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平成 26年度 第 3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 10月 15日（水）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）松井 聡（羽島市長）、大角 幸男（病院長）、大宮 史朗（副院長）、村瀬 全彦（副院長）、 

今尾 幸則（診療部長）、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） 

【欠席者】 

 （事務局）酒井 勉（診療部長）、横山 隆（臨床検査科技師長） 

  

【事務局】 

これより第 3 回羽島市民病院経営改善特別対策委員会を行います。委員の皆様のご紹介につきまして

は、お手元の資料にあります羽島市民病院経営改善特別対策委員会名簿及び席次表にてご案内とさせて

いただきます。 

委員会開催にあたりまして、当院開設者であります松井聡市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

【市長】 

 本日お手元には 5種類の資料が配布されていると思います。資料 1に基づきますと、4月～9月までの

上半期の経営概況でございますが、入院収益が増加し、その反面特に医業費用の中の経費が減少したと

いうことで、昨年度に比べますと経営状況が改善されてきております。しかしながら、抜本的な経営改

善ではなく、2年程前の状況に戻ったと、そのような感触を持っておるという状況に違いはございません。

皆様既にご存じのとおり、地方創生という言葉が様々な分野で言われております。本日もある書物を読

んでおりましたら、地方創生の中でもかなりのエリアの中での医療連携についてもその選択肢であると

いう議論がいよいよ始まったところでございます。本日は議題１・２ということで当面の経営改善およ

びある程度先を見越した上での経営形態についても議題を掲げさせて頂いたところでございます。有識

者の皆様方による会議でございますので、是非とも状況をお伺いの上、ご審議を賜りますようお願いを

申し上げ、ご挨拶とさせていただきますのでよろしくお願い致します。 
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【事務局】 

 ありがとうございました。本日の委員会は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

規定により委員長名により招集させていただきました。本日の委員会は委員の方々全員の出席をいただ

いておりますので同要綱第 6 条第 2 項の規定によりまして、この会議が成立することをご報告申し上げ

ます。なお、委員会の審議内容につきましては、公開扱いとなっております。後日ホームページ等で審

議内容を公表することを申し添えます。それではこれより委員会を始めたいと存じます。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なりますので、河出副

市長によりまして、本日の議事を進めさせて頂きたいと思います。 

 

【委員長】 

 本日は 3 名の方から傍聴の申出がありましたので、これを認めます。傍聴の方に申し上げます。傍聴

につきましては羽島市審議会等会議に関する要綱第 8 条の規定により、ここに掲げる事項を遵守して頂

き、会議の円滑な進行にご協力をお願い致します。 

 それでは議事に入ります前に改めて本日の資料の確認を行いたいと存じます。事務局から確認をお願

いします。 

 

【事務局】 

 本日の資料につきましては、議題に関係する資料について事前に委員の皆様方にご配布させていただ

き、委員会にご持参いただくようにお願い申し上げております。もし、資料等ご持参いただいてない方

がおられましたら、お申し出頂きますようよろしくお願い申し上げます。その他本日配布させていただ

きました資料としまして、本日の会議次第、本日の席次表でございます。また、事前に配布しました資

料のご確認ですが、資料 1 としまして病院経営概況ですが、事前にお配りしたのは 8 月分までですが、

今回 9 月分までのものを用意し、差し替えをさせていただきます。資料の 2 につきましても、内容的に

若干変更がございましたので、先ほど差し替えをさせていただいております。資料の 4 としまして文書

料の料金表、資料の 5 としまして経営形態の比較表があります。以上が今回の資料でございますが、不

足等ございましたらご連絡いただけますでしょうか。 

 

【委員長】 

 ではこれより議事に入らせていただきます。 

 「議題 1 経営改善について」事務局説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 それでは、事務局からは事前にお配りしております資料についてご説明申し上げます。 

 まず始めに資料 1でございます。 平成 26年度の収支状況等の資料で、病院経営概況となっておりま

す。業務量や収入、支出の状況を平成 25年度を比較した表でございます。 

「１．業務量」についてですが、9月累計の入院患者数は対前年比で 104％、同じく外来の方が 101.2％

の増加という状況でございます。また、その下の入院単価につきましては 49,234円ということで前年の

累計と比較して 103.8％、外来単価は 11,378 円ということで累計前年比較 100.2％という状況でござい
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ます。 

 「２．収入および支出の状況」につきましては、この表の一番下に純損益という項目がございます。

ここのところで平成 26 年度累計で▲7 億 9000 万ほどとなっておりますが、これは平成 26 年度の会計基

準の改正による影響が大きいところでございますので、このような影響を取り除いた純損益の比較表と

いうのがその下の小さい表になりますが、「リース債務の支払金額を加えた純損益」というのが前年と同

じレベルで純損益を計算した結果となります。平成 26年度の累計で 2億程のプラスという状況で、これ

を前年と比較すると、およそ 1億 7000万程の増加ということになります。しかしながらこの純損益 2億

円という額は、平成 24年度がこの時期で 2億 5000万円のプラスという状況でしたので、平成 24年度並

みの状況であると言えます。 

つづきまして 2 ページ目からは平成 24 年度から平成 26 年度までの 3 か年の 4 月から 9 月までの実績

数値を診療科別にグラフにしたものと、前年度と比較した差額分をグラフにしたものでございます。2ペ

ージ目は「外来稼動額」いわゆる保険請求額の比較という事で、それぞれの診療科左から平成 24 年度、

平成 25 年度、平成 26 年度という棒グラフになっておりまして、循環器内科、透析内科、外科・泌尿器

科などで 3 年間続けて増額しているという状況でございます。3 ページは 25 年度 4 月から 9月との差額

分という事で、循環器内科、外科、眼科などが大きく金額が伸びているという状況ですが、反対に消化

器内科、リウマチ科、小児科などが減少しているという状況でございます。 

4ページは「入院稼動額」ということでこちらも保険請求額の比較ですが、消化器外科、泌尿器科、脳

神経外科が増加しているという状況です。5ページの前年比較では消化器外科、消化器内科、脳神経外科

などが増加しており、神経内科、眼科などで減少している状況で、全体としては大きく伸びております。 

6ページでは「平日外来患者数」の推移でございます。眼科、泌尿器科、精神科で増加傾向です。7ペ

ージの前年比較では泌尿器科、眼科、精神科、消化器外科が増加しており、小児科、脳神経外科が減少

しているという状況でございます。 

8ページが「入院延患者数」で消化器外科、外科、総合内科が増加を続けており、9ページの前年比較

では消化器内科、消化器外科、外科が増加し、反対に脳神経外科、循環器内科、呼吸器内科などが患者

数が減少しているということでございます。 

10 ページ「平日外来単価」の 3 か年の推移でございます。外科、循環器内科、放射線科などで増加し

ております。11 ページの前年度との比較については、外科、循環器内科、放射線科で増加しております

が、リウマチ科、消化器外科、血液内科で減少している状況で、全体では微増という状況でございます。 

 12ページ「入院単価」では眼科、循環器内科、脳神経外科で増加しており、また 13ページの前年対比

では眼科の増加が大きく、脳神経外科、整形外科などが増加しています。しかし、全体では若干の増加

という状況でございます。 

 14 ページ「新入院患者数」の比較ですが、これは実入院患者数とも言います。こちらは外科、消化器

内科、泌尿器科で増加傾向にあります。また 15ページの対前年比較では消化器内科、外科、泌尿器科で

大きく増加し、全体でも大きく増加している状況でございます。 

 16 ページは「在院日数」の 3 か年の推移でございます。これは、急性期の病院では減少させていかな

ければならない図表になりまして、全体的には減少傾向でございます。17 ページの対前年の比較でも減

少の診療科が多く、病院全体でも減少している状況でございます。 

 以上が資料 1の説明になります。 
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続きまして資料 2 の説明をさせていただきます。これからご説明させていただくのは前回の委員会で

