
なる２０２５年であることは、皆さんも同じ見解か

と存じます。

私どもは、２０２５年、そして、それ以降の医療

動態等を見据えた将来構想を策定するため、昨

年度に基礎調査を実施いたしました。今後は、

この基礎調査を基に、君津中央病院企業団将来

構想を策定し、あるべき病院の姿、目指すべき

医療機能、持続可能な病院事業の道筋を示す所

存でございます。

そして、この将来構想に基づき、改めて自ら

考え、自ら行動し、自ら将来構想を改変して未

来を切り開いてゆく君津中央病院を嗣ぐ次世代

に、バトンを渡す所存でございます。

本日のテーマ、発表は以上でございます。御

清聴ありがとうございました。

【荻野】山嵜さん、きめ細かい、すばらしい御講

演、ありがとうございました。

今日は、君津中央病院のような大きな病院で

黒字の病院、それから中間クラスで中山間地域

でしっかり頑張っている病院、それから、北海

道から医療に大変頑張っている割になかなか、

人員等の関係で頑張ってもなかなかうまくいか

ないというような白川先生のところと、それか

ら青沼先生のところの町長さん、それから、私

が特に千葉県で独立行政法人になられて頑張っ

ていると感じております坂本先生をぜひともこ

のシンポジウムに入れてほしいということで来

ていただきました。それでは、最初の君津中央

病院に関して質問がありましたらお願いします。

特にないようですので、ありがとうございま

した。

次に、鳥取県にある南部町国保西伯病院の木

村修様から、「経営意識の共有と住民検診による

経営改善」ですばらしい成果を上げている先生

の御講演をお聞きしたいと思います。よろしく

お願いします。

【木村】
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よろしくお願いいたします。西伯病院の院長

の木村でございます。まだ院長になって２年の

新米院長でございますけども、できるだけ頑張っ

ておりますので、その一端を御紹介させていた

だきます。

あそこに大山が見えますけども、その裾野に

広がる南部町というところに西伯病院がござい

ます。午前中の藤岡先生のお話でもありました

赤猪岩神社は、実はここの麓にございます。も

しお時間がありましたらお寄りください。
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南部町は、米子市から１５分の町でございます。

さらに、南部町は７つの振興区に分かれており

まして、それぞれの振興区がある程度競争し合っ

て活性化に努めているというところでございま

す。その中央に西伯病院がございます。平成１７

年に完全リニューアルをしております。南部町

の人口は１万２，０００、高齢化率が３１％でございま

す。７振興区に分かれております。
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当院の特徴は一般病床と精神科の病床、認知

症の病床があります。一般病床が９９床、急性期

が４９、療養が５０でございます。それから精神科、

認知症の病床が９９床、急性期が５０、療養が４９で

ございます。さらに、在宅医療を目指しまして、

通所型のリハビリ、それから精神のデイ、重度

認知症のデイケアがございます。訪問型に関し

ましては訪問診療、訪問看護ステーション、訪

問リハビリがございます。さらに、認知症の疾

患センターもございまして、在宅医療の支援に

努めております。住民の方々の一次、二次の急

性期医療を担わせていただいております。

米子市から１５分でございますので、当院で対

応困難な場合には、高機能病院との病病連携が

あります。特に大学病院との光ファイバーによ

る相互参照システムがございますので、そちら

のほうにお送りしております。

精神科医療に関しましては、急性期から在宅

医療まで継続して行っております。それから、

急性期医療を終えられた方々の後方支援病院、

あるいは在宅復帰に向けた病院でございます。

最近は、やはり精神疾患、認知症を伴う身体合

併の方がございますので、そういう方々の受け

入れも努めております。そして、少し広域にな

りますけども、２４時間の地域包括ケアを目指し

まして、南部箕蚊屋広域連合ということで周辺

施設を一緒にさせていただいて取り組みを始め

ているところでございます。
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私が参りましたのが２３年の７月でございます

が、全職員とまず面談をいたしまして、個々の

要望や、あるいは不満をお聞きしたというのが

まず最初です。それから町内を何回も２０回ぐら
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い回りまして、がん検診の受診の重要性を講演

