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【欠席者】 

（事務局）酒井 勉（診療部長） 

 

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。 

 病院の経営状況は大変厳しい状況である。9 月議会で一般会計からの繰り入れの補正を予

定している。代表監査員より厳しい状況であると報告を受けている。現金が 5000 万円しか

ない、年度末には約 3 億円の現金不足が推測される。赤字の連鎖を断ち切るようにしてほ

しい。平成 23 年度に 9.5 億円あった現金が平成 24 年度には精神科病棟の閉鎖、ICU の開

設により-3.7 億円で 5.8 億円 ICU の稼働が遅れたことによりマイナス。岐阜県地域医療

構想が発表になるので従来通り存続していくには経営改善が必要になることから、忌憚の

ない意見をお願いします。 

出席状況について【事務局】 

委員の全員が出席しているので委員会の開催が成立します。 

【委員長】 

本日は 2 名の傍聴申し出がありましたのでこれを認めます。 

会議資料の確認【事務局】 

議題１ 資料１の平成 27 年度収支見込みについて、平成 25 年度、26 年度、27 年度の 7

月末の状況で、平成 27 年度の入院患者数は 24,707 人で前年と比較して 897 人、1 日当た



り 202.5 人/日 7.3 人/日の増です。入院単価は 46,765 円で前年と比較して-3,382 円でこれ

は手術件数の減によるものです。 

 外来患者数は 50,384人 前年と比較して-1,641人 １日当たり 607人 前年と比較して

-12.3 人で紹介患者の減少と思われます。単価は 11,546 円 前年と比較して-4 円でほぼ前

年並みでした。入院収益は 1,155,423,575 円で前年と比較して-38,579,484 円 外来収益は

581,721,548 円で前年と比較して-19,171,996 円 負担金交付金については平成 25 年度実

績に基づき平成 27 年度の繰り入れを行っている。医業外収益は 108,055,882 円前年と比較

して 96,831,522 円前倒しで繰り入れをしている状況。給与費は 1,073,726,767 円で前年と

比較して 117,424,255 円 これは平成 27 年度から賞与を毎月均等割りして加算してありま

す。材料費は 398,722,915円前年と比較して-27,693,905円で手術材料の減少と思われます。

経費につきましては 228,814,844 円で前年と比較して 16,110,567 円となっており、要因と

してｺｰｼﾞｪﾈ設備の保守点検費用の増が挙げられます。医業費用の合計は 1,845,437,140 円で

前年と比較して242,244,755円 経常損益は173,116,325円 前年と比較して-219,000,178

円 特別利益は 590,471円前年と比較して-242,068円 特別損失 51,642,959円前年と比較

して-1,229,255,658 円 純損益は 122,063,837 円 前年と比較して-1,010,013,412 円 会

計基準による影響額調整後平成 26 年度比較して純損益が 11,636,742円でしたが 9300万円

の前倒しの繰り入れのため実質-8500 万円になります。 

（委員） 

7 月末までで昨年と比較して何が変わったのか。 

（事務局） 

収入が減ったことにより収益が悪くなった。給与費とその他医業費用が増加した。引当

金と減価償却費が増加している。平成 26 年と平成 27 年と比較して 11,636,742 円の増加で

あるが、前倒しで 9300 万円繰り入れているため平成 26 年度と同じと仮定すると約 2.5 億

〜3 億円の現金不足となりそう。 

（委員） 

病院は黒字でなければならないのか市長に伺いたい。15 日間入院して手厚い看護と、夜

間看護師の働きも良い。患者さんを集めれば良いのではないか。ただ建物が分散している

ため動線が悪く迷ってしまう。公立病院は絶対赤字になってしまう。ICU を稼働させたこ

とと精神科入院を閉鎖したことによる要因が大きいのではないか。内科の待合室が狭い。 

経営改善は良い医師が増えれば患者は増えるであろう。 

（市長） 

公立病院の中には黒字の病院もある。救急医療でも黒字の病院はある。経営感覚をもっ

て病院運営をしていただきたい。一般会計からの繰り入れも増やしているし、3 億円の貸し

出しもしている。平成 23 年度に 9.5 億円あった手持ち現金は ICU を作り精神科入院を廃止

し、平成 24 年度に ICU の稼働開始が遅れ-1.5 億円になった。 

（委員） 



なぜ患者が集まらないか背景を聞きたい。 

（委員） 

自治体病院の 7 割が黒字であるが、これは繰り入れを入れた状態です。病院機能を変更

してはどうか。 

 （事務局） 

