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開催日時：平成 27年度 5月 26日（火） 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      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） 

                松原 雄一（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）、岩田 泰夫（専門官）、大内 義秋（医事課長）、兒

玉 浩敏（総務課主幹） 

 

【欠席者】 

（委 員）学識経験者  日置 雅治、山田 日登志 

（事務局）酒井 勉（診療部長） 

 

 

開催あいさつ【事務局】 

職員の人事異動に伴いまして、病院を代表する委員のうち岩田委員から新たに松原委員

が任命された。 

 

市長あいさつ 

 本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

 少子化、高齢化、急性期ベッドの整理統合が、財政的見地から今後行われると考えられ

る中、平成 26 年 6月 18 日「医療介護総合確保推進法」において都道府県に改革プランが

策定された。特に地域のかかりつけ医との関係を強化した包括ケアシステムが新たに加え

られた。そのような中、羽島市民病院経営改善特別対策委員会は、今後市民病院はどのよ

うなあり方をしていくべきか、どのように改善をするのか、話し合いをしていただきたい。

なかなか本格的な協議の進捗には至ってないと反省をしている。平成 26 年決算状況見込

を開示しながら、今後のあり方、方策の策定についてご指示賜りますようお願いいたしま

す。 
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出席状況について【事務局】 

委員の過半数を超えているので、委員会の開催が成立します。 

 

会議資料の確認【事務局】 

 

議題 1 平成 26 年度決算見込状況について【事務局】 

業務実績比較では、許可病床 281 床、稼働病床 235 床、26 年度取扱患者数の外来では、

151,767 人前年度より 294人多く 100.2％増、入院では 71,735 人前年度より 2,355人多く

103.4％増となった。入院稼動率については、83.6％で前年度より 2.7％増となった。職員

数に関しては、319 人で前年度より 10 人多くなった。患者 1 人 1 日あたりの医業費用で

は、26,468 円で前年度より 96 円増、患者 1 人 1 日当たり医業収益では、24,751円で前年

度より 602 円増となった。患者 1 人当たりの診療収益については、入院 48,567 円前年度

より 1,053 円、外来 11,373円前年度より 78円増加となった。 

損益計算書比較については、26 年度費用の部、医業費用については 5,915,721,800 円で職

員の増加による給与費、給与改定、入院、外来の増収による業績手当、夜間看護手当等の

増加などで前年度の 101.6％となった。医業外費用では 247,909,797円で前年度の 140.5％

増となった。増加の理由としては、消費税の引き上げに伴う増加、非課税売上に対する材

料等にかかる消費税などである。特別損失は、会計基準の改正で退職給付引当金、賞与引

当金、貸倒引当金などその他特別損失で 1,456,978,990 円となり前年度の 2331.6％と大幅

増加となった。合計では 7,620,610,587円で前年比の 125.7％となり大幅増加となった。 

収益の部、医療収益は入院患者数の増加、入院単価の増加及び地域包括センター、ICUへ

の入院稼動率が高かったため 5,531,959,633 円となり前年比の 103.7％となった。医業外

収益では 274,182,636 円で前年比 110.7％となった。長期前受金戻入は平成 25 年度になか

った項目で、会計基準の改正に伴い、資産の取得にかかる補助金や一般会計繰入金等の補

助金について、減価償却に見合う補助金等を収益化したものが新たに増えた。特別利益は

リース資産の帳簿上の残額とリース債務総額との差額を収益化したことなどで

195,693,504 円と前年比 5300.5％大幅な増加となった。合計 6,001,835,773 円で 107.5％

の増加となった。 

平成 26年度純損失は 1,618,774,814円となり対前年比率で 338.3％となった。 

中期経営計画での損益実績及び目標値は、経常収益で目標値 6,083,000,000 円であったが、

決算見込は 5,805,000,000 円となった。経常費用は目標値 6,178,000,000 円で決算見込は

6,163,000,000円で目標値に近い金額となった。経常損益では目標 95,000,000 円であった

が、決算見込は 358,000,000 円と大きな乖離となった。純損益に関しても 1,619,000,000

円となった。 

財務指標では、経常収支比率 94.2％、職員給与費比率 61.3％と目標値に届かなかった。 
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（委員） 

人件費率が少し高いように思えるが、そのへんの取り組みはどのように考えているか。 

 

（病院長） 

収益は昨年度より良くなったが、これからは支出を抑えていかないといけない。職員が増

えているので人件費率は上がるが、時間外の費用を抑えるよう努力する。今年度に入って

面談を行っている、時間外を抑えるようお願いをしないといけないと認識している。 

 

