
 

平成 26年度 第 1回羽島市民病院経営改善特別対策委員会 

 

開催日時：平成 26年 5月 22日（木）午後 1時 30分～ 

開催場所：羽島市民病院 診療棟３階 講義室 

【出席者】 

 （委員長）河出 弘行(羽島市副市長） 

 （委 員）学識経験者     日置 雅治 

                山田 日登志 

                西原 浩文 

                佐々木 留美 

      羽島市医師会代表  田中 吉政 

      市および病院代表  山田 卓也（副院長） 

                岩田 泰夫（副院長兼事務局長） 

 （事務局）大角 幸男（病院長）、大宮 史朗（副院長）、時吉 鈴美（看護部長）、 

小島 三紀（副看護部長）、堀 真人（管理監）、大内 義秋（医事課長）、 

兒玉 浩敏（総務課長補佐） 

 

  

【事務局】 

これより平成２６年度第 1回羽島市民病院経営改善特別対策委員会を開催します。 

この委員会は羽島市民病院の近年の厳しい経営状況について様々な方からご意見を頂き、経営改善をすすめ

ることを目的とし設置しました。平成 26 年 4 月 1 日に別添資料 2 にあるように委員会要綱を制定し、委員

の方の選定をさせていただきました。5月 1日付けで委員の皆様を委嘱・任命させていただき、本日第 1回

目の委員会の開催の運びとなりました。 

開催にあたり当院開設者の羽島市長職務代理者である河出副市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

【副市長】 

本来でしたら、病院の開設者であります市長がご挨拶申し上げるところではありますが、市長が現在病気

療養中でありますので、市長職務代理者であります私、副市長の河出がご挨拶させていただきます。羽島市

民病院経営改善特別対策委員会の開催をご案内させていただいたところ、お忙しいところご参加いただきま

して、誠に有難うございます。羽島市民病院の経営の状況は新聞報道等でもご存じのとおり、昨年度末には

運転資金が不足しました。一般会計から 3億円を借り入れる危機的状況でございます。借入金の 3億を含め

てさらなる収益の増加、費用の節減、経営状況の改善、これらを含めて特別委員会を設置したものでござい

ます。本日はその第 1 回目ということで、平成 25 年度の決算見込みの状況および中期経営計画の実行状況

を事務局から説明申し上げる予定でございます。委員の皆様におかれましては、それぞれの立場から、それ

ぞれの視点から、忌憚のないご意見を頂きたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 



【事務局】 

 本日の委員会はお手元に配布しました資料 2 の羽島市民病院経営改善特別対策委員会要綱第 6 条第 1

項の規定により市長が招集させていただいております。また、本日の委員会は委員の方の過半数以上の

出席をいただいておりますので、同要綱 6 条第 2 項の規定によりこの会が成立することをご報告させて

いただきます。委員会の審議内容については公開扱いとなりますので、後日ホームページなどで公表さ

せていただくことをご報告します。 

 それではただ今より委員会を始めさせていただきます。最初に委員長を選出させていただきたいと思

います。委員長につきましては、羽島市民病院経営改善特別対策委員会要綱第 5 条第 1 項の規定により

委員長は委員の互選によって定めるとされています。どのように選出したらよろしいか、委員の皆様に

意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【委員】 

 事務局一任でお願いします。 

 

【事務局】 

 ただいま、事務局一任というご意見でしたが、事務局からのご提案ということでよろしいでしょうか。

ご異議がないようですので、事務局から指名をさせていただきます。事務局としましては、委員長には

羽島市副市長河出弘行様にお願いしたいと存じますが、河出委員を委員長に選出するという事でよろし

いでしょうか。 

 

【委員】 

 異議なし。 

 

【事務局】 

 ご承認を頂きましたので河出委員様に委員長をお願いすることに決定いたします。羽島市民病院経営

改善特別対策委員会要綱第 6 条第 1 項の規定により、委員長が会議の議長とありますので、本日の議事

を進めていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

【委員長】 

本日は傍聴の申出があるようですので、これを認めます。 

議事に入る前に、本日の資料の確認を事務局からお願いします。 

 

【事務局】 

 本日の会議次第、委員会の席次表、資料 1 として委員会名簿、資料 2 としまして当委員会の要綱、資

料Ａとしまして平成 25年度決算見込状況（3ページ）、そして羽島市民病院中期経営計画としまして資料

Ｂ－１、Ｂ－２、Ｂ－３という 3 枚の資料があります。つづきまして資料のＣとして委員会の日程が付

いております。その次に参考資料としまして、公立病院の経営形態についてという 2 枚の資料、さらに

委員の皆様には平成25年度 2月に策定しました中期経営計画を1部付けさせていただいておりますので、



今後の会議の参考にしていただきますようよろしくお願いします。 

 

【委員長】 

 それでは議事に入ります。 

 「議題１．羽島市民病院平成 25年度決算見込み状況について」事務局お願いします。 

 