させていただきました。もともと私は外科医で

ございますので、３５年間やってまいりましたけ

ども、なかなか早期に見つけないとお助けでき

ないということがございますので、そういう意

味でがん検診の重要性を説明して回っておりま

す。国保直診の設置目的の一つに、予防医療と

いうのがございますので、それに努めていきた

いということを申し上げました。そして、南部

町の議会で、がん征圧宣言を出していただいて

おります。９月からは、経営コンサルタントと

いたしまして、病院経営に関したコンサルタン

トもいただいております。診療報酬、あるいは

使用料の検証等も行っております。それから、

人事評価制度の作成も開始しております。さら

に、これは総合特区の絡みもあるんですけども、

アミノインデックス、アミノ酸を用いたがんの

リスクスクリーニングというのがございます

が、それを２４年１月から住民検診に応用させて

いただいております。これには鳥取県と南部町

の御協力をいただいております。それから、２４

年５月からは、全部署１９部署ございますけども、

皆さんが一堂に会して毎月経営改善会議を行っ

ております。皆さんで経営意識の共有を図らせ

ていただいております。今年度は、電子カルテ、

CT等の医療機器の更新を完全に行っていこう

と思っております。診療部門のインセンティブ

を上げていきたいということでございます。

毎月、例えば救急医療加算とかが落ちている、

上がっているということなどを皆さんで検討し

ております。
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そういたしましたところ、入院患者数は２２年

度に比べてそう多くはないんですけども、外来

の患者数は、徐々に増えております。
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収益も２２年、２３年、２４年と約１億上がってお

りますし、入院単価も低いですが徐々に上がっ

てきております。

ÈjÍ
�ÈjÔÝ

::bY;b4

:Z[Y4;[

;3:Y3`;

[Y333

[Y;33

ZY333

ZY;33

:33Y333

:23Y333

::3Y333

:[3Y333

:³3Y333

;33Y333

;23Y333

*22 *2b *2:

a�fa��f

ÈjÍ


ÈjÔÝ

それから、外来の収益単価に関しましても、

やはり同様ですが、徐々に上がっておりまして、

収益も改善してまいりました。

―１４１８―
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そういうことで、いろいろな積み重ねもござ

いますけども、入院単価、外来単価の増加、あ

るいは医業収益の増加を認め、経常収支も１００％

を超えるようになりまして、経常収支も昨年度

１億の黒字が出るようになりました。
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後半は、がん検診のお話をさせていただきま

す。男性も女性も、誇るべきことでありません

けども、日本でワースト２、ワースト４の死亡

率でございます。そういうこともありますので、

何とかがんで亡くなる方を減らしたいというこ

とで頑張ってまいりました。
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男性も女性も大体胃がん、肺がん、大腸がん

が中心でございます。
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鳥取県全体で見ましても、やはり同様でして、

肺がん、胃がん、大腸がんを中心として多数の

方がお亡くなりになりまして、これに多額の医

療費がかかっております。早期に見つければ、

非常に医療費の削減につながるであろうという

ことで頑張ってまいりました。
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最初、私がこの病院に来たときに、南部町で

はどのような方ががんで死亡していらっしゃる
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のかということを調べました。すると、肺がん

が非常に多く、それから胃がん、その次は膵臓

がんでした。
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この理由がなかなかわからなかったんですけ

ども、最終的にはやはりたばこが膵臓がんを誘

発していたということで、謎が解けました。こ

れが数年たちますと、たばこをやめられる方が

多くなりまして、肺がんは２位に落ち、１番は

胃がん、それから膵臓がんも５位に下がってお

ります。
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そこで導入しましたのがこのアミノ酸を使っ

たリスクスクリーニングでございます。AICSと

略しますけども、それを味の素さんと一緒に研

究しております。そして住民検診に利用させて

いただいております。

WXYBDZ[\]^_`

4&
Hepatocellular carcinoma (Watanabe, et. al. (1984)) 
Melanoma (Weinlich, et.al. (2007))