ご質問等ございました案件についての参考の資料になります。 

 資料の 3 ページからになりますが、救急の状況という事で、これは救急車の搬送状況を各医療機関ご

とに、過去 5 年間 1 カ月当たりの搬送患者数のグラフとなります。この搬送患者数とはＤＰＣ方式の救

急車による搬送の有無より集計しておりますので、救急車で搬送され、入院となった患者数の比較とい

う事になります。グラフは縦軸に搬送患者数、横軸に当院からの距離順に各医療機関を並べております。

当院は過去 5 年間ほぼ横ばいということで、松波総合病院、一宮西病院、大垣市民病院、岐阜市民病院

では増加傾向にあるということがこの表から分かります。 

 次に 4 ページは救急医療入院患者数と入院率について過去 5 年間、当院と松波総合病院、大垣市民病

院と比較したグラフとなります。救急車およびウォークインで予定外で入院された患者数の推移、入院

率となりまして、当院の状況では減少傾向にあった患者数は、25年度には増加しているという状況です。

また、入院率については 25年度は他の医療機関と比べても非常に高い率で入院されているという事が分

かると思います。 

 5 ページは羽島市消防の医療機関別救急搬送割合の円グラフとなっており、左のグラフが平成 25 年 1

月～12月、右のグラフが平成 26年 1月～3月の搬送割合を表したもので、昨年に比べて今年は 76.1％と

若干増加しているという事でございます。 

 6ページは参考資料として付けさせていただいたのですが、日本の救急システムの資料という事で、皆

様ご存じの事かとは思いますが、改めてご紹介させていただいております。システムは 1次救急、2次救

急、3 次救急と 3 つに分かれておりまして、1 次救急が軽傷者、2 次救急が中等症患者、3 次救急が重症

者という棲み分けがされているというご紹介になります。 

 続きまして、看護部門・事務部門職員数の状況ですが、8ページでは看護部門における当院の状況とい

うことで当院と岐阜市民病院を比較した表になっております。許可病床 100 床あたりの当院の看護部門

の職員数は 95.2人と岐阜市民病院に比べて多いという事になっております。詳細を調べた結果、看護師

の他、看護補助者の人数は含めた比較となっておりまして、看護補助者等を除いた看護師のみの比較を

いたしますと、当院は 68 人、岐阜市民病院は 74 人ということで岐阜市民病院よりも 100 床あたりの看

護師の数は少ないということになります。逆に看護補助者等の人数の割合は岐阜市民病院よりも多いと

いう事が分かると思います。 

 9ページでは当院の常勤看護師および実働看護師数を表したもので、平成 21年～平成 26年まで各 7月

1 日の状況をグラフにしたものです。常勤の看護師数は緑の線になりますが、平成 21 年では 200 人であ

ったものが、増減をしながら現在は 205 人とわずかに増加しているということです。また、育児休暇お

よび育児短時間取得者が青色の折れ線になりますが、その方達の稼働減少分を合わせた実稼働人員数(グ

レーの棒グラフ)は 192.9人から 191.8人と微減をしている状況でございます。これは育児休暇および育

児短時間就労者が増加しているという結果、常勤の看護師もその分増えているということになります。 

 10 ページは事務部門の職員数の比較となります。許可病床 100 床あたり職員数（事務部門）は当院は

17.7人、類似病院の平均が 11.0人と 6.7人多いと前回の委員会でご指摘を受けました。その内訳を調べ

たのが上の部分で、データとしては稼働病床 100 床あたりのデータしか取ることができませんでしたの

で、若干の差異はございますが、内訳としまして医事事務担当職員が 5.8 人多く、医療クラークが 3.0

人多く、一般事務担当職員では多くも少なくもない 0 人、合計で 8.8 人多いという結果になりました。
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医事事務担当職員については、放射線科、臨床検査科等受付などの職員配置を行っているため多くなっ

ており、また、医師事務作業補助者（医療クラーク）につきましては、20 対 1 の補助体制加算を貰って

おりますので、その分手厚い配置となっております。 

 11 ページになりますが、事務部門職員数をさらに常勤と非常勤で区分したグラフとなっています。常

勤職員には嘱託職員を含めておりますので、類似の病院に比べてどの職員も多いという状況でございま

すが、反対に非常勤の職員については類似の病院に比べて少ないという状況に思われます。 

 続きまして 12ページでは左のグラフが委託職員の状況で、医事事務担当職員の委託については他病院

に比べて非常に多い分、医師事務作業補助者や一般事務担当職員の委託が少ないという事で、全体では 4

人ほど多いという状況のグラフでございます。右側の円グラフについては、当院の雇用形態別構成比に

なりますが、嘱託職員の占める割合が非常に多いという事が分かります。 

 14 ページでは職種別職員給与費の状況という事で、左側のグラフが医師、右側のグラフが看護師とな

っております。この棒グラフが基本給、時間外勤務手当、特殊勤務手当、期末勤勉手当、その他手当に

分けてあります給与費となり、折れ線グラフが平均年齢となっております。まず医師 1 人当たりの給与

については他の病院と比較しても大差なく、平均的な状況と言えますが、基本給と特殊勤務手当の内訳

については、基本給が 455,000 円、特殊勤務手当が 524,000 円ということで、特殊勤務手当の額が基本

給を上回っているということで、他の病院と比較して構成割合には違いがある状況になっております。 

 また、右側の看護師の給与費の比較については、他の病院と大きな差は無く、年齢相応の給与費とな

っております。内訳についても他の病院と大きな差は無い状況でございます。 

 15 ページは左側が事務職員、右側が医療技術員の給与費のグラフとなっております。事務職員の給与

費では基本給が他の病院に比べて若干高くなっておりますが、これは平均年齢の折れ線グラフの方が他

の病院に比べて非常に高いという事が要因であると考えられますので、年齢相応の給与費である状況で

ございます。 

 右側の薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、リハビリテーション等医療技術員の給与費は年齢相応の

平均的と言えますが、時間外勤務手当につきましては他の病院に比べて若干高いということが言えます。 

  

続きまして資料 4の説明をさせていただきます。 

この資料は、診断書等文書料についての他病院との比較表になります。当院の文書料は、生命保険証

明書、自賠責診療報酬明細書については他の病院と比べて低めの料金設定になっている反面、死亡診断

書、自賠責用診断書の単価は、他の病院に比べて一番高い金額を設定している状況であります。 

 