【事務局】 

 委員会資料 A をご覧ください。1 ページ目が、収益の平成 24 年度との比較になっております。2 ペー

ジ、3ページ目が費用に対する平成 24、25の比較表となっております。平成 25年度につきましては決算

審査がまだ終了していないこと、議会の承認も得られていないので、表現上は決算見込みとさせていた

だいておりますのでご了承願います。 

 それでは平成 25年度の収益について 1ページ目から説明させていただきます。 

まず第 1 款病院事業収益ですが、平成 25 年度の見込が 5,584,855,066 円ということで、平成 24 年度

度比較しますと 103,639,799円少ないという状況でございます。 

この収益を細かく見ていきますと、1 項の医業収益は 5,333,434,764 円で、平成 24 年と比べると

90,433,106 円少ない状況です。そのうち、1 目の入院収益につきましては、3,296,543,882 円で平成 24

年と比べると 153,919,601 円の減ということで▲4.5％です。2 目の外来収益につきましては、

1,710,928,759 円で平成 24 年度と比較しますと 49,210,147 円の増収で、前年比 103％です。3 目の負担

金・交付金ですが 150,443,960 円で、10,609,000 円の増収ということでございます。4 目のその他医業

収益については 175,518,163円で平成 24年と比べると 3,667,348円の増収ということで、その他医業収

益の内訳としまして室料差額収益が 59,704,448円で前年と比較すると 4,349,948円の増加、公衆衛生活

動収益が 5,922,908 円で前年比 1,223,507 円減収、医療相談収益については 69,121,313 円で前年比

1,308,610 円の増、受託検査施設利用収益については 24 年 25 年とも収益は無、その他医業収益は

40,769,494円で前年と比べると 767,703円少なくなっているという状況でございます。 

続きまして第 2項の医業外収益ですが、247,728,329円で前年と比べて 7,425,793円、97.1％という状

況でございます。1目の受取利息配当金につきましては、109,593円で前年と比較し 439,310円の減、そ

の内訳として預金利息が 108,393円で 439,310円の減、有価証券利息が 1,200円で前年と同額です。2目

の他会計補助金については 64,246,000円で前年と比べ 22,521,080円の減という状況です。3目の補助金

は 16,000,000円で前年度比 801,000円減、4目負担金交付金は 134,358,000円で前年比 16,279,000円増

という状況です。5目の患者外給食収益は 82,320円で前年比 34,167円減、6目その他医業外収益につい

ては 32,932,416 円で前年比 90,764 円増、有価証券売却益は 10,000 円で前年度比 10,000 円の増、不用

品売却収益は 662,595 円で前年比 155,051 円の減、その他医業外収益は 32,259,821 円で前年比 235,815

円の増という状況です。 

3項の特別利益としましては、過年度損益修正益として 3,691,973円、前年比 5,780,900円の減という

事でございます。 

続きまして、費用の方のご説明をさせていただきますので 2ページ目をお開き下さい。 

1款病院事業費用でございます。平成 25年度見込みとしまして 6,063,316,038円で平成 24年度と比較

すると 52,821,761円の増、0.9％の増となっております。 



1 項の医業費用としては 5,824,404,120 円で前年比 51,772,881 円の増加という事です。医業費用の内

訳としまして、給与、手当、報酬、賃金、法定福利費等合計した 1 目の給与費は 3,247,611,646 円、前

年と比較して 58,424,318 円の増、1.8％の増加となっております。薬品費、診療材料費、給食材料費、

医薬消耗備品費を合計した 2目の薬剤費は 1,145,754,383円で、前年度と比べると 69,190,612円減少し

ました。厚生福利費、報償費、交際費等を合計した 3 目の経費につきましては 1,168,608,743 円、前年

度比 56,691,981 円増、5.1％の増となっております。建物、構築物、機械備品、車両を合わせた 4 目の

減価償却費は 234,304,181円、前年と比較して 3,227,807円、1.4％の増加となりました。たな卸資産減

耗費、固定資産除却費を合わせた 5 目資産消耗費は 4,515,316 円で前年と比較し 2,110,761 円増加しま

した。研究材料費、図書費、旅費、研究雑費を合わせた 6目研究研修費は 23,609,851円、前年と比較し

て 508,626円、2.2％の増となりました。 

2項の医業外費用は 176,423,631円で前年比 4,114,564円減となっております。1目の支払利息及び企

業債取扱諸費は企業債利息としまして 47,255,250 円、前年比 2,967,057 円の減となりました。2 目の繰

延勘定償却として控除対象外消費税額償却は 7,979,000円で前年と同額でした。3目の患者外給食材料費

は 1,857,011 円、前年比 139,606 円の増加でした。4 目の雑損失はその他雑損失として 113,868,070 円、

前年比 1,326,913円の減少でした。５目の消費税は 5,464,300円、前年 5,464,300円で 39,800円の増加

でした。 

3項の特別損失ですが、過年度損益修正損は 62,488,287円で、前年比 5,163,444円、9％の増加でした。 

平成 25年度の収益から費用を差し引いた純損益につきましては、平成 25年度は▲478,460,972円で平

成 24 年度の▲321,999,412 円と比べて、156,461,560 円の損失の増加という状況でございます。以上で

ございます。 

 

【委員長】 

 羽島市民病院平成 25年度の決算見込み状況という事で事務局から報告がありました。ご質問等ござい

ましたら承りますのでよろしくお願いします。 

 

【委員Ｅ】 

 医療相談収益とは何のことか？他会計補助金が急激に減った理由は何故か？薬代は結構高いはずなの

にこれだけ下がったのは何故か？控除対象外消費税額償却とは何か？雑損失の内訳は何か？ここには載

っていないことではあるが、以前にも指摘をした、診断書の収入がどれくらいあるのか？それはどこに

表れているのか？交通事故に限ってでは、どの程度の売り上げがあったのか？という事にも興味があり

ます。 

 

【委員長】 

 事務局は順次回答をお願いします。 

 

【事務局】 

 医療相談収益とは人間ドックや健康診断、産業医の委託料、健康リスク調査の委託料等が含まれてい

ます。他会計補助金とは一般会計からの繰入金ということになりますが、職員の共済組合の追加費用だ



ったり、児童手当の負担分、院内保育所の運営経費などを合わせると 64,000,000円程になります。減少

の理由としましては、平成 24年度において収益向上特別対策補助金というものを市からいただいていま

したが、平成 25年度においては収益向上が図れなかったという事で補助金が無くなり、22,000,000円ほ

ど減少しました。薬品費の減少については入院患者数の減少に伴ったものであると思われます。診療材

料費についても同じように減少しております。その他の雑損失につきましては、控除対象外消費税とい

うことで、損益計算書以外の四条予算と呼ばれる部分の控除対象外消費税分の損失をこちらの方で計上

しています。交通事故等の診断書につきましては、４目その他医業収益の中のその他医業収益の

40,000,000 円の中に文書料等が入っています。委員がご質問されました細かい内訳についてはただ今資

料を持ち合わせておりませんので、申し訳ありませんが回答できかねます。 

 