�kl
(Holm, et. al. (1999),  Ferenci and Wewalka (1978), Soeters and Fischer, (1976)) 

���t
Coronary Heart disease (Obeid (2005))

��	
kl
Rheumatoid arthritis (Gerber (1975))

���
(Hong, et.al. (1998)) 

�ó�N
Diabetes (Ohtsuka and Agishi (1992), Soltesz, et. al. (1978)) 

���_��
Alzheimer’s disease (Mochizuki, et. al. (1996))
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御存じの方も多いかもしれませんけども、血

中のアミノ酸は１グラムしかありませんが、が

んや肝臓疾患、最終的にはアルツハイマー等の

認知症とも非常に関連していることはもう何十

年も前からわかっております。最近ですと、高

齢者のロコモティブシンドロームとの関連が非

常に強く言われております。そういう全てのも

のがこのアミノ酸を測ることによってわかって

まいります。
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特に、がんに関して非常に特徴的なことは、

この左側の赤で示した３つのアミノ酸が、がん

の種類や進行度に関係なく増えます。それから

この２つの青で示しましたアミノ酸が、がんの

種類、ステージに関係なく減ってまいります。

この特徴を生かして、がんのスクリーニングを

していこうというのが基本でございます。
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これは大体神奈川県あたりを中心にしまし

て、約１０年間かけて、がんの方とがんでない方

を比較しました。どういう公式をつくるとがん

のリスクを判定できるかということをまずスク

リーニングいたしまして、検証試験を行い一つ

の最終式を導き出したという図式でございま

す。
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この青で示したのが正常の方、赤が示したの

ががんの方ですけども、そのランクを A、B、C

に分けまして、Cの方には普通の方の約１０倍の

リスクでがんが存在する。Bの方は１．６倍、Aの

方は３分の１のリスクであるということが確立

されております。
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ですから、私どもがやりますのは、採血をし

て、４度以下の状態で遠心分離を行ってメーカー

に出しますと、アミノ酸のデータを味の素が解

析しまして、当院に送ってくださいます。
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それを、昨年の１月１０日から始めまして、私

も住民に対して一定の説明をしたいということ

がありますので、火曜日と水曜日に町内の方に

対して１０人ずつ御説明させていただいておりま

す。４月からはお二人ずつ、町外の方もお受け

したり、あるいは昨年は集団検診も行ったりし

ております。町内の方の自己負担は１，０００円と

なっております。C判定の方のみ精密検査を行

いまして、A、Bの方は通常の検診を受けてい

ただいております。それから、大学や健康福祉

課とも共同しておりますが、大学では、こうい

う高血圧、糖尿病、認知症等の解析を行ってい

ただき、ロコモに関しては、もう少ししますと

データが出ると思います。あるアミノ酸が減っ

てロコモティブシンドロームが起こってくると

いうことが既にもう論文化されておりますの
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で、それを中心にやっていこうということでご

ざいます。そういうことで、町内の皆さんの健

康に寄与したいということでございます。
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これが、院内を訪れていただいた６月までの

１，２００名の方のデータです。この赤で示したとこ

ろがランク Cでございます。ランク Cに非常に

多いのが胃がんでございます。そのほかのがん

は特異的に多くはございません。ということは、

南部町の方には胃がんのリスクの高い方が多い

ということが言えるのではないかと思います。
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それを示しますのがこれでございまして、ラ

ンク Cが２５７名ですけども、実際にその中から

胃がんの方が４名、それから集団検診から２名

胃がんが見つかりました。ほとんどが早期のが

んでございます。そして、今問題になっており

ます慢性胃炎ですね、放置しますと胃がんが発

生いたしますけども、そういう方が６割から７

割いらっしゃいます。それから肺がんの方は CT

を撮っておりますけども、がんの前段階とも考

えられる病変 GGOが見つかっております。そ

れから炎症性の変化もたくさんに見つかってお

ります。

9Ê ¡�AICS
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これが実際に胃がんの方の AICSですけど

