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羽島市民病院運営委員会 

会議要録 

 

開催日時：平成２５年２月２０日（水）１４時００分～１５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）知識経験者             大野 泰正（岐阜県議会議員） 

 （委 員）知識経験者             山田 紘治（羽島市議会議員） 

      知識経験者             糸井川 弘（羽島市自治委員） 

      知識経験者             岩田 仲雄 

      医師会の推薦した市内の開業医    不破 洋 

      医師会の推薦した市内の開業医    田中 吉政 

      医師会の推薦した市内の開業医    岩佐 充矩 

      市及び病院を代表する者       宇野 秀雄（羽島市副市長） 

      市及び病院を代表する者       大角 幸男（羽島市民病院院長） 

 （事務局）松井聡羽島市長、兼松稔副院長、山田卓也副院長、大宮診療部長兼薬剤部長、 

渡邊敏幸事務局長、時吉鈴美看護部長、小島三紀副看護部長、岩田泰夫総務課長、 

岩越直孝医事課長、兒玉浩敏総務課長補佐、大内義秋医事課長補佐、番重宗経理係長 

【欠席者】 

 （委 員）医師会の推薦した市内の開業医    河合 清隆 

  

事務局 

 これより平成２４年度羽島市民病院運営委員会を開催します。 

 開催にあたりまして当院開設者、羽島市長がご挨拶申し上げます。 

【市長挨拶】 

本日は知識経験者の皆様方、羽島市医師会よりお忙しい中先生方のご参加を賜りまして、お礼申し

上げます。 

自治体病院の経営は変わらず厳しい状況でございます。当院におきましても医師不足、競合する近

隣の病院との関係もありまして、以前として厳しい経営状況の中で運営をしているところでございま

す。市の一般財政からの繰り出し金として、本年度も年間４億ほどの繰り出し金の投入をいたしてお

りますが、次年度以降も若干増額をしながら羽島市民の皆様を中心とした、地域の中核病院としての

役割を果たしていきたいと思っております。 

また、２病棟２階の精神病棟の廃止に伴いまして、救急病床を作り、地域支援病院への転換を図っ

ていきます。市民の方に安心安全を提供する病院を目指していきますのでよろしくお願いします。 

 

 事務局 

  本日の運営院会はお手元にお配りしました資料『昭和６１年４月２５日附則第２０号 羽島市民病



2 

 

院運営委員会規則第６条』により羽島市長が招集をさせていただきました。また、本日は委員の方の

過半数出席いただいておりますので、第７条の規定を満たしており本会議は成立することを報告いた

します。 

  それではただ今より委員会を始めます。 

  議長の選出につきましては規則第２０号第５条にございますとおり、皆様からの選出となりますが

いかがいたしましょうか。事務局からの指名ということでよろしいでしょうか。それでは事務局から

の指名という事で岐阜県議会議員 大野泰正議員お願いします。 

 

議長 

 ただ今ご指名いただきましたので進めいていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは会議次第に沿って進めていきたいと思います。まずは議題１ 羽島市民病院改革プラン評 

価委員会開催報告についてお願いします。 

 