【委員Ａ】 

 今日の委員会の外部委員の構成をみますと、監査法人からお二人、学識経験者が私を含め 2 名おりま

すが、１２月までにこの委員会を 4回行うとなっている。平成 25年度の最終決算が 470,000,000円の損

失となっているが、520,000,000円ではなかったですか？減ったのですか？ 

 

【事務局】 

 新聞報道等では 12月の推計で６億の赤字になるということでしたが、見込みでしたので、それが最終

470,000,000円になりました。 

 

【委員Ａ】 

 監査法人と学識経験者と委員会に参加して、年間たった 4 回で何を目標として行うのかが聞きたいで

す。この病院は今潰れている状態です。2年連続で 8億もの赤字を出す病院が特別委員会で甘っちょろい

ことやっていて良いのか。毎週でも監査法人や有識者で話し合って、なんでこんな状態になってしまっ

たのかを話し合うべきではないでしょうか。そういう事を話されるのだと思って、今日の委員会に挑ん

だのです。中期経営計画も読んだが、こんなのはどこかの丸写しじゃないですか。なぜこんな体たらく

になったのか。5年くらい前には黒字だったはずです。それがどんどん赤字になっていって、この年末に

3億の借入を行っているのですよね。それを 5年間で 60,000,000円ずつ返していこうということですが、

今年の目標で儲けが 5,000,000 円となっています。そんなバカなことは絶対にないはずなのですが、一

体全体この会議は何をしたいのか？羽島市医師会の田中先生方に何をして欲しいのか？７月に松波病院

がさらに大きくなりますが、それに対抗し得るのか？たとえば放射線にリニアックが入っているのか？

知り合いが前立腺がんでこちらの泌尿器科でみてもらったが、手術ができないから松波に行ってくれと

言われました。そういう体たらくの改善のための会議なのか、それとも指標を見せられて年 4 回行って

改善できるのか？歴代の院長を知っているが、もちろん良い時期もありました。薬局長が医師と兼ねて

いるのは第 2 赤十字病院だけです。これは県薬の方からも文句が出ました。今、医局というものが無く

なりつつあります。羽島市民病院に良い医者を集めて、この医者に診て欲しいという人が、信頼を集め

て、昨年みたいに 1 億円の減収にならないようにするための会議なのか？それとも 1 年かけて中期経営

計画がどうこう言うのか？たとえば主治医が夏休みとっている間に患者が死んでしまったとか、そんな

病院で良いのか？産科は出生数が少ないので無理だが、眼科、耳鼻科、皮膚科といったおじいちゃんお



ばあちゃんのところを置かないのか？そういう根本的なところを話し合うためにここに来ました。私の

会社と同じくらいの売り上げですが、これで当社は 5 億の利益を出しますよ。なぜ約 5 億の赤字が出た

のかを反省点にするのか、中期経営計画をこれからどうしようかとか。このままでは松波に負けますよ。

なぜ良い医者が 2・3 年で異動になってしまい、 新しく来た先生にまた同じ薬をだされたとか、そんな

話ばかり聞きますよ。平成 25年度が 5億の赤字なんていうのはどうでも良いのですよ。中期経営計画な

んて、「中期」ではなく「短期」で考えなければならないのです。市民のサービスをするのは羽島市民病

院しかないのです。国民健康保険羽島病院から羽島市民病院に移っているのです。そういう事を論じて、

初めて経営改革ができると私は考えます。そのために監査法人や学識経験者の方が来て見えるはずです。

そのためなら 1 週間でも話し合いに参加しますよ。それが、次の委員会が 7 月、その次が 9 月なんて体

たらくだと思いますよ。私の意見のようなことをやるのか、それとも先にお話しされたどれがいくらく

らい減っているのかをやるのか、もう一度この会議の趣旨説明をして欲しい。羽島市民病院の医者の根

本的な意識改革を行うのか、他の科を増やすのか、待合室を良くするのか、病院棟の並び配置を良くす

るのか、放射線を充実させるのか。放射線科の先生のように優秀な先生もみえるのに、薬剤師の薬局長

もいないなんていう、そんなバカな市民病院があってはならない。そういう事を論じていくのかという

事をもう一度精査していただきたい。平成 25 年度が赤字なんていうのはもう決まっている事ですよ。3

億円市から借り入れしているが、一度市から 10億円くらい投資してもらい大きなプロジェクトを立てる

のです。3億なんて言うのは赤字を補てんしているだけに過ぎない。市債でもいいから 10億、15億くら

いのお金を借りて、そこでメスをいれて、それでもできなければ松波に売却するとか、他企業に売却す

るとかの方法を取る。そういう事を話しあうためにこの場に来たはずなのに、この中期経営計画なんて、

誰でもできるような、どこかと同じようなものを見せられる為に来たのではない。ちょっと言い過ぎま

したが、もう一度趣旨だけ説明してほしいです。 

 

【委員長】 

 趣旨説明を求められましたので、もう一度。最初のところでもお話ししましたが、市長の指示では借

り入れた 3 億円の返済を含めて、さらなる収益の増加と費用の節減を図り、経営状況の改善を進めてい

くことを目的として対策委員会を設置したということでございます。 

 

【委員Ａ】 

もう一度お願いします。 

 