以上がお手元に配布しました資料の説明という事になりますが、ここで、紙ベースの資料としてはあ

りませんが、パワーポイントによりご説明させていただきます。その前に 1 か所訂正がございます。資

料 2、5Ｐで当院の救急搬送件数割合（平成 25 年 1 月～12 月）で 70.9％となっておりますが、76.8％に

なりまして、今年度は前年より若干少なくなっている状況であるということに訂正をさせていただきま

す。 

 

それでは、資料３としまして、紙ベースでの配布はございませんが、パワーポイントにより、有限責

任監査法人トーマツより提出していただいた資料についてご説明させていただきます。 
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【委員Ｄ】 

こちらの資料は投影のみとさせていただきます。診療科別スループット計算と言いまして、元来原価

計算というものですが、間接費等全て配布して損益を出すというのをトーマツでも長年とってきたので

すが、それでは限界があるという事で、スループット会計というものがありまして、間接費の配布が現

在の原価計算の問題点として、間接配布をやめてしまい、直課のみでやるスループット会計。特に変動

費だけに直下していく会計方法を採用して、今回計算させていただいております。こちらは診療科に横

断的に是非を問うものではなく、同じ診療科どうし他病院と比較するというのが特徴となっております。

診療科別に利益率の高いというのを示してしまうのですが、全国的に他の病院さんも 10月末に向けて集

計をしておりまして、それが終わりましたら次の 4 回の時は他病院の同じ診療科同士の状況を比較する

という事が第 1 の目的であるという事をお断りしておきます。決して、病院内の診療科毎の優劣を問う

ものではありませんので、それをご理解いただいた上で、見ていただければと思います。 

平成 25 年度の決算数値と整合しておりまして、配布基準のところに稼動額統計資料として医業収益、

外来診療収益、入院診療収益、室料差額収益、その他医業収益、これらは決算値と整合した物を今回、

診療科ごとに示しております。 

次は材料費ですが、医事課から提出していただいた資料に基づいて、直課できる薬品費と診療材料費

については、それぞれの診療科に課しております。その後に、羽島市民病院の為にということで、スル

ープットというのはここまでなのですが、さらに直接診療科に持っていただける医師の人件費と看護師

の人件費はここで直課しております。それ以外の費用は一切課しておりませんので、ここまでで診療科

利益としていることをお含み置き下さい。 

診療科同士を比較するものではないと言っておきながら、矛盾するのですが、科毎の利益、変動費を

直課してひいたもの、医師と看護師の人件費を引いた残りの利益をこちらで並べて示しております。診

療科利益で見ますと、消化器内科、外科・消化器外科、整形外科、循環器内科で約 6 割の利益を上げて

いるということになります。さらに、泌尿器科、神経内科、脳神経外科までいきますと、変動費と人件

費だけを直課した後の利益のほぼ 8 割を占めています。水色のところで示しているのは利益率になりま

す。絶対額は少なくても、利益率はそれぞれ取れているというこが見てわかります。この中には医師の

数が少ない診療科もございまして、それでも同じルールで変動費と人件費を直課した結果として、これ

だけの利益率を維持しているということです。スループット会計につきましては、同じ診療報酬の条件

でそろえて、他の病院の同一診療科、例えば循環器内科なら当院の他の診療科と比べるのではなく、他

病院の循環器内科と比べていくという事が重要ですので、全国集計が終わりましたら、次回 1 月には皆

さんとそういった資料を共有できると思います。 

計算結果の中身ですが、入院外来別に決算額と同期させた診療収入、材料費、医事課提供の稼動額統

計、医薬品費と診療材料費を直課し、診療科に従事している医師と看護師の人数の平均の人件費でかけ

てここに直課しております。以上で説明を終わります。 

 

【事務局】 

 以上が事務局からの資料に対する説明になります。 

 

【委員長】 
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 ただ今の事務局からの説明は前回の委員会での質問事項に対する報告でございました。この報告事項

を含め、羽島市民病院の経営改善について自由なご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願い致

します。 

 

【委員Ｅ】 

 いろいろな資料を作って頂いて、大変だったとは思いますが、資料が良く分からないものがあります。

医師である私が分からないくらいなので、皆さんはもっと分からないかと思います。例えば資料 2 の 3

ページにある救急の状況ではＤＰＣ様式１と書いてあるが、ＤＰＣ様式 1 を皆さん分かっていらっしゃ

るのか？とか、救急病院の 1カ月当たり救急車搬送数推移と書いてあるが、「46人」という事は 1日に 1

件なのか？と、そのあたりの説明が無いとせっかくの資料が何だか良く分からないものになってしまい

ます。岐阜市民病院だと「136人」となっていますが、岐阜市民病院はこんなに少ないのかと思い、岐阜

市民病院のホームページの資料を見てみたら、平成 25年度の救急搬送車数は 4,400と、今回の資料とは

違っていましたが、説明が無いとこの数を何で出したのかとか、実際の数字は手に入らないから手に入

る資料で出したのだとは思いますが、注釈が無いと誤解を生むような話になりかねない。意図的だと捉

えられても仕方ないと、言われもない指摘を受けてしまう事もありますので、説明をしっかりしていた

だきたいと思います。 

 例えば次のページの救急医療入院率もどういう定義か分からない。ネットで調べてみたら、救急医療

入院率とは、一般的には退院 42日以内の入院を主に指すような言葉であった。ここでは厚生労働省のデ

ータを使っているのでしょうが、せっかく資料を作ったのなら数字に対する説明をしていただきたいと

思います。 

 もう一つは、最初の資料 1 についてですが、ここでこの資料を出すのは、前回質問があったからと分

かりますが、病院としてはもう分析をされているのでしょうから、この大きなデータの要因はまとめを

出して説明をされた方が議事が進むのですが、そういうまとめが無くて、数字だけ出されると、ここか

ら実情がよく分かっていない人同士が話し合っても意味がないことになります。せっかくデータを出し

ていただくのであれば、そういう配慮をしてほしかったです。 

 

【委員長】 

 それではただ今の言葉について補足させていただきます。事務局説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 それでは資料 2 の救急の状況という事で、ＤＰＣという包括請求制度のことで、保険請求の中でそう

いった項目を付して保険請求を行います。その結果のデータが厚生労働省に送られ、そこで集計がされ

るというものございます。基本的に救急車の搬送の有無というのは、ＤＰＣの保険請求に入った部分に

なりますので、基本的には救急車で運ばれて入院になった方のみの集計となります。従いまして、その

日のうちに帰った方についてはこの件数の中には入っていないという事になります。救急車で運ばれて

その日のうちに帰った方についての他の病院のデータはございませんので、ＤＰＣという請求の中から

データを取って比較をさせていただいたということになりますので、1 カ月 46 人しかいないという事で

はありません。救急車で運ばれて入院になった方が 46人いたということです。 
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 4ページの方につきましては、同じくＤＰＣの集計の中で、入院の区分としまして、予定の入院・予定

外の入院・救急入院の 3 つの区分に分かれてＤＰＣの請求をさせていただいておりますので、それを厚

生労働省が集計をしてこういった統計を出しているというものであります。その中で、救急医療入院数

および救急医療入院率を、予定入院・予定外入院・救急入院の 3 つを足したものを分母に、予定外と救

急入院の人数を分子にしたものが入院率として表しております。 

 