事務局 

 まずは議題１ 羽島市民病衣改革プラン評価委員会開催報告について説明させていただきます。お 

配りしました資料３－１ 第４回羽島市民病院改革プラン評価委員会会議要録をご覧ください。 

 第４回羽島市民病院改革プラン評価委員会は平成２５年１月２８日月曜日、１４時～より開催させ 

ていただきました。出席議員は７名で、清水委員を委員長とし、議事を進めました。 

 まず、平成２３年度実績についてですが、委員より「給与比率が上がっていることについての対策 

は？」との質問がありました。これについては救急業務を当直制から夜勤体制に変更したことに伴い、 

その前後を振替休日としたことから時間外勤務が増加したことが原因であります。その対策としては 

職員の増加を挙げました。職員が増加することは経営面でプラスにはならないのではないかというご 

質問もいただきましたが、時間外勤務が多くなると職員の健康面の問題がでてきますので、健康面に 

配慮し、待遇改善を図ることに重点を置きました。 

 次に「特定療養費を 1,050円から 2,100円にしたことについての効果」についてご質問がありま 

したが、救急患者数は 4月～12月の累計で昨年度に比べて 892人の減少。救急搬入数は 17人増 

加。救急からの入院患者数は 52人増加ということになっております。 

 次に「病床利用率が８５％以下というのは経営難と言われているが、今後の見通しは？」というご 

質問に対しては平成 25年 7月稼働を目指して、第 2病棟 2階にＩＣＵを新設し、35床整備して効 

率化を図ってまいります。 

 「救急搬送患者の受け入れ状況は？」という質問ですが、受け入れ拒否に関しては重症患者が重な

ったりとやむを得ない時であり、月平均で 1 ケタの割合です。病院と消防本部との協議につきまして

は、当院救急部会におきまして行っております。参考としてですが、やむを得ず断った件数は、4 月

から 1月まで昨年は平均で 6.6件、本年は 7.5件ということで、平均 7件前後で推移しております。 

 「医師の確保について。地域枠というのもあるが考えは？」というご質問に対してですが、当院は

臨床研修病院でありますので、今年度は 4 人の臨床研修医を確保できましたが、臨床研修医の獲得も

非常に難しく、待遇改善も含め、岐阜県地域枠の医師の獲得に向けて検討しているところでございま

す。 
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 続きまして、上半期及び平成 24年度の見込みについてご報告したところです。委員より地方交付税

算定額及び市からの繰入金のご質問がありました。地方交付税の算定額ですが、規模と住民数から算

定されますが、これが 3 億円程となります。23 年度の繰入金は 4 億 2000 万ほどでございます。今後

も公営企業法の繰り出し基準に沿って行っていきたいと考えております。 

 不良債務の内容についてご質問がありました。流動負債は留保金、診療報酬等の未払い金であり、

取り押さえの事実は発生しておりません。 

「職員給与比率の目標達成の目途は？」についてですが、平成 24年度の目標達成は非常に困難な状

況でございます。今後の経営計画で平成 25 年度から平成 29 年度まで中期経営計画を作成し、最終の

校正の段階に入っておりますが、医業収益を上げ、業務委託のあり方を検討して、改善を図ってまい

りたいと考えております。 

最後に委員長より「公立病院として救急医療、政策医療、行政医療を行いながら、市民に良質な医

療を提供することが必要であり、良質な医療には健全経営が前提となることから、今後も地域の中核

病院として、地域の医師会と連携を密にして、中期経営計画に沿って経営改善に努めるようご意見を

いただきました。以上が改革プラン評価委員会の会議の概要でございます。 

 

続きまして、羽島市民病院改革プラン数値目標及び実績（平成 23年度）についてご説明させていた

だきます。 

まず経営効率化財務に係る数値目標でございます。経常収支比率目標は 99.2％としておりましたが、

実際は 98.9％で 0.3％目標に達しませんでした。次に職員給与比率ですが、これは職員給与対医業収

益の比率でございます。目標は 55.0％でしたが結果は 59.4％と 4％ほど上回ってしまいました。病床

利用率ですが、当院の病床全部 329床でみる場合、目標は 73.9％、実績は 69.8％で 4.1％達しません

でした。一般病床の 271床（精神病床 48床、結核病床 10床除く）でみますと、目標は 74.5％、実績

は 72.6％と 1.9％目標に達しませんでした。続きまして 1 病棟 2 階の休床分を除く、稼働している一

般病床でみますと、目標 85.9％で実績は 83.7％と 2.2％目標に達しませんでした。最後に材料費比率

ですが、目標は 23.2％、実績は 21.7％と 1.5％目標を上回ることができました。 

次に、医療機能に係る数値目標でございます。新入院患者数目標は 4,349人で、実績は 4,340人。9

人ほど下回りましたが、目標はほぼ達成しております。紹介患者数では目標は 4,818人、実績は 5,472

人と 654人上回り達成しました。逆紹介患者数では目標 4,215人、実績は 5,699人で 1,484人上回り

達成しました。最後にパスの利用率でございます。院内で行っているものですが、目標 55％のところ

実績 35.8％と 14.2％届きませんでした。 

次に平成 23 年度収支決算比較表についてご説明いたします。収入では経常収益が計画と比較し約

8,150 万円増加しました。支出全体では経常費用が約 1 億 103 万円増加しております。経常収益から

経常費用を差し引いた経常損益が計画より 1,988 万円下がってしまいました。純損益は 6,563 万円下

回りました。なお、平成 23年度決算としましては、病院事業会計における決算概要・損益計算書です

が、収益 5,864,396,000円に対して費用 5,928,970,000円で 136,964,000円の純損益を計上しました。

収益は 22年度に比較して、1,987万円、約 0.3％減少し、費用で 2,549万円、0.4％増加という事にな

ります。22年度は約 9,160万円の欠損損失でしたので、23年度は 4,536万円さらにその分が増えたと

いう事であります。次に 24年度上半期の決算状況の資料でございます。23年度と 24年度上半期を比
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較した数字が出ておりますが、収入欄の経常収益が昨年度と比較して約 2,968 万円の減、支出区分の