議題 2 資料 2 の診療科別収益は消化器内科、外科、循環器・呼吸器内科の順に多い。医

師 1 人あたりの診療科別収益は消化器内科、整形外科、外科の順に多い。当院の医師 1 人

あたりの年間診療収入は 1.09 億円で、平均 1.1 億円で遜色はない。地域医療における当院

の役割として、当院が担うべきか、地域の診療所が担うべきか検討する必要がある。 

資料 3 の職種別時間外勤務総数の平成 26 年度は増加。職種別 1 人あたりで増加している

のは看護師、PT.OT,ST、事務員で、他は減少している。 

資料 4 の岐阜県地域医療構想で 2025 年は急性期病床が 4300 床余剰とされ、回復期病床

は 3700 床不足と推計される。全国ベースでは 18 万床余剰 回復期 26.5 万床不足。 

病床ﾌﾛｱごとの運用状況として 1 病棟 3 階 30.2 人 1 病棟 4 階 28.8 人 1 病棟 5 階 29.9

人 ICU2.7 人 2 病棟 2 階 24.7 人 2 病棟 4 階 42.1 人 2 病棟 5 階 43.6 人となっていま

す。4 頁以降はお目通しを願います。 

（委員） 

平成 27 年度から賞与及び減価償却費を毎月均等割りし引当している。 

機器購入すれば赤字になる。減価償却は会社でもある。 

（市長） 

何が何でも黒字にしろと言っているわけではない。現金預金が枯渇している状況から、

新たな医療制度の中で今後の病院運営をどうしていくか病床数を含めて検討が必要。市と

しては身分相応な繰り入れをしている。健全な状態でないことが問題であり、収入が減少

していることが大きな要因。債務返済、機器建物の更新についてどこまで市が負担するの

か。何を改善していくのか。 

（委員） 

減価償却分の赤字は仕方がない。 

（委員） 

みえないところで赤字になっている。 

（市長） 

医療機器をﾘｰｽするのか購入するのか、できる限り財政支援する。現金預金が不足してい

る。過剰な設備投資をしていた。 

（事務局） 

ICU の機器購入及び、設備改修を現金で支払ったことにより現金が不足した。 

（委員） 

平成 27 年度は 4 か月経過して予定通りなのか、手術が減ったのはなぜか、今後もずっと



減るのか不明である。地域医療構想が発表されたが公立病院には厳しい指導が予想される。 

（病院長） 

今週月曜日に地域医療構想会議があり出席した、2025 年度には岐阜県では急性期病床が

4300 床余剰になり、回復期の 3700 床不足が予想されている。休床が 487 床あるので実質

300 床〜1000 床減らす必要がある。 

 昨年 7 月より地域包括ｹｱ病床を 1 病棟 4 階にて稼働開始し当初 28 床であったが、昨年

12 月より 40 床で運用している。来年度には地域包括ｹｱ病床を増床したい。また公立病院改

革ﾌﾟﾗﾝを来年度中に策定する予定。 

（委員） 

資料 2 の 4 頁、診療科別 1 人あたり医業収益の 1 人診療科をどのようにしていくのか。 

資料 3 の 2 頁、職種別 1 人あたり時間外勤務の看護師が増加している。 

（事務局） 

看護師の 1 人あたり時間外勤務が増加した理由は、平成 25 年の 12 月から 2 月の病床利

用率は 81％であったが、91.7％と上昇しているのと、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞに罹患した看護師が多く、

他の職員でｶﾊﾞｰしたため残業が増加した。育児短時間勤務、出産育児を申請する職員が増

加した。認知症患者の増加による食事介助、転倒転落の防止が挙げられる。 

（委員） 

看護師の引き継ぎ時間、短時間勤務の人、小さなご子息がいることから看護師の数は多

くなる。1 人勤務医と診療科のﾊﾞﾗﾂｷをどうしていくのか。補助の医師がいるのか。 

（院長） 

看護師の残業について、1 人あたりの時間数は少ないが、数が多いので大きな金額になる

ので問題にさせてもらった。診療科のﾊﾞﾗﾂｷがあるのは把握しているので、ﾊﾟｰﾄ医師を減ら

すことに着手している。ﾊﾟｰﾄ医師で診察している診療科については週 3 回を週 2 回に減ら

すことをお願いしている。 

（委員） 

許可病床ごとの病棟別の利用率からみると、まだ入院患者を受け入れることが可能では

ないか。1 病棟 3 階や 5 階を地域包括ｹｱ病棟にする考えはありますか。また ICU の利用率

が低いことについての今後の考えを聞きたい。 

（院長） 

ICU の割り当て病床の利用が 2.7 人 45.4％と低い。看護師 2 人に対して患者数は 4 人が

限度なのでできるだけﾌﾙに利用していきたい。地域包括ｹｱ病床は 1 病棟 5 階に設定する可

能性が高いので、割り当て病床の診療科と交渉をする必要がある。 

（委員） 

地域包括ｹｱ病床の運用は早めに開始した方が良いのではないか。 

（議長） 

その他事項はありますか。 



これで第 2 回経営改善特別対策員会を終了します。 

 