【委員長】 

 皆様お分かりになられたでしょうか。要するに、厚生省の入院患者のデータを基に、包括医療として

計算し、比較したということです。その他ございませんか。 

 

【委員Ａ】 

このような資料を出すのがいかん。委員Ｅにつっこまれるのが間違っている。今、経営改善をしてい

るのですよね。救急車の数とかそんなところでつっこまれたら何にもならないのですよ。資料 1 の去年

の数字から「ここまで戻ったのは私たちの努力です」とか、そっちをやったほうがいいでしょう。羽島

市民病院がどうしたら良くなるだろうかという４回の会議でしょう。平成２４年度までしか戻っていな

いけれども、「ここまでやりましたと」、それは過去２回行った私の意見があったからかもしれませんが、

皆さんが一生懸命やったからここまで戻って昨年の赤字を見ればすごいことだと思います。厚生省の資

料で救急車が何台増えたとかそんなことを言ってもしょうがないのですよ。特に資料１でみると、循環

器内科は赤字なのでしょう？資料１の外来稼動額対前年比較とありますが、これは何を意味してるので

すか。 

 

【事務局】 

 3 ページの外来稼動額対前年比較ですが、これは 2 ページで外来稼動額として平成 24、25、26 と棒グ

ラフで示しています。その平成 26 年から平成 25 年を差し引いた差額の分を 3 ページに記載してありま

す。従って循環器内科は上向きのグラフになっており、下向きになっているのは消化器内科です。 

 

【委員Ａ】 

 いずれにしても、現在は改善しているわけですよ。この間テレビでやっていた中津川市民病院はドク

ターカーを持っていて熱中症と間違われた人が実は心筋梗塞だったのが、助かったみたいですが、ドク

ターカーはいくらするのですか。1000 万くらいですか。それぐらい私寄付してあげますよ。もし寄付し

たときに、羽島市民病院がそれに乗って活動できればもっと良い病院になるはずです。私は、そういう

事をこの会議でやるのだと思っていたのですが、救急車が何台来たとかは委員Ｅから突っ込まれる必要

は全然なくて、例えば、「今年はここまで上げましたよ。平成 25年度何が違うのか」「どういう経緯でこ

うなったのだろう」と。私は経営者なので、医師とは考え方が全然違うのでしょうけれども、今委員Ｅ

がおっしゃったように岐阜市民病院は 4,000 件あるとか、私は調べていませんが、改善委員会で 9 月ま

では改善できたのですよね。たまたま中津川市民病院の事がやっていて、下期で 3億 5000万の赤字を出

しているのですよ。ドクターカーを持っていながらも。大体羽島市民病院と良く似ているので、そうい

う所と比較しながら、こういうのを進めた方がいいのではないかと思います。普通の会議であれば良い
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資料だと思いますが、羽島市民病院は性急に黒字化を求めるのか、それとも前回委員Ｆが言われたよう

に、こういう公立病院はマイナスが出ても仕方ないと考えるのか。確かに赤字が出ても仕方ないとは思

うのだが、もう少し突っ込まれない資料を作ってきたらどうかと思います。確かに病院経営状況だけ見

せてもらったら、今年は何にも言う事はありません。会計基準の改定、退職給与引当金の戻しが入るか

ら悪くはなるでしょうが、高い人が辞めればマイナスになるし、安い人が辞めればプラスになるでしょ

う。 

 

【委員Ｃ】 

増えることはないです。一過性のものです。 

 

【委員Ａ】 

 一過性のもので、引き当てだからここまではならなくて 1,000 万程度のことでしょう。不毛な議論を

しないという事が大事であって、改善になっているのだから、その改善について話をして頂いた方がい

いのではないかと思い、発言させてもらいました。 

 

【委員Ｅ】 

 私は別に不毛な議論をする気もないですけど、質問は無いですかと問われたので、せっかく作ってい

頂いた資料に対しての疑問点を言っただけで、会議を誘導する気も、会議の進行をどうしましょうとい

う事もないので、個人名を出すからには正確に理解されてから言って頂きたい。私がこの会をリードし

ているわけでも、この資料を作ったわけでもないです。委員Ａと大して意見は違っていないと思います

が、せっかく出していただいた資料に対して真摯に取り組みたいだけで、私がこの資料を出せといった

わけでもありませんから誤解はやめていただきたいです。こういう議論こそ不毛だと思います。 

 

【市長】 

 この救急車の搬送については、ＤＰＣの関係だけで、救急車搬送から入院の患者数の統計の資料が出

ていますが、過去の議論の中で、不採算部門と言われる救急医療を受け持っている公立病院として、市

民からの救急車搬送要請に対してどの程度の受け入れをしておられるのですかというご質問があったと

理解しております。消防本部の消防車の数にも限りがございます。全部の救急要請に従って、全部出動

してしまうと、何か大きなことが起こった時、大変なことになります。ある程度の救急車両の予備を置

いておいて、あまりに搬送要請が多い時は、他の自治体に救急車の要請をすることもある。そういう部

分も含めた資料や説明をしてくれないか、と言うご質問があった。それに従って作ったのが、不十分で

はありますが、ＤＰＣの関係の救急車要請即入院の資料しかありませんでした。現実には、5ページを開

いて頂きますと、救急の状況では羽島市消防の医療機関別救急搬送割合は、25年中も、26年の第一四半

期についてもほぼ 4 分の 3 を羽島市民病院が受け入れをしておって、1 割は松波さんにお願いしている。

そして 5～6については第 3次救急を受け持っている大垣市民にお願いしているという状況です。ご心配

になる動きがあったのか。例えば最初から「うちでは受け入れません」とのご心配になるようなことは

あったのかについて答えなければならない。 
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【事務局】 

 消防の方から救急要請がございまして、それを最初から断るといったケースは無いという所でご承知

おき頂きたいと思います。 

 

【委員長】 

 先ほど委員Ａが全体的に経営が改善されているというお話がありましたが、それについて改善の原因

をつかんでいるのであれば事務局説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 原因については、詳しくそれぞれの診療科の分析はまだできておりませんが、平成 25年度の厳しい状

況を受けまして、今年度当初より院長はじめ幹部の皆様方がそれぞれに、経営改善に向けて収入増と経

費削減の意識を職員に啓発をしてきたのが、なんとか一昨年のところまで来たと感じております。 

 

【委員Ｃ】 

 今の補足で、聞いたところによると、地域包括ケアという新しい制度が出来て、それを取り入れられ

て年間で 6500万程度の改善になるようですので、それが大きいかなと思っております。今言われたこと

ももちろんあると思いますが、そういう制度を利用したということがあると思います。 

 

【委員長】 

 詳細な経営分析はされていないようですが、職員のモチベーションが上がって、皆さん頑張っておら

れるということ、それに加え、地域包括ケアが貢献しているのではないかという現状の分析でございま

す。 

 