【委員長】 

基本的に目標としましては、収益の増加、費用の節減、経営状況の改善を目的として対策委員会を設

置したということでございます。 

 

【委員Ａ】 

 要するに、監査法人の方が入られたのも、収支バランスを良くしようということだけですね。羽島市

民病院そのものをどうにかしろという事ではないという事ですね。例えばこの医師はダメだから他の病

院に異動させ、他の医師をヘッドハンティングしてくるとか、医師のところには手を付けないのですね？



私は経営者だから、経営のところだけで良いのですね？薬局長が大宮副院長で、他の薬剤師が体たらく

で残業代が高くても、そこはやらなくて良いのですね？ただ収支改善と、羽島市民病院がどうなったら

良くなるかを論じれば良いのですね。それなら院長は要らないでしょう。委員だけでいいのではないで

すか。他の委員さんはどう思われますか？ 

 

【委員Ｅ】 

 基本的な意見は同じですが、ちょっと早すぎます。私は初めの 1 回くらいこのペースでゆっくり相手

の出方を窺ってからと思っています。基本的コンセプトは先ほどのご意見と同じと考えていますが、ま

だ相手が何も言っていない段階で、そこまで言ってしまうと少し可哀そうな気がします。 

 

【委員Ａ】 

 少し早まりました。1回目でそんな早とちりをしまして、すみませんでした。これは次回からというこ

とにします。しかし、もう少し委員会の開催の間隔を詰めてほしいというのは事実です。年に 4 回くら

いでやっていては何にもならないと思います。羽島市民病院の事を１から１０まで調べ上げて、収支決

算を全部わかっていて、院内の情報を全部わかっていた中で今日は来たので、すこし早とちりをしまし

た。もう少し短い間隔で行ってほしいというのが私の願いです。 

 

【委員長】 

 有難うございました。もっと頻繁に行ってほしいというご提案について、ご検討願います。その他は

よろしいですか。 

 それでは「議題 2の中期経営計画について」お願いします。 

 