も、複数のがんに関して Cがついているという

のが特徴でございます。
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4 1.77% 0.33%

2 3.51% 0.45%

6 2.12% 0.36%

胃がんの発見率に関して申しますと、院内で

行ったもの、集団検診で行ったもの、それをトー

タルしたものがこれでございます。２８３名の C

の方から６名の胃がんが見つかっております。

ちなみに鳥取県は内視鏡検診をしておりますけ

ども、それで見つかるのは２５０名に１例ですの

で、これと比較いたしますと約５倍から６倍の

比率で胃がんが見つかるという計算になると思

います。
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それから大腸がんに関しましては、１人の方

にがんが見つかっていますが、ポリープの方を

半数認めております。それから前立腺がんの方

は PSAも測りますが、両方が高い場合というの

は８名しかいらっしゃらなくて、その中にがん

の方が１人、それからがんが非常に疑われる方

が１人いらっしゃいます。乳がん、子宮がんの

方はいらっしゃいませんけども、その前段階的

な方が数名ずついらっしゃいます。
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これは集団検診ですけども、胃がんで Cがつ

く方がほかの場合に比べて多いということが言

えます。先ほど言いました振興区別に見まして

も、胃がんに関しては、こういうふうに多いと

ころ、少ないところがありまして、非常にラン

ク Cの多い地区に胃がんの方が見られます。
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これは町外の方ですけども、やはり日本人に

は胃がんが多いということを示すんでしょうけ

ども、町外の方でも胃がんでランク Cが多いと

いうことが言えると思います。
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íæ 246¡ 1¡ 1/ 246

	æ 124¡ 2¡ 1/ 62

éæ 47¡ 5¡ 1/ 9 

8æ 17¡ 1¡ 1/ 17

^ 434¡ 9¡ 1/ 48

やはり、ランク Cが３個つく方にはがんが５

例見つかっております。約１０人に１人ががんで

ございました。１個の方では非常に低いんです

けども、ランク Cが多くなるにつれて、徐々に

がんの発生率が増えているという状況でござい

ます。
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院内の方、集団検診、町外の方を比べますと、

やはり集団検診で、通常がん検診をお受けにな

らない方、少ない方、そういう方に３個以上の

Cがつく場合が非常に多いと言えます。それか

ら全体に Cのつく方が非常に多いということが

言えると思います。
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がんの検診の受診率でございますけども、２２

年、２３年、２４年としますと、徐々に増えてまい

りまして、ほぼ４０％に近づいております。一定

の効果があったというふうに解釈しております。
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そういうことで、西伯病院を中心にいたしま

して、アミノインデックスを使った町民の健康

を南部町、それから大学、味の素の協力で行っ

ていこうというのが今回の発表の内容でござい

ます。経営改善会議を通じて経営の改善に努め

ること、そして予防医療を行うことによって町

民の方の健康を管理していくこと、そして生活

習慣病にもそれを広げてまいりますので、アミ

ノミクスと言ってもいいのかもしれませんが、

アミノ酸を通じて全ての町民の健康を維持して

いきたいと思っております。

以上でございます。ありがとうございました。

【荻野】アミノ酸分析によるがんの検診を含め

て、すばらしい御講演をいただきました。会場

の皆様、何か質問がありませんでしょうか。

これはキムラミクスと言ってもいいんじゃな

いでしょうかね。１００床以下、特に急性期５０床で。

【木村】はい。

【荻野】こういうふうな病院は、１人のスーパー

マンがいれば、必ず経営改善になると私は信じ

ております。先生、これからも頑張ってくださ

い。よろしく。どうもありがとうございました。

【木村】ありがとうございます。

【村上】木村先生、どうもありがとうございまし

た。荻野先生に引き続きまして、以後３題につ

いて、私のほうから進行をさせていただきます。

それでは、もう時間も押していますので、早

速、続いての発表に移りたいと思います。

北海道鹿追町国民健康保険病院の白川拓先

生、「公立病院改革ガイドラインの功罪につい

て」、御発表のほうをよろしくお願いいたします。
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