【委員Ｆ】 

 先ほど委員Ａが言われて誤解があるといけないので、公立病院だから赤字で良いというわけではあり

ません。黒字でやっている自治体病院もあります。どうして日本の病院が社会医療法人とか、私立病院

になってしまわないのかということを考えていただきたい。例えば、我々医師の世界は横のつながりが

ありますので、情報もいろいろ入ってきますが、一つの例をあげると、ある社会医療法人は 50人の患者

を二人で看ていると。その 50人の中に暴れたり、柵からおちてしまうといったいろいろな事があります。

そういう人たちにどういう風に対応するかと言うと、まずはナースコールで看護師さんが話をしに行き

ます。そういう事をやっていると仕事が回らないので、そういう時には身体拘束をします。一応、意識

のある人に身体拘束をすることはできませんので、いろいろな手順を踏んで行います。うちの病院では

患者 40 人に対して身体拘束は 2 つか 3 つしかありませんが、ある社会医療法人では 20 あります。うち

では 40人の患者を 4人もしくは 3人で手厚く看ています。夜勤の看護師数は近々の問題で、普通はこの

程度の病院であれば 2 人で看ることも多いのですが、患者さんにとって優しい医療をしようと思うと、

手間もお金も時間もかかるということになります。どうしてそうしてるかと言うと、ここは公立のそう

いう病院であるという事です。見方を変えると、経営の為だけに特化してみると、当然身体拘束器具を

10 倍に増やして、看護師を減らして、不採算部分を切れば黒字になります。赤・黒だけをみると赤は悪
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いことだと思いますが、その裏もあるという事を考えていただけると良いかと思います。内々の話なの

であまり大きくは言いませんが、患者さんとかに聞いてもらえればわかると思います。 

 

【委員Ａ】 

 物事の発想が、僕とか委員Ｂのように経営から入っていく立場の人間と医師と言う立場の人間とでは

違うと思います。結局質の良い羽島市民病院を作っていけば、少しくらいの赤字が出ても市長は許すと

思います。赤字が良いわけではないですが、なぜ中津川市民病院が下半期で 3億 5000万の赤字を出した

のか？ドクターカーに先生が 1 人ついているからなのかな、とかいろいろなことを思うわけですよ。赤

字を出すという事は企業にとっては死活問題です。ですが、医師の世界にとっては、それは羽島市がや

っていることだから、委員Ｆの言われた裏話をやっているのであれば、赤字が出ても羽島市民病院は良

い病院になりますよ。そんなことは医師が考えることです。会議があと 1回あるのだけれども、2年で 8

億もの赤字を出すような病院ではなくて、医師の質は分かりませんが、この前話したように、大角院長

が社長であって、他の先生も社長であってはダメなのですよ。大角先生が社長で、後の人が先生の言う

事に従って、この病院を良くしようとすれば黒字までもいかないかもしれないが、駐車場の問題もあり

ますし、大きな車は絶対に入れませんよ。内科が 2 階にある。大垣市民も内科は 2 階だがあそこはエレ

ベーターがある。これから老齢化したときにあの 2 階へおじいさんおばあさんは上がっていけるのかと

か考えますよ。そういう対策が必要で、羽島市民病院に来ると何科がどこにあるのか分からないので改

善が必要だと思います。この会の委員になったのは、羽島市民病院がどうしたら良い病院になるだろう

かと、そういうつもりで入ってきて、救急状況とかそんなのを話し合う場ではなかったと考え、先ほど

質問をして、経営者と医師の考えは違うけれども、どうすれば羽島市民病院は良くなるだろうかと、黒

字化までしなくても、信頼され、例えばＡＥＤはすぐに使えるのだろうかとかそういうのを考えながら

危険物安全協会をやっているのですけれども、そういう事から、羽島市民病院がここにありますと宣伝

をしながらやっていけば良くなるだろうと考え、この委員会に入ってきたのだけれども、こんなおかし

な資料を出されても。経費がいくらかかっても良いんですよ、医師の給与も 1 カ月 120 万でしょ。たか

だか年間 1,400万ですよ。48歳の医師でボーナスも入って 1400万では安いですよね。トヨタの部長くら

いですよ。もっと高くすれば、もっと良い医者が集まると思う。そういう事をやるのだと思ったら、こ

んなことになったから言わせてもらっています。私たちのようにモノづくり、お金づくりをやっている

人は場違いなのかもしれないとも思います。 

 

【委員Ｂ】 

 仕事とは、お客様が満足してお金を頂くことを仕事と言う。お客様が満足してタダで働くのを奉仕と

言う。市民病院は奉仕を中心とするのか、仕事を中心とするのか。お客様を満足させるというのは一緒

だと思います。本当にお客様が満足して、お金の無い人でも救わなければならない、それが市民病院の

役目であるなら、それは奉仕で、税金を使ってでもやらなければいけない。我々が市民病院に通うとし

たら、良い対策をしてくれたらたくさん出すと思うし、どちらを追及していくのが良い市民病院の在り

方なのかをきちっとしていけば、あとは任せて、我々が決めることではないでしょう。 

 

【委員長】 
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 仕事か奉仕か。難しい所ではあります。 

 

【委員Ｃ】 

 議論がちょっと違うのですが、せっかく出していただいた資料もありますので、看護部門や事務部門

が一つ課題なのではないかと言うところで、出していただいたのだと思います。当然、病院ですのでド

クターが中心になると思いますが、制約がいろいろあって、思うようにいかないところもあると思いま

すので、あとは看護師さんが、数的には多いですし、用意して頂いた資料 2の 8ページを見ると、100床

あたりの看護師数は岐阜市民が 74 人、羽島市民が 68 人となっていますが、その辺が課題の一つかと思

います。看護師の確保は非常に難しいとは思いますが、その辺をどういう風にされているのかとか、看

護師が足りないのなら、看護補助者をどう使っていくのかとか、課題はいくつもありますが、その辺を

どうされているのかお聞きしたいと思っています。 

 

【看護部長】 

 現在の当院の看護師数は、資料のとおりですが、過去 5 年間の看護師の離職率を調べてみた結果、５

年間で 10.28％という結果が出ております。日本看護協会の平均の離職率は 10.9％ということでほぼ平

均です。退職者数は平均 21人、新規の採用者は 19人ですので、大体当院が 30人というところで毎年募

集をかけているのですが、来てくれるのが 18～20と言うところで考えていきますと、産休や育休を取る

ことも考慮してもプラスマイナスゼロです。例えばＩＣＵを 4 床から 6 床、地域包括ケアを 28 床を 26

床で運用していますが、もう少し看護師が確保できれば経営改善と言う所では、今地域包括ケアでは

35,000 円くらいいただけますので、その分で病院は黒字になっていくという方向性がありますので、今

年度、看護師の確保対策として、議会にて看護師の夜勤手当を大幅にアップして頂きました。また、職

務専念義務免除届として、看護系の大学院に行く場合についても免除していただく、認定看護師の支援

をしていただくと言った、看護師の確保対策に今年は力を入れていただいておりますので、私たちもい

ろいろなＰＲをしていきたいと思っています。それと業務改善に力を入れていかなければならないと思

っていますので、やはりこの人数の中で 7 対 1 を維持しながらの、看護師の業務改善。いま看護補助者

が多いということもありますが、これは外来の診療アシスタントや受付も入っての人数ですので、まず

看護師独自の業務を行っていくために、看護補助者への移行であるとか、記録の短縮化や持参薬の仕分

けなどもおこなっておりますので、先ずは病棟の業務改善をしながら、看護師の独自の業務をしながら

やっていくということで、業務整理をしていくと看護師の離職率も下がるという事が出ています。その

辺を含めて病院の方も今の人数を確保しながら、地域包括ケアの病棟の運用やＩＣＵの運用も含めたと

ころで看護師が働きやすい職場、それから患者さんが安心して当院に来て下さるような病院を作ってい

きたいと思っておりますので、看護部は確保対策をしながら、業務改善をしてやっていきたいと考えて

おります。 

 