【事務局】 

 それでは、議題 2 の中期経営計画についてということで、資料のＢ－１の方から説明をさせていただ

きたいと思います。こちらの方が中期経営計画評価指標目標と実績対比表となり、平成 25年度決算見込

みベースでの目標値等と実績値等を比較したものでございます。 

一番右上にあります、公立病院改革プラン三大指標として、経常収支比率、職員給与比率、病床利用

率の 3 つの指標からになります。中期経営計画の目標値としましては、経常収支比率は 97.2％の目標を

掲げておりましたが、実績としましては 93.0％と、達成率としては 95.7％でしたのでＢという結果にな

りました。これは、達成はＡ、95％以上はＢ、80％以上はＣ、80％未満はＦという表記をさせていただ

いております。続いて職員給与比率は平成 25 年度の目標値は 57.3％とし、実績は 60.9％でしたので

94.1％の達成率ということでＣ評価となりました。病床利用率につきましては、目標値が 87.6％で実績

が 80.9％、達成率は 92.4％で結果的にＣという事になっております。 

 つづきまして評価指数一覧表ですが、中期経営計画の施策として７つの施策を掲げております。それ

ぞれの施策毎に評価指標というのを設けておりまして、施策Ⅰについては評価指標が初診紹介患者数と

し、平成 29 年までに目指す数値としましては年間 5,760 人という目標値を掲げております。平成 25 年

度の目標値としては年間 3,840人に対して実績は 3,692人ということで、3.9％達成できなかったという

状況でございます。 



施策Ⅱにつきましては、地域医療支援病院の取得というものを掲げておりまして、紹介率・逆紹介率

という指標になっております。平成 29 年度までに 40％以上・60％以上、もしくは 60％以上・30％以上

という目標で、平成 25 年度では紹介率 43.2％・逆紹介率 60.2％を掲げております。それに対しまして

25 年度は紹介率 40.8％・逆紹介率 61.1％ということで、紹介率に関しては 94.4％の達成率でございま

すが、逆紹介率については 101.5％ということで、逆紹介率については達成しているという状況でござい

ます。 

施策Ⅲでございますが、24 時間体制の維持ということで即日入院救急患者数というものを掲げていま

す。平成 29 年度では年間 1,560 人を目標とし、平成 25 年度の目標では年間 720 人、それに対しまして

実績は年間 558人、達成率は 77.5％で 80％未満という事でこちらの方は評価はＦということであります。 

施策Ⅳですが、職員給与費に見合う収益確保ということで、新入院患者数、入院単価、外来単価を指

標にあげており、平成 29年度までに目指す目標としまして、新入院患者数が年間 4,990人、入院単価が

48,880 円、外来単価が 11,342 円という金額を掲げております。平成 25 年度では新入院患者数 4,419 人

を目標としましたが、実績では 3,952 人ということで達成率 89.4％でございました。入院単価につきし

ましては、平成 25年度が 47,376円の目標値に対しまして、実績が 47,514円ということで単価について

は目標値を達成しております。また、外来の単価につきましても目標が 10,748 円に対しまして 11,295

円ということで、こちらも目標を達成しております。 

施策Ⅴにつきましては現行の業務体制の見直しを行ったかどうかということです。 平成 25年度につき

ましては業務改善をし、見直しを行っているということです。 

施策Ⅵにつきましては、経営企画担当者の専従化です。平成 25年度に経営企画担当者の専従化につい

て検討を進めるということでしたが、平成 25年度に検討が出来なかったため、評価はＦでした。 

施策Ⅶとして、看護師採用数と離職率の改善でしたが、平成 25 年度の看護師採用目標は 30 人でした

が、24 人に止まりました。また、離職率については平成 25 年度は年間 16 人迄ということでしたが、結

果は 23人の離職がありました。 

続きましてＢ－２の表に移ります。上が損益実績及び目標ということで、先ほど説明しました平成 25

年度の損益計算表を、中期経営計画の目標値と照らし合わせたものです。表の左から平成 21年から平成

24 年までの実績、中央が平成 25 年目標値と決算見込となっています。その右側に平成 25 年の増減額、

増減率、そして平成 26年から平成 29年の目標値を掲げさせていただいております。 

中期経営計画の医業収益の目標値としましては、56億 4600万円とさせていただいておりましたが、決

算の見込では 53 億 3300 万円と、3 億 1300 万円程目標値より少なかった状況です。その内特に入院収益

につきましては目標が 36億 1000万円でしたが、決算見込が 32億 9700万円となり、こちらが 3 億 1300

万円目標より少なかったという状況でございます。2．医業外収益については、目標値は 2億 7100万円、

決算見込は 2億 4800万円で、2300万円ほど目標値に届きませんでした。それらを合計した経常収益が目

標値 59億 1700万円に対して決算見込 55億 8100万円で 3億 3600万円目標より少なかった状況です。 

続きまして、経常費用の 1．医業費用につきまして目標値が 59 億 1600 万円に対して決算見込は 58 億

2400万円で 9200万円目標に届きませんでした。そのうち職員給与費については目標が 32億 3800万円に

対して決算見込が 32億 4800万円で、目標をオーバーしております。 

こうした経常損益では目標が 1 億 6900万円に対して、決算見込が 4億 2000千万円で、2 億 5100 万円

損益が増えてしまいました。こうして、一番下の段、純損益につきましては目標が 2億 1700万円に対し



て決算見込 4億 7800万円で、2億 6200万円赤字が増え、目標に届かなかったことになります。 

次に下の表、財務指標・病床数・職員数等の実績及び目標になります。財務指標については、先ほど

上の表でお話しした通り経常収支比率では目標値 97.2に対して 93.0、職員給与費率については目標 57.3

に対して 60.9、材料費比率については目標値 22.1に対して 21.5という状況でございます。 

その他病床数につきましては目標値 281 床のままでありますし、看護配置基準につきましても目標の

7：1を維持しております。 

職員数につきましては、医師・看護師・薬剤師等、目標の 314 人に対して決算見込では 309 人となり

やや少ない状況でございます。 

続きましてＢ－３の資料に移ります。こちらの表は今までの指標の達成・未達成を一覧にしたもので

す。Ｂ－１、Ｂ－２の資料の再掲の部分が多々あります。まず、財務・経営安定化に係る主要な数値実

績及び目標ですが、経常収支比率、職員給与比率につきましては未達成、病床利用率については許可病

床数の 271 床で比較しましても未達成になります。そして 1 日あたりの入院患者数につきましても目標

値 206 人に対して 190 人で未達成。入院単価につきましては先ほどご説明させていただきましたとおり

目標値は達成しております。1日当たりの外来患者数は目標値 669人に対して 621人で未達成でした。外

来単価につきましては目標値 10,748円に対して 11,295円ということで、達成した状況でございます。 

また、下の段につきましては主要施策に係る数値実績及び目標です。初診の紹介患者数につきまして

は目標 3,840 人に対して 3,692 人という事で未達成ということになります。地域支援病院紹介率につき

ましては、目標 43.2％に対して 40.8％。逆紹介患者数については目標値 6,360 人に対して 6,358 人で、

わずかに足りなかった状況でございます。地域医療支援病院逆紹介率は目標の 60.2％に対して 61.1％と、

数値的には達成しております。初診患者数につきましては目標値 10,560 人に対して見込は 10,414 人で

未達成。即日入院救急患者数につきましては、目標値 720 人に対して 558 人で未達成。新入院患者数に

ついては目標の 4,419 人に対して 3,952 人でした。常勤医師数は目標の 40 人に対して 39 人、常勤看護

師数について目標が 202人に対して 199人という結果でした。以上でございます。 

 

【委員長】 

 ただ今事務局より中期経営計画についてご説明頂きました。委員の皆様よりご意見を伺いたいと思い

ます。 

 

【委員Ｅ】 

 こういう数字は何回も見ているのですけど、目標値というのは誰が作ったものなのか？外部の監査法

人の方が作られたのであれば、まず一番大事なのは、職員がどう思っているのかということです。職員

が目標値をほとんどクリアしてこなかったことに対してどういう風に考えられておって、病院全体の数

字も大切ですが、個々の科の先生たちが、どういう目標を持たれて、どういう実績を積んで、自分たち

の科をどうしていくのかという目標が無い、職員のやる気が無い病院であってはどうしようもない。職

員やそれぞれの科がどういう風に目指すかということが見えてこないようでは、病院というのは「人」

ありきですので良くはならない。上の方から目標を与えて達成できなかった、それに対しての何の反省

もないのでは、この病院は良くならない。達成できなかったことに対してどう考えておられるのか。何

が悪くて達成が出来なかったという反省もなしに、この会議でまた目標値だけ設定しても何も達成され



ないと思います。そのあたりのコンセプトが無いのであれば、ちょっと難しい。まずは個々の職員の意

識から出発しなければいけない。職員給与比未達成となっているが、達成する為には給与を減らすか売

り上げを上げるしかないのだから、給与減らすのに同意するのか。職員を増やしたらまた給与も増える

ので、そのことに対して職員全体がどういう考えを持っているのか。どうでしょうか。 

 

【委員長】 

 ただ今のご質問は、未達成部分に関してどのように考えてどういう対策を講じるのかというご意見だ

と思われます。 

 