（委員） 

今回会計基準が変わったので、特別損失、特別利益で過去の会計と新しい会計で差が出た

が、今回 1 回だけで仕方ない。会計基準の変更で公営企業の病院同士の比較がしやすくな

った。26 年度収益は伸びているが、その分費用を抑えてなかったのも増えてしまったが、

改善の余地はあると思っている。その対策として看護師が増えているが目標値には達して

いない、看護師が増えることによって稼働病床も増える。看護師の増員が今後のポイント

である。 

 

（委員長） 

看護師はどの程度不足しているか 

 

（委員） 

目標は 212人で現状は 202人で 10 人ほど不足している。 

 

（事務局） 

来年度 30 人看護師を募集している。例年 30 人の募集で 20 人弱採用しているが、毎年退

職者もいるのでなかなか確保が難しい。 

 

議題 2 キャッシュ・フローの状況について【事務局】 

キャッシュ・フローとは実際のお金の流れを表したもので、業務活動によるキャッシュ・

フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの 3 つ

に分けて考えられている。業務活動によるキャッシュ・フローは、病院における収入と支

出の差額において手元にお金がいくらあるか分かるものとなっている。投資活動によるキ

ャッシュ・フローは、固定資産税、設備投資等の関係でのお金ということになる。財務活

動によるキャッシュ・フローは、借金の返済、企業債の返還、他会計からの借入金等お金

の不足分について、どのように補ったかというものになる。 

業務活動によるキャッシュ・フローは、平成 26 年度は 113,053,000 円で前年に比べプラ

スとなっている。投資活動によるキャッシュ・フローは、49,364,000 円のマイナスとなっ
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た。財務活動によるキャッシュ・フローも 350,279,000円のマイナスとなった。前年と比

較して大きくマイナスとなっているが、平成 25 年度は他会計からの借入金として市から 3

億円借りているので前年がプラスとなっている。平成 21年から 26 年末までの現金の増減

は、平成 21 年度末で 9 億 7000 万円だったが平成 26 年度末には 4800 万円の残高となっ

た。 

 

（委員） 

平成 26 年度からキャッシュ・フローの作り方が変わり、財務活動のキャッシュ・フロー

が悪くなったが、その分業務のキャッシュ・フローがよくなっている。一般的に業務活動

のキャッシュ・フローで稼いで、投資活動のキャッシュ・フローで使う事になる。現状で

は投資活動で 1 億円、財務活動で 3億円マイナスとなっているので、業務活動で 4 億円稼

げるのが理想であり稼がないとお金が残らない。4 億円くらい稼げるように考える必要が

ある。そうしないと市から資金を入れたり、どこかで借金をしないと回っていかないかな

と思う。 

 

（委員長） 

平成 26年度は少なくとも改善したのでしょうか。 

 

（委員） 

業務活動で 1 億円強プラス、投資活動で 1億円弱マイナスなので本来得るべきものは得て

るのではないかと思われる。 

 

（委員） 

費用の部の医業外費用の消費税が 5%から 8%に引き上げられたが、実際どれくらい潤った

か損したかを文書で一度示していただきたい。 

地域医療構想に関して、行政として情報がどれくらい得られているか、どのような方向性

に話が進み、急性期病院の締め付けが厳しくなるとしたら、市民病院は自分たちの目指す

ものを十分意見を通せるか。連携を密にして取り組んでほしい。 

 

（事務局） 

消費税については、まだ確認できておりません。 

地域構想については、今後の医療需要、供給を推定する中で県単位でどのくらいの医療の

必要度があるのか、供給が出来るのかを決めていく。県単位で今後の医療需要、供給、病

院機能報告制度と実際の供給量の差の解消を話し合っていく場であり、市民病院としても

国にデータを提出しそれに基づいて、急性期としての病床であるのか県が完全集約をして

決めていく会議であると認識しています。 
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（市長） 

羽島市民の方がどのような疾病状況で、国保などのデータを使って生活習慣病が主体の疾

病構造なのか客観的な把握する必要がある。岐阜南部医療圏の急性期がどのくらいあるの

か、市民病院が行くべき道を考察するべきである。少子高齢化の問題の中に地域包括シス

テムが確実に進捗すると予測されるものと昨年国で策定された。県が国のデータを引用し

ながら独自のプランニングをしてくると危惧しており、事務局には方策、戦略を考えるよ

う指示している。 

 