【委員Ｇ】 

先ほどの 8ページの中で、岐阜市民と当院を比べて、100床あたりの看護師の数が 6名少ないと。当院

235床で運用しておりますので、実際は 6人に 2倍から 3倍かけた人数が、当院と岐阜市民との人数の差

になります。昨年に比べ入院患者の延べ人数が増加している中で、非常に頑張ってやってくれています。
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患者が増えている状況で、当院の経営が改善されたのは、入院患者の確保が第一の要因だと考えており

ます。その中で、これ以上余力があるかどうかを見ますと、ハード面では 1病棟 2階 36床が休床してい

る状況です。余力としてはその分が形状としてはありますが、看護師の人数が岐阜市民より少ない。当

然基準もありますので、7対 1看護を維持していくためには最低でも、岐阜市民のレベルまで看護師を増

やさないことには、病院として患者さんを今後長期間維持していくには非常に厳しい状況にあるという

のが現状です。100床あたり 6名不足している看護師が増員すれば、その次のステップに行けるかなと言

う状況です。これ以上の患者さんを受け入れることは、マンパワーも不足していますし、7対 1看護の基

準を満たすことが非常に苦しくなるというギリギリの状況で運用しています。どこの病院もそうですが、

1にも 2にも看護師の確保が重要です。 

 

【委員Ａ】 

 結局それは病院がやる事であって、看護師数がどうだとか、そんなことをするためにこの場所に来て

いるのか。それは努力で看護師を集めてこれば良いことでしょう。監査法人トーマツがどういう役目で

この場に来ているのか分かりませんが、もう一度整理して下さいよ、議長。一体私たちは何をやればい

いのですか。7対 1が岐阜市民より少なくても一生懸命働けば良い病院になるかもしれないじゃないです

か。窓口の人が親切におばあさんの手をひいてあげるとか、それも無いじゃないですか。そういう所か

ら直すのが病院のやる事であって、今までがどうだとかそういうことであって、看護師が足りていれば

良い医療ができるかなんて分かりませんよ。発想の原点が我々と違うのですよ。私たちは足りなければ

すぐに応募してでもやろうとするでしょう。全然噛み合わないから聞いておっても、自分達で勝手にや

ればいい。看護師を増やすことをやらないだけでしょう。そういう事が議論に出てくることが全く分か

らない。 

 

【市長】 

 問題点を集約しますが、まず資料 1 の 1 ページで出てきた中で一番大切なことは、これは奉仕ではな

くて医療サービスをご提供する事業として自治体はやらせていただいております。病院の経営概況の中

で「病床利用率」この関係がよく問題となります。これにつきましては、上半期合計が 69.4％となって

おりますが、先ほどから申し上げておりますように、1 病棟 2 階のまったく稼動していない 36 床と結核

病床の 10床が分母に入っておりますので、実数字は 80％を超えております。昨年の 57％と言うのは 70％

と考えられる。経常収支が黒字になる状況としては、病床利用率が 90％を超えますと、過去のような経

営状況になるという事をご理解いただきたい。私どもが非常に大きな問題点としておりましたのが、す

べてのところで批判をされましたのが、医業収益に対する給与費の割合、人件費比率が、25 年度の累計

が 58.7％。これは類似の自治体病院と比べても突出しております。55％を超えますと、デッドラインで

す。これが過去から指摘をされておりました。従って、救急の資料につきましても不十分な点がござい

ましたが、本日ご提供をしました。 

 それから資料 2 の、先ほど委員Ａからご指摘も受けましたが、じゃあ人件費はどうなのかと。60％近

い人件費割合がでてきてしまったことから、私どもとしましては、資料としては不十分かもしれません

が、資料 2 の 14 ページ以降を出させていただきました。確認として、医師の平均年齢は 42 歳でござい

ます。48歳ではございません。42歳ということは岐阜市民、大垣市民、中津川市民と非常によく似た年
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齢階層です。医師の 1 人当たり給与費は若干高いか同水準です。ご不満をいただくような総額支給では

ありません。県外の他の自治体病院に比べても、平均年齢にしても、高くも低くもない。むしろ若干高

い。 

看護部の関係についても、先ほど委員Ａがおっしゃったとおりです。7対 1で看護配置をするという事

は、手厚い看護をする反面、患者様から医療費をたくさんいただける。こういう表と裏の両局面がござ

います。そのような状況の中で羽島市民病院は、37歳という、若干平均年齢は低い状況でございまして、

その 1人当たりの給与費については、平均年齢からすると、ほぼ平均値にあるところでございます。 

 次のページで、事務職員について当院は非常に平均年齢が高いです。48 歳でございますので、これは

比較の対象になりませんし、実際の事務職員が非常に少ないです。 

 次に医療技術員。コメディカルと言う関係でございますが、平均年齢は 38 歳から 40 歳となっており

ます。当院は 38 歳ですので、ごく平均値の中で、1 人当たりの給与についても、決して少ない数値では

ない。 

 つまり、内容は別として給与水準としてはご不満をいただくような給与水準ではないということです。

そういう状況の中で、委員Ａがおっしゃったように、今後何をすべきか、ということになりますと、外

来における医療補助員、看護師や医師の補助をする。これは当然ながらそういう人を雇うと患者様に負

担がいきます。しかし、看護師や医師の医療事務に関する負担が少なくなるという事で、より親切な医

療が実現できるというメリットがあります。その反面、それを全て医療点数で賄ってもらえるわけでは

ないので、福利厚生を含めれば、当然病院の人件費率は高くなります。それについては資料を提供しな

がら、事務局としてそれについての改案を積み上げなければいけない。こういうことだからこうしたい！

という方針をご審議申し上げ、次回の段階で検討いただくのが本来です。今日の段階は中間報告という

事で、今まで宿題を出していただいたことについて資料をお手元に開示したということでご理解いただ

ければありがたいと思います。 

 2年前の状況に戻りましたが、中長期的に見た場合、外来診療棟はこのままで良いのか、駐車場がこの

ままで良いのか、そういう時に病院会計から拠出するお金は無いと私は思います。そこら辺りを含めな

がら、病院の方針を皆様方にお知らせして、経営改善のご意見をいただく。問題点の整理ということで、

私どもが掲げております問題点は以上でございます。 

 

【委員Ｂ】 

 私はずっと民間ですから、東京なんかでは今高級な病院が流行っている。今、日本は豊かな国ですか

ら、安くやるというのをちょっと否定してみて、本当に喜ばれるというのは高級なところだと思います。

飲み屋にしても高級なところが流行っていて安いところは流行っていない。今日本は豊かなのだから、

それを公共事業にも反映しないといけないと思っています。ただ安くやる、サービスしますでは。よく

役所の人にサービスしますと言われると腹が立ちます。税金を取っておきながらサービスしますって、

そんな言葉があるか！と。使わせてもらうというのが正しいのではないかというくらい、民間しかやっ

ていない私の頭や腹の内にあります。だから、サービスという言葉の原点をしっかりつかんで、市役所

なんだから奉仕でやらなければいけない仕事もあるとは思いますが、こういう仕事は奉仕でやっている、

こういう仕事は満足を勝ち取るよというのを分かってやられたら、皆も納得するのではないかと思いま

す。この会は赤字になったから黒字にするための経営改善だと。皆さんの力で黒字になったら、こんな
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会はさっさと解散して良いと思います。これを 3年後、5年後のビジョンを作れと言われると、経営改善