経常費用は約 4,378万円の増となっております。この結果、純損益は平成 23年度上半期と比較して約

6,181万円減少していることとなります。 

次に 1月までの経営概況について説明します。 

業務量・経営分析の表上段にあります入院患者数ですが、平成 23年度に関しては 2段で表記してあ

ります。これは上段が精神科含んだ入院、下段が精神科入院患者を除いた数字になっております。24

年度より精神科病床が休床になったため、同じ条件で比較分析を行うためです。平成 24年度 1月現在

の全体の累計入院患者数は 61,922人で前年と比較して 8,218人減少しておりますが、精神科を除きま

すと 2,453人、4.1％の増加となっております。外来では 131,006人で、昨年に比べ 4,412人の減少と

なっております。 

収入および支出の状況では入院・外来収益を合計したものが、昨年度は 43億 7,750万円で本年度は

42億 5,515万円で約 1億 2,235万円の減少となっております。医業収益合計では前年に比べて 3.4％、

金額にして 1億 1,268万円の減少です。支出では医業費用が前年に比べ 1.4％増加し、6,306万円増え

ております。給与費は 6,877 万円の減、材料費は 3,112万円の増、経費は 1億 166 万円の増という内

容になっております。給与費は下がりましたが、材料費・薬品費、経費につきましては電子カルテ、

画像配信システムのリース料とか計上させていただきましたので、その分が増えたことによります。

その結果純損益が昨年度 3億 1,712万円という数字が、本年度が 8,132 万円で 2億 3,580 万円の減少

となっております。精神科病床の休床に伴う収入の減もありますが、精神病床運営管理費というもの

が 5,894 万円ありましたので、休床に伴いその繰入金が無くなりましたので、その分が数字に影響を

していると考えております。 

収支決算の平成 24 年度の見込みは、収入医業収益で 55億 3,847万円、医業外収益が 2億 7,026 万

円です。支出では、医業費用が 58億 5,070 万円、医業外費用を 1 億 6,977万円を見込んでおります。

経常費用の合計が60億2,047万円ですので、収益から支出を差し引き2億1,174万円の赤字を見込み、

特別損益を加えまして約 2億 5,900万円の赤字を見込んでおります。 

経常収支比率が 96.5％（目標は 100.1％）、職員給与比率が 58％（目標は 54.9％）と少し下がりま

すが、材料費比率は 22.6％（目標は 23.1％）と達成できると考えております。この見込みから、最終

プラン目標数値の達成は困難な状況であると思われます。この結果を踏まえて、現在監査法人トーマ

ツの指導のもと、平成 25 年度から平成 29 年度までの中期経営計画を策定し、経営改善を図っていき

ます。この中期経営計画を策定の後は、中期経営計画審議会等を組織して、その進捗状況等の検証を

お願いしていく予定です。この中期経営計画は公営企業の一部適用と、ＩＣＵの設置、地域支援病院

の取得をめざし、経営改善を図るものであります。なお、中間点の平成 27年度において進捗状況を検

証し、改善が見られない場合は、経営形態の見直しを含め、経営計画を再検討していきます。ＩＣＵ

改修工事は 3月中ごろに終了する予定です。 

以上が改革プラン評価委員会でご審議いただいた内容と数値報告です。 

 委員長 

  ありがとうございました。 

 それでは議員の皆様からご質問をいただきたいと思います。 

 委員 
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  どんどん赤字が増えていくという事で、経営改善を図っていくとのことでしたが、その増えていく 