（委員長） 

先ほどのキャッシュ・フローで 1 億 1 千万円を 4 億円に上げないといけないと話があった

が、どのように考えているか。 

 

（院長） 

業務活動のキャッシュ・フローを 1 億 1 千万円から 4 億円に上げないといけないことは理

解したが、昨年度はがんばって 2 億円であり 3億円にするのは難しい、支出を抑えること

でそこをカバーしていきたいと思っている。 

 

（委員） 

平成 22 年度までは、精神病床があり病床数が多い状態で業務活動のキャッシュ・フロー

がプラスとなっている。今の病床数×単価で考えると 3億円にするのは厳しい。稼働病床

280 床にすれば金額も上がるが、今の状況では人的問題もあり難しい。そのためには入院

稼働率を上げ、入院単価を増やしかつ支出を抑える必要がある。 

 

（議長） 

看護師不足はどのような原因があるか。 

 

（事務局） 

当院の離職率は 4.5％で看護協会は 11％で全国と比べると低い方である。1 番の原因とし

ては育児短時間取得者が増え 16名いる。その 1 人の看護師がフルタイムの 60％くらいで

働いているため、1人いても半分くらいしか働けれないと考えられる。毎年採用人数も 20

人くらいいるが、育児休業、病欠、退職者を含めるとプラスマイナス 0くらいになる。地

域包括病床を増やそうと考えているが、7：1 や 13：1 を考えるとなかなか有効活用に繋

がらない。24時間保育や病児保育、学生に対しては準備金、就学支援金を病院として支給

している。 
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（委員） 

看護補助者、夜勤専従の看護補助者を雇えば、地域包括ケア病棟を 40 床まで増やせるの

ではないか。賃金を上げてでも看護補助者を増やすことについてはどのように考えている

か。 

 

（事務局） 

看護補助者を増やすことによって、看護師の時間外も減らすことで給与費を減らすことが

できる。また病床も増やすことで患者数も増えるということで検討はしています。 

 

（委員） 

行政全体で働く女性、子育てをバックアップの充実をしてほしい。 

 

（委員長） 

市民病院のバックアップ体制を説明してほしい。 

 

（事務局） 

24時間保育を月 8回行っている。 

土曜日の日勤も行い支援している。 

病児保育も行い、小児科の医師に診てもらっているが、現状 2 人までしか看ることができ

ない。 

常勤日勤制度で 8 時間働けるという看護師がいるので、勤務体制の見直しをかけている。 

 

（委員） 

病院でのバックアップ以外でシルバー人材センターなど自宅周りの育児支援が必要である。

保育所以外で迎え、夕食、風呂など子育て支援制度ができないか。62.5％以上働けるよう

な条例改正ができないか。 

 

（事務局） 

地方公務員法で決まっているのでそれ以上働くのは難しい。 

 

（市長） 

この地域の延長保育はだいたい 7 時くらいであるが、それ以上の延長保育の需要と供給が

あるかなというところが重要である。シルバー人材センターが子育てを支援するのはとて

も良い事だと思うが、現状羽島市のシルバー人材センターではそれだけのスキルがない。

NPO法人や福祉法人の方々にお話をして、子育ての組織づくりをすることは重要である。 
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この資金不足の状況は早期解決が必要である。3 億円の拠出、半期 5000 万円返却は必ず

守っていただけなければいけない。何を考えるか、予算にあっても支出を抑える、職員の

危機感の意識改革が必要である。 

 

（委員） 

医師数の問題については、医師 1 人あたり 1 億円収入が増え医師数が増えれば入院も増え

る。今の状況では岐阜県の医療情勢を考えると現実的に難しい。新しい業種で医師の診療

をアシスタントする業種を入れることで医師の負担を軽減し、患者数を増やすことができ

る。そのような業種を検討する必要がある。 

 

（委員） 

材料の共同購入導入が進んでいて、そのような共同購入団体に加入することを検討してみ

てはどうか。 

 

（院長） 

一度検討させていただきたい。 

 

 

議題 3 その他について【事務局】 

経営改善特別対策委員会の今後の進め方について、中期経営計画の数値目標を含めた数値

に大きな乖離がありましたが、今後この計画に沿っては難しいので中期経営計画の目標の

数値の変更も進めていきたいと思う。新たな公立病院改革プランの策定、県が示す地域医

療構想を踏まえた当院での役割を明らかにしていきたい。 

 

次回開催は 8 月くらいを予定しています。 

 

 

 

 