ではなく、経営ビジョン作りですから。どちらかしっかりしないと、8億の赤字をとんとんにすることが

経営改善だと思います。 

 

【委員Ａ】 

 委員Ｂと同じ意見だから言わせてもらいます。私たちは赤字を黒字にするにはどうしたら良いかとい

うことで来ているのですよ。そこが食い違っているという事をお知らせします。事務局にお尋ねします

が、この特殊勤務手当とは何ですか。 

 

【市長】 

 市役所の規則の中で作ることができるものです。一般職員には特殊勤務手当は無いのですが、病院の

場合は、まず病院勤務手当という特殊勤務手当があります。医師の場合はそれに加えて研究手当という

特殊勤務手当があります。病院勤務手当は医師の場合は、私の記憶では基本給の 32％が病院勤務手当と

いう特殊勤務手当が基本給に上乗せされています。そして給与の 98％が研究手当として上乗せがされま

す。 

 

【委員Ａ】 

 ということはこれはもう基本給じゃないのか。 

 

【市長】 

 違います。 

 

【委員Ａ】 

 基本給でしょう。まあ、違うというのならそれでも良いですが、岐阜市民病院の倍ありますよ。僕は

残業手当かなと思って見ていたら、特殊勤務手当で、無かったらもっと低いなと思ったから、何かある

のかなと思って聞いただけです。 

要するに、赤字を黒字にするにはどうしたら良いかということで、私はこの委員を引き受けたのだか

ら、今のところも分からないし、委員Ｂとも話をさせてもらって、それだけです。 

 

【委員長】 

 倍じゃないですよ。土岐市立総合病院が 459で、羽島市民病院が 524ですから。 

 

【委員Ａ】 

 岐阜市民の事ですよ。岐阜市民は 294 だから、何かなと思うのですよ。基本給と言うのが私たちの世

界では普通なのですよ。だから特殊とは何なのかと思って聞いたら、今市長が病院に勤めている手当と

おっしゃったので、これは基本給なのではないかと思ったのですよ。違うということは減らすこともで

きるのですよね。 

【市長】 
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 規則改正で減らすこともできるのですが、以前、羽島市民病院は医師の確保について非常に苦労して

おりました。私が申し上げた率より、今はまた少し下がったようですが、以前はもっと高かったのです。

基本給で給与を嵩上げするのではなく、特殊勤務手当と言う上乗せ賃金をして、できる限り市民病院に

来てくださいと言うアプローチをした名残が残っているのです。今は 22％ということですので、他の自

治体病院に比べて特殊勤務手当が突出しているのは、開院当時からの経過があったからです。 

 

【委員Ａ】 

 それは分かりますよ。 

 

【市長】 

 この部分は退職金には反映しません。 

 

【委員Ａ】 

 この特殊勤務手当を減らしたら良い医師は来ませんかね。 

 

【市長】 

 減らしたら、基本給を増やさなければならない。平均的な給料と、平均的な年齢で合致しております

ので、当院としてお支払損ないが無いというわけではありませんよという事です。高いとも安いとも言

っておりません。 

 

【委員Ａ】 

 これくらいなら良い医師は集まるでしょう。良い医師が集まったからと言って、黒字になるとは限り

ませんがね。今でも良い医師はたくさんいますが、とにかく委員Ｂと、病院が黒字になるにはどうした

ら良いかという議論ばかりしていますよ。 

 

【委員Ｃ】 

 委員Ｂの質問で、経費が減ったという話が出ましたが、リース会計というものがありまして、支払っ

た時には費用にならなくて、代わりに年度末で減価償却になるというロジックがあって、減っているよ

うに見えるのですが、基本的には減っていません。いったん消えていますが、最後減価償却で戻ってき

ます。４億８０００万に比べると９０００万減って、３億６０００万にリース債務の支払い額９２００

万足すのですね。そうすると４億５０００万であまり変わらないです。黒字にされるための委員会とい

う事で、いろいろ努力されているのですが、いつ赤字になってもおかしくない、非常な労働環境の中で

やっているということで黒字になっているところもありますので、皆さんがハッピーになる黒字になる

にはまだまだ改善の余地があります。いろいろな課題があるのは間違いないので、看護師さんの件であ

ったり、その辺を議論すればもう少し我々の方から改善の提案ができるのではないかと思っているとこ

ろであります。 

【委員長】 

 病院の稼働率について、先ほどお話がありましたが、収入改善、経営改善委は病床の稼働率が大事だ
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という事でした。で、話を聞いていると、病床稼働率をあげるためには看護師が足りないということで

した。委員Ｇが先ほど申しあげた、改善するためにはまずは看護師を雇わなければならい。そのために

はということで時吉看護部長がいろいろな政策をおっしゃられた。それがまず経営改善への近道ではな

いかということを僕はお聞きしたのですが、どうですか。 

 

【委員Ａ】 

 だから逆なのですよ、考え方が。僕らは売り上げを増やしてから従業員を集めれば良いと思っている。

今の話では医療体制を作ってから患者を呼んでこれば良いってことでしょう。先ほど言われた看護師が

いれば良い医療で患者さんが来るってことでしょう。そう言われたでしょう、今。 

 

【委員長】 

 私の解釈では、患者さんはたくさんいらっしゃるのですが、受け入れ態勢ができていないから取れな

いよって言う意味に聞こえたのですが、違いますか。 

 

【委員Ｇ】 

 保険上の制約がありまして、今現在の当院の看護師の人員で受け入れられる患者数は、上半期の患者

数で限界です。これ以上受け入れるには看護師さんが必要になるということでお話をさせていただいて

おりました。 

 

【委員Ｄ】 

 今のところの補足で、この会は経営改善の為であって、経営改善に資する課題の指摘と施策の提案を

していく場だと思っております。平成２６年度は改善していますよね。その要因は入院収益が上がって

いること。そして延入院患者数が増えているということ。それは病床利用率が上がっている事と同義で

す。ここにきて羽島市民病院が必要なのは、いらっしゃる患者数をもっと受け入れられるようにすると

いうことで、そのためには看護師さんが必要です。７対１と言う制約の中で目一杯受け入れてく必要が

あると思います。そのために看護師数を確保する事。もうひとつは、今東京の方のトレンドなのですが、

看護師さんは金のわらじをはいてもいないのですよ。岐阜県の正規職員の看護師さんの賃金は今年の１

月の統計で東京よりも高かったです。４７都道府県で一番高かった。それは供給体制が非常に厳しかっ

たことの表れで、需要に対して供給が少なかった。岐阜県においては追いついていないから賃金の上昇

が見られることになったので、そういう意味では看護師さんの確保は必要だけれども、難しいという外

部環境があります。なので、東京の方で良く言われるのが、看護補助者さんをどんどん活用する。それ

は数を増やすだけでなく、内容的に看護師さんしかやってこなかったオムツ交換や体位変換などの業務

をどんどんやってもらって、看護補助者さんの業務内容を改善していかなければならないと思います。

それによって今２００人受け入れている人を２０１人、２０２人・・・と。５人増えるだけで１億円く

らい増益します。１人増やすと２０００万円くらい増益しますので、１人でも増やすこと。看護師数は

もちろんの事、看護補助者の業務内容をイノベーションする事で羽島市民病院の入院収益がもっと上が

っていくと思います。 

 ２つ目は地域包括ケア病棟の事で、こちらの病院は県内の公立病院では初の地域包括ケア病棟を立ち
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上げ、経営改善に貢献しているのですが、医師会との連携が重要で、現在は一般病棟に入院されている