【院長】 

 今の委員のご質問は各診療科というより各医師がどういう風に考えているかという事だと思いますが、

年度の初めに各診療科と面談して、今年度どうしたいかという事を聞いています。年度が終わった段階

で、達成されなかった目標を、達成されなかった科に対して、どういう理由で達成されなかったのかと

いう事、達成されなかったのであれば、次の年度はどうするのか。具体的な対策があるのかどうか。と

いう事を面談で聞いているのですが、平成 25 年度の実績についての平成 26 年度の面談は、まだ間に合

っておりません。来週より予定をしておりますので次の会議にはお答えできるかと思います。 

 

【委員Ｅ】 

 この会議で出すかどうかという事は別として、そういう事が大事だと思います。私がこの場に出席し

ているからには、医師会として協力できることが話として出てくるはずです。この病院の医師と、医師

会員との会合なんかで、こういう風に目指すから、医師会としてこういうことに協力できないかという

話も当然無いと、発展性は無いと思いますから、そういう地道な努力が常に必要でないかと思います。 

 

【委員長】 

 その他のご意見はございませんか。 

 

【委員Ａ】 

 監査法人の方のご意見が伺えないので、何をするためにここにいるのか分からないです。目標値を設

定してというやり方は市のやり方ですよ。監査法人の方は何をするために委員になられたのですか？ 

 

【委員長】 

では、監査法人の方お願いします。 

 

【委員Ｃ】 

 先ほどの委員Ｅが言われたのと同じで、ただ結果だけ受けても、どうしたいのか？これを受けて何が

悪くて何を変えたいというのが、本来ならこの会議に出てくるべきなのですが、実際間に合っておりま

せん。もともとスケジュール的に 4 回という限られた中で、いつ何をやっていくかというのが見えてい

ないのが問題だと思います。直接私たちがこの委員会のスケジュールを全部作っているわけではないの



で、言い訳にしか聞こえないかもしれませんが、年間で 4 回の中でどうやっていくという道標をきちっ

と作っていく。先ほど委員の方が言われた通り回数を増やすのであれば、次の会で何をやるのか？最終

的にどこまでもっていくのか？という事を最初にきちんと示さないと、せっかくこれだけのメンバーが

集まっているので、会議を無駄にしないためにも、最初に決めておくことが必要だと思います。役割と

しましては、こういう会議の資料を作るのもありますが、事務局を含めた病院の職員の方の意見をまと

めて、じゃあどうしていったらよいかという事をうまくこういう所に出せるようにお手伝いをすること

が我々の仕事だと思っています。 

 

【委員Ａ】 

 もっとはやく回数の見直しをするべきです。この病院をどうしたいかについて話し合うのだと思って

いました。広報や新聞などで 5 億円の負債が出たと書いてあったので、私自身突っ走ってしまったので

すが、監査法人の方はもともとＭ＆Ａが得意な分野なのでしょう？ 

 

【委員Ｃ】 

 いろいろありまして、数字を扱うと言うか、数字で見える部分をどうやって出していくかということ

があるのですが、Ｍ＆Ａが中心という事ではありません。 

 

【委員Ａ】 

 そういう冗談は置いておいて、経営を改善するということだったのに、来年の目標値を見ると 11億円

の赤字を出しているのですよ。新聞紙上では 500 万円の黒字が出ると書いてあるんですよ。どこからそ

ういう発想が出てくるのか。監査法人さんの予想で来年の赤字が 11億なのでしょう？ 

 

【委員長】 

 事務局は来年の特別損失について説明をして下さい。 

 

【委員Ｃ】 

 欄外の※１にも記載してあるのですが、これは会計制度が変わったこともあって、過去の会計と段差

があります。一時的に出る見かけ上の数字でありまして、そのため比較はしにくい数字ではあります。

例えば、今まで退職金を 40 しか積んでいなかったのを 100 積めとか 1000 積めといった民間と同じにす

るために一時的に出るので、これは実質の赤ではなくて形式的にこれだけ出てしまうという事です。 

 

【委員Ａ】 

 たとえば退職給付や繰入額のようなものですね。分かりました。 

 

【委員Ｃ】 

 特別損失の 11億 5400万というのが赤の原因なので、それを除くと基本的には±０ということです。 

 

【委員Ａ】 



 その下の欄の特別損益との差を見れば良いのですね。ということはその下の特別損失ところの 4,000

万くらいということですね。4,000万くらいの損で終わるという事ですね。 

 

【委員Ｃ】 

 そうですね。 

 

【委員長】 

 他の委員の方はいかがですか？ 

 

【委員Ｂ】 

 この資料の数字から見て、看護師さんが 1 日に入院患者さん 1 人と外来患者さんを 3.3 人担当されて

いるのですよね？医師は入院患者を 5人と外来患者を 16人診ているという計算になります。私も美濃病

院に行ったときに見たのですが、入院患者 4人くらいだったと思います。1日に 2時間も看護師さんが私

のそばにいたら困る！という話をした覚えがありますよ。この資料で行くと看護師さんが 202 人で、入

院患者が 1日平均 106人となっていますので、入院患者 1人と外来患者 3.3人の世話をして、1日 8時間

勤務していたとしたら、時間を何に使っているのかと疑問に思ってしまいます。この時間の使い方はお

かしいんじゃないか？というところから皆の問題定義をしていかなければならない。医師一人当たり 1

日 44万円稼いでいる事になりますが、一人当たり 1日いくらくらい稼げば経営が黒字になるのか？基本

的なことは一人一人がどうやっていけばいいのかということです。入院患者１人、外来患者 3.3 人を診

ていて、本当に忙しいのかな？と思います。私の数字の出し方が悪いのかもしれませんが、他の病院は

どんな感じなのでしょうか。1人当たりの売り上げは 1日いくらくらいなのでしょうか。 

 

