは何も努力をせずに外にばかり頼るのはおかしいと思います。努力も必要だと思いま

す。 

（夏秋）経営状況に苦慮しています。 

（西田）市民病院跡地に建替えを行うと黒字になると調査されたうえでお話しされているのです

か。 

（宝蔵寺）調査したわけではなく、現状よりは良くなるのではないかとの判断ではないでしょう

か。 

（武部）いつ頃までに結論を出さなければいけないのですか。 

（中城）平成 27 年度の計画になります。 

（夏秋）建替えについては、医師会や地域住民の理解が得られればいつでも GO サインを出すと

のことです。 

（吉崎）区長会が毎月 1 回開催されます。本日初めて聞きましたが、今後はこのお話をしてい

き、区長さん方の意見を聞いていっていいものなのか。 

（水上）地域住民の方は出て行く側と、入って来る側とで意見が異なり、入ってくる側にとって

は近くに病院が来ることで、夜中でも診察をしてもらえると選択肢が増えるので喜んでもら

えると思います。 

（宝蔵寺）水上先生から本気度のお話がありましたが、参考になるかどうか分かりませんが、グ

ループに湯布院の健康増進ホームがございますが現在、かなりの赤字と聞いています。毎月

本部で役員会議が行われておりますが、その会議の資料の中で、「事業をこのまま継続する

のか。廃止とする場合、時期はいつか。」という記載がありました。JCHO は国立病院機構

のやり方を参考にしている部分が多々あります。過去に国立病院が整理統合された時期があ

りましたが、JCHO も同様に当院を「赤字の垂れ流し病院」として処理するのではないかと

不安な面もあります。 
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本日の皆様方のご意見につきましては、本部も是非聞きたいとのことでしたので議事録に

まとめて報告させていただきます。 

（夏秋）医師会の中では競合の問題も出るかと思います。役割が終わったと言われることを懸念

しております。この地域では当院の存在は価値があるものと思っていますので、 後に付け

加えさせていただきます。 

（宝蔵寺）いずれにしましても、本部主導で話が進められています。また、少しずつ具体化して

いくと思います。その時には皆様方にご報告させていただきます。 

本日は大変お忙しい中、ご出席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

て閉会させていただきます。 