方がそのまま転棟していますが、東京の方の講習に行きますと、地域のクリニックから直接地域包括ケ

ア病棟へ入院されており、そのルールが非常に重要だということがあります。地域包括ケア病棟の存在

をもっともっと医師会の中で認識していただいて、直接地域包括ケア病棟に送っていただくと、さらに

地域包括ケア病棟が４０床くらいに増えた時に、入院収益の改善はドラスティックによくなると思いま

す。 

 

【委員長】 

 先ほど市長が申し上げたように、今回まではいろいろ宿題的なものを提案させていただいたというこ

とでございます。次回はそれに代わるステップとして対案的なものを作っていただくという形に持って

いきたいと思っていますのでよろしくお願い致します。それから、この経営改善特別対策委員会は今年

で終わるわけではないのでしょう。まだ続くようですのでよろしくお願い致します。それではその他ご

意見はありますか。 

 

【委員Ａ】 

 私たち委員だけでなく、村瀬先生や大宮先生など、もっと当事者の意見を聞きたいですよ。僕の意見

は全く方向が違うのですよ。トーマツや事務局が言っているのは看護師さんがいないから出来ないと。

僕らはそんな考え方をしないから、このことについてそれぞれ意見を持っていらっしゃると思います。

大宮先生なんかは一番初めの会から出席され、どう考えておられるのかを聞きたいですよ。 

 

【委員長】 

 先ほど申し上げましたように、本日は宿題の部分でありますので、次回は新しい案を事務局が構築し

ますので、その時に一言ご発言頂きたいと思いますので、よろしくお願い致したいと思います。 

 

【委員Ｃ】 

 業界の特性というものがあると思いまして、制約の中でいかにやっていくかというのが重要でして、

我々監査法人ですが、監査法人の中でもやっていいこと、やっていけないことがありますので、その中

でどれだけ収益を伸ばして費用を抑えていくかを考えており、特に病院といった医療業界ではいろいろ

な制約があると思います。収入においては単価が決まっており、勝手に自分で変えられなかったり、い

ろいろなニーズの方がいて、それはこういう仕事しかできないと。その中でどのような提案ができるか

が我々の仕事だと認識しておりますので、ご理解いただいて発言を頂ければと思います。 

 

【委員長】 

 その他よろしいですか。それではこのあたりで「議題１、経営改善について」を終了したいと思いま

す。次に「議題２、経営形態について」を議題としますので、よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 それでは資料５の経営形態の比較について、説明をさせていただきます。これにつきましては他の病



19 

 

院等で、こういった経営形態の検討会に参加をしてみえるなど、多くの実績がございます監査法人トー

マツよりご説明いただきたいと存じます。 

 

【委員Ｃ】 

 いろいろな自治体病院さんに関わらせていただき、いろいろな結果を見ておりますので、簡単にでは

ありますがご説明させていただきます。 

 この資料５にありますように、形態としましては、地方公営企業法の一部適用、地方公営企業法の全

部適用、地方独立行政法人（非公務員型）、指定管理者、民間への譲渡と言った形態がございます。現状、

羽島市民病院さんは地方公営企業法一部適用ということですよね。場合によっては他の形態に移行する

のかどうかを頭に入れて検討していかなければならないと認識しております。 

一部適用の特徴的な違いをご説明したいと思いますが、運営責任者が地方公共団体の長ということで

市長が運営責任者になっております。全部適用については別の方がなるということで、院長がなられる

パターンが多いです。ここまでは自治体の中の仕組みに取り込まれたものだということです。あと一部

適用、全部適用の違いというのは運営責任者の違いはありますけれども、次のページにあります職員の

給与で独自の給与表の設定が可能という事で、別の給与表を使って採用ができるということがありまし

て、自由度が少し増すということがあります。この他はそんなに変わりがないと思います。全部適用を

採用されている病院さんもけっこうありまして、これをどういう風にうまく運用していくかを病院事業

管理者の力量ということになります。 

地方独立行政法人については、法人格が分かれますので、自治体の中の組織ではなくて、外に出た組

織になります。この場合は理事長という方が運営責任者になりまして、管理者も理事長さんが任命する

ということになります。地方公共団体の長との関係については中期目標、中期計画、年度計画を示す。

中期目標は自治体の方で指定するのですが、３年から５年の目標・計画をきちっと出すことになります。

ある程度独立した組織でできるということです。職員の身分についても法人の身分ということですから、

出向者もおりますが、一旦自治体から切り離されて独自の組織になる。看護師さんの採用についても独

自にできるわけですから、特に国立大学病院は切り離されて独自の組織になりましたので、自治体病院

がなかなか看護師の定期採用ができないのが、独立行政法人は採用が独自にできるという事でバサッと

看護師さんを採用してしまって、自治体病院が苦労しているようです。ただ法人が違いますので、独立

した組織でやっていく自立した組織になれるかと言うところがポイントでして、経営者の方々がきちっ

とやっていかなければならないということと、議会の関与がかなり外れるので、やりやすい反面、自治

体からしますと大丈夫かと、お金が抑えられるかという所がポイントになります。 

指定管理者と言うのが、どこかの医療法人に運営を任すという事ですね。例えば多治見市民病院さん

がその例なのですが、木沢記念病院に運営を任せてしまって、箱は市民病院ですが、職員は木沢記念病

院の中にいて、運営していくということになります。 

最後の民間へ移譲というのは、一宮市が木曾川を切り離しましたが、医療法人に病院自体を売ってし

まうというという形態もあります。説明としては以上です。 

 

【委員長】 

 ただ今ご説明して頂いたことについてご質問、ご意見がございましたらお願いします。 
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ご意見が無いようですので、「議題２、経営形態について」は終わらせていただきます。 

次に「議題３、その他について」お願いします。 

 

【事務局】 

 それではその他についてですが、次回の委員会についてご案内させていただきます。次回の委員会は

平成２７年１月２２日木曜日、午後１時３０分からの開催を予定しておりますので、よろしくお願い致

します。 

 

【委員長】 

 せっかくの機会でありますので、委員の皆様からご意見等ございましたら伺いますので、よろしくお

願いします。ご意見もございませんので、「議題３、その他」を終了とします。 

 以上で本日の委員会の議題は全て終了しました。長時間にわたり、ご協議を賜り、誠に有難うござい

ました。これをもちまして平成２６年度第３回羽島市民病院経営改善特別対策委員会を終了いたします。 

 