【委員Ｅ】 

 松波病院など、一般の病院と比較検討することは良いことだと思います。公立病院には公立病院の使

命があるので公立病院の半分くらいは赤字経営になってしまうが、それを良とするのかどうかが論議の

出発点になってしまいますが、優良な公立病院を目指すなら、優良な私立病院と比較検討するしかない

し、住民サービスだから多少の赤字は我慢するということなら、公立病院の平均点を目指すということ

になります。市長不在の時にその方針が明確にならないとは思いますが、最初に方針を決めないと何を

目指すかが曖昧なままでは話し合いが中途半端になると思います。 

 

【委員Ａ】 

 例えば大垣市民病院は日勤と中勤と夜勤があって、それでシフトを回している様です。夜勤では３人

いてそれで４０人くらいを診ていると思うので、大体それで割り算すればわかる事です。先に委員Ｂが

話されたことの分析にならないかもしれませんが、とにかく羽島市民病院は入院患者が少ないのが問題

なのではないでしょうか。詳しくは分かりませんが、大角院長や大宮副院長、山田副院長がどういうモ

ラルをもって、どういうモチベーションをもって羽島市民病院を良くするかだけなのです。例えば待合

室で呼ばれるまで時間がかかるなど、もっと時間や機会があれば解決できると思います。会計基準が変

わりつつありますし、退職給付費や賞与引当金繰入額の計上により１１億出ている赤字も実質的には



4,000 万円くらいには改善されるのでしょうけれども、その時に、１億円ずつ下がっていく診療報酬が、

ましてやこの病院は混合診療はやっていないですよね？ダヴィンチでの手術は前立腺だけだけどある病

院では胃癌までできて 400 万とれるといった混合診療は出来ないとしても、羽島市の中核病院として、

羽島市の北東にあって鬼門の位置ですよ。あまり良い位置ではないです、方角的に言って。だけど、先

ほどの委員さんが言われるように、各医師がどう思っているか。確かに私も羽島市民病院に来ます。以

前いた薬剤部長が何も残さないまま行って院外処方にして変な風になってしまったのだけれども、そう

いう細かい話はいくらでもあると思うけれども、要するに本当にやる気があるかどうかだけでこの病院

は立ち直れると思います。今のままではみんな開業医に行ってしまいますよ。３Ｄをいかに宣伝するか

とか、村上記念病院が成功したように人間ドックのやり方などについて話し合うためにここに来たのだ

と思っていました。院長、副院長はじめ医師一人一人がとにかくこうするのだ！という、まあ、ヒアリ

ングがまだ終わっていないという事自体が問題だと思いますけど、やはり４回だけでは何ともならない

と思います。 

 

【委員長】 

 今回は羽島市民病院の現状、直近の決算見込、中期経営計画をお伝えし、それを踏まえて皆さんに議

論をしていきたいということでお話をしているのだと思いますので、よろしくお願いします。次回から

はそういう的を絞った形になってくると思いますので、事務局の方もその旨よろしくお願いします。そ

の他ご意見ございませんか。 

 

【委員Ｆ】 

 他の委員の方がおっしゃることはごもっともだと思います。病院をどういう方向性に持ってくるか。

どういう位置づけで、何のためにこの病院があるのかを職員全員で考えなければならないので、そうい

う遠くを見た政策展開や意識改革を行っていく必要があります。また、１人１人の意識がすごく大事で、

なぜ去年こんなに悪かったかというと、１人１人の意識、モチベーションが下がりました。原因はいろ

いろあるのですけれども、精神科の病床が閉鎖されたこともあります。医師１人１人、看護師１人１人

のモチベーションが下がって、入院患者数が下がったのが私の考える原因だと思います。最近では入院

患者数が 200 人を超えて少しずつ増えてきました。その原因はその傷が少し癒えたのもあるのではない

かと思いますが、医師や看護師の交代によって、いろいろな医師が来てモチベーションを持って来る、

そういう良い循環があったのかもしれないです。要するに人が問題で、どんな医者がいて、どんな看護

師が働いているかで、55 億のうちの 1 億、2 億はすぐに上がったり下がったりしてしまうと思います。

１人１人のモチベーションが下がるだけでここまで悪くなるので、これが下がり続ければこの病院の存

在意義は無いと思います。これがどうやったら上がるかということですが、確かにこういう財務指標を

みることは大事かもしれませんが、大まかな外枠から眺めているだけで、あまり本質的なことは見えて

こないと私も思います。中期経営計画もやりますが、これは医者の立場から見ると、良い医者が入って

いるだけで 1億～2億円の売り上げが上がりますので、こういう計画を立てる立てない関係なく経営状況

が上がります。そういう事から見ると、中期経営計画はやってもいいですけれど、あまり個人的には重

要視していないです。あとはこの病院を医師会としてどうしていくかという事が大事でして、医師会に

おんぶにだっこで申し訳ないのですが、限られた当院の人員と施設の中で何ができるかという事を医師



会の先生方と話す機会が多いと良いと思いますので、いろいろとお知恵を拝借できると良いと思います。

こういう自治体病院は半分以上が赤字でして、岐阜市民病院も 16億の繰入があって、潰れている状態な

のです。土岐市民病院なんかも小さい病院ですが、10 億くらい繰入れています。当院も 4 億ずつ繰入れ

てもらっており、実質潰れているような感じではありますが、そういう自治体病院の形態を良とするか

悪いとするかは全国的に論議がなされるべき問題です。当然、優良な単独黒字というところが目指すべ

きところですが、当院の実態を全国平均から見ると、入院患者数・外来患者数はまあまあ上の方にあり

ます。だけど 4 億も赤字。こういう実態からどうすればよいのかを最初の出発点としていただきたいと

思い、話をさせていただきました。 

 

【委員Ｄ】 

 先ほど、指標のお話が出ましたが、全国平均値というものがありまして、医師 1 人当たりの診療収入

とナース 1 人当たりの診療収入という指標がありまして、例えば公立病院であれば毎年公表されていま

す。診療報酬というものがありますので、科によって水準が異なりますし、科によって大体の平均値と

いうものがございます。大体、科にもよりますが、医師１人当たりの１日の診療報酬が平均３０万円を

超えれば優良病院とされます。２５万円前後とか２７万円程度が平均的であり、羽島市民病院は科によ

ってそれを超えている科もありますし、若干下回っている科もある状況です。昨年５５億、本年５３億

という減収の話もありましたが、それについても昨年より増収している科もありますし、先ほどモチベ

ーションの話も出ましたが、減収している科もありますので、科ごとにバラつきがあります。すごく技

術を持った先生もいらっしゃいますし、去年に比べて患者数が増えている科もありますので、まだまだ

光るところがある病院だと思います。また、補足としましては、私、東京のある病院協会のプレゼンテ

ーションに行ってきたのですけれども、厚生労働省の方や、各病院協会の会長さんのお話もあり、病床

区分報告制度というものが今年あり、この病院がこの地域の中でどういう役割を担うのかという報告を

するという期限が１０月にあります。岐阜医療圏の岐阜市民病院や岐阜大学病院等、病院同士で、うち

はこういう機能を担うんだという話し合いをされることになっており、羽島市民病院はこの地域に住ん

でいる特にご高齢の方などにとってなくてはならない病院だと感じます。急性期も良い先生がいらっし

ゃるので出来ています。ただし、７：１看護をしている急性期病床は全国で３６万床あり、その後の亜

急性期病床が 18,000 床しかないので、今も 12 床持っていらっしゃいますが、その亜急性期の機能を病

院でもご検討いただいていると思います。そういった地域に必要な機能を担うという意味で、ポジショ

ニングを考えていくと、十分にこの病院は地域から必要とされていると考えられます。もう一つ、大阪

のある高度救命救急センターの医師の話を聞いたのですが、中等症や軽傷の救急患者が３次の救急救命

センターに押し寄せていて、スタッフがまわらないという状況が日本全国で起きていて、是非亜急性を

やったり、今度新しくできた地域支援包括ケア病棟という病床区分をやっている病院に救急を担ってほ

しいという嘆願的なプレゼンテーションを受けたので、こちらの病院も救急を２４時間体制で行ってい

ますので、これから７５歳以上の人口が増えていくのも考慮し、地域における救急病床は２０２５年く

らいまでは必要とされるのではないかと思っています。 

 

【委員Ａ】 

 今、救急でここの病院には患者が来ていますよ。去年の救急の出動回数が 18,000 件です。そのうち



15,000 件を病院に連れてきており、そのうち 72％がこの病院に来ています。医師 1 人あたり 30 万で良

いのであれば、365 日で 1 億 800 万あるでしょう。ここの病院は 39名医師がいるのだから 40億として、

実際は 50億以上の売り上げがあるのになぜ赤字なの？ 

 

【委員Ｄ】 

 39人というのは常勤の医師だけで、50人くらいいらっしゃる非常勤の先生は入れていません。その中

には週 1回や 2回の人もいらっしゃいますが、合わせてかなりの先生がいらっしゃいます。 

 

【委員Ａ】 

 医師 1人あたり 1億あれば良いと聞いていたので、39億あれば良いところ、53億もあるのだからそれ

でなんで赤字になるのか分からなかったけれども、非常勤の先生を入れていないという事ですね。分か

りました。 

 救急の場合も、今、タクシー代わりに救急車を利用することをかなり減らしていますが、羽島消防の

救急搬送数で一番多いのが羽島市民病院、次いで松波病院、3 番目は大垣市民病院、そのあとは一宮西、

ハートセンターとなっています。要するに救急だけ言えば、先生寝ていますよ。この病院は。昔は当直

医が内科・外科と分かれていなかったのが、最近はようやく内科と外科の先生が常勤するようになりま

した。救急に来ても仮眠室が遠いので、大角院長に言いたいのですが、やはり医師が仮眠するところは

救急の側にしていただきたいです。そのためにお金もらっているのです。どこか遠いところから歩いて

みえるから、皆遅いなと思いながら待っています。救急の仮眠室をもっと近い位置にできないのですか？

あとは救急外来の受付に読めないような 65 歳以上のおじさんを 3 人・4 人も置いておくより、若い活発

な女性を置いておくとかして欲しい。私が一度喘息で救急に来た時に、看護師が吸入器のある場所が分

からなかったのです。先ほど監査法人の方が言われて、なんで儲かっていないか？というところからの

発展ではあったのですが、良い科もあるのだから、そこを伸ばしていけたらと思います。そういう話し

合いが、委員もたくさん増えて、本当に良い病院になれば良いかと思います。 

 

【委員長】 

 その他よろしいですか。 

 それでは、「議題３その他」について事務局お願いします。 

 

【事務局】 

 資料のＣをご覧ください。今年度の羽島市民病院経営改善特別対策委員会の開催予定表になります。

先ほどの委員からのご発言を受け、予定では年 4 回となっておりますが、これについては今後検討をさ

せていただきたいと思います。とりあえず第 2回については 7月 17日第 3木曜日と提示させていただき

ますので、よろしくお願いいたします 

【委員長】 

 4回という予定でしたが、見直しをかけるということでしたのでよろしくお願いします。 

 他に何かご意見等ございましたらよろしくお願いします。 

 先ほど監査法人の方からいろいろ指標のお話がありましたが、次回用意できますか？たとえば医師 1



人当たり 30万という話がありましたが、そういう指標があれば話がしやすいと思います。 

【事務局】 

 次回用意したいと思います。 

 

【委員長】 

 それではご意見が無いようでしたので、これで本日の委員会案件はすべて終了しました。長時間にわ

たり、誠に有難うございました。 

 