赤字の要因・原因をお伺いしたいです。 

事務局 

当直手当等については、働いていただいた分の報酬を正当な方法で支払うことにしたのですが、その

振替休日をとってもらうはずが休めない状況にあるため、時間外手当が発生することになりました。 

それを解消する目的も含め、適切な場所に適正な職員配置を考え、様々な職種にわたり嘱託職員、パー

ト職員が増えました。また、電子カルテシステムの導入を行いましたので、そのあたりが改革プランを

制定した当時と状況が異なってきております。診療報酬や支援病院の獲得、ＩＣＵ設置により加算をと

ることにより、単価を上げ、改善を図っていきたいと思っています。 

委員 

収入源を増やす手法を病院もお考えになっているようてすが、最近市民の方から市民病院のお客が減

ってきているという声をよく聞きます。そういった悪い風評が出ないように、またどういった関係で患

者が減ってきているのかその辺りをお聞かせ願いたいです。 

 事務局 

患者が減っているということについてですが、先ほどお話ししました地域支援病院の獲得には紹介

率 60％、逆紹介率 40％という数字をクリアする条件がありますので、地域医師会の先生方との連携を

密にしております。一般的に市民病院はベッドを開けるためにすぐに「出ていけ」と言われるという声

も聞きますが、広報などを活用して救急病院として、また市民病院のあり方をＰＲしていきたいと思い

ます。また、広報誌にも病院のコラム欄を設けておりますので、毎月情報を発信します。それにより市

民病院は紹介状を持ってきていただく病院として認識していただき、その上で紹介をさせていただいた

り、市民病院でできる治療を終えられたら、転院をお薦めするという方法をとっているところでござい

ます。 

 院長 

私どもは急性期病院ですので、ＤＰＣ方式をとっております。病気によって治療費が決まってしま

っていますので、単価を上げる方法として、入院患者の場合は病気の値段にかける係数を上げるために

地域支援病院を目指したりしています。また、在院日数が短くなって、患者さんをどんどんまわしてい

くと 1日当たりの単価が上がります。そのため地域支援病院になるためには、地域医師会の先生方との

地域連携を図り、紹介患者さんを増やしていかなければならない。入院患者をメインにし、外来患者さ

んの初診は地域の先生方にお任せし、その上で入院の必要がある方を市民病院に回してもらう方針でや

っていきたいと思います。地域支援病院になるためには紹介率 60％という指標がありますので、外来

患者さんで、市民病院での高度医療の必要が無い場合は、できるかぎり地域の先生方に診てもらうよう

にと職員にも伝えておりますので、外来患者数が減っているような印象になっているのだと考えます。

将来を見据えた地域医療の推進、地域の患者さんの健康を守る意味で取り組んでいます。 

 委員 

一般市民の方はそういう意識をちゃんと持っているのか？と考えると、理解している人はいないと

思います。初診の場合は、地域の先生方に診てもらい、その上で市民病院にかかるためには紹介状が必

要だという市民の理解が得られなければいけないので、今後健全経営を行っていくうえで、その周知、

徹底をしていく必要があると思います。改革プランにもありましたが、初診料を 1,050円から 2,100円
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にしたことも市民の方は理解できていないと思います。まずは開業医さんの方に行き、初診を受けても

らうということを市民の方に周知してほしいと思います。 

 院長 

 確かに市民の方への周知徹底が不十分なところがあるかもしれません。特定療養費の増額にしても、

直接市民病院に来られるより、開業医さんの方に行ったほうが市民の方にとっても良いということを周

知徹底できるようにしていきます。 

委員長 

 他にご意見のある方いらっしゃいますか。 

委員 

 羽島市民病院改革プラン議事録にもありますように、減価償却できないから欠損金がでているだけ

なので、実際のところどれくらいの赤字があるのかわからないような感じになっているとしていました

が、公的病院で黒字経営のところがどれくらいあるのか？公立病院が赤字経営というのが一般的によく

言われていますが、公立病院は救急部門を引き受けたり、政策的な医療を行わなければいけないので、

ある程度の不採算部分を担わなければならないとされています。減価償却分を含めて黒字にするとかで

はなく、羽島市民病院は平均的なのかどうなのか？一般的な公立病院と比べて羽島市民病院が平均的な

のか、それとも劣っているのかを考えていかなければならないし、劣っていないのであれば、国の医療

システムそのものに問題があるということを国民が訴えていかなければならないのではないですか。公

立病院が赤字だとか黒字だとかいう問題だけで話してしまうと、ちょっと視点がずれてしまうのではな

いかと思っています。民間は減価償却分は積み立てておいて、次に病院を自ら建て替えなければならな

いのですが、こういう病院はそれはしていないので、目標値をどこに定めていくのかを明確にしてして

からこういうプランを策定、目指さなければならないとおもいますが、いかがですか。 

事務局 

県内にあります公立病院で黒字経営を行っているのは大垣市民病院や岐阜市民病院で他にもありま

すが、公立病院だけで比較すると、収支均衡か黒字がやや多いです。全国的改革プランで経営改善され

たと報告されているのは半分かそれに近い数字が出ています。計画を作るうえで、現実路線でやります

と 4年先がマイナス１億円ぐらいであると、どのように職員の士気を高めていくか課題になる。 

経営改善を図るという方策をいろいろ考えてプランを策定しておりますので、ＩＣＵを作って加算

をとるなど現実的にできることを盛り込んで作らせていただいています。単年度決算で 5年後には累積

欠損は達成できなかった分は上積みされてきますが、減価償却が現在 2億 3,000万円程度ですので、今

後医業収益がその範囲内で収まれば、その部分が減価償却以内なら留保金としてたまってくるというこ

とです。 

 委員 

救急はこの病院に担っていただく最重要な役割ですが、断ってしまう状況があるということですの

で、その状況を何とかしてほしいです。235床のうち 232床が一杯になった場合には救急車の夜間受け

入れを拒否するというのは、僕の勤めていた病院では考えられないことです。救急部門を抱えるという

ことが、それ以前に何とかしてほしいです。例えば「今日帰れ」と言ったら帰れる方も何人かいると思

いますから、夜の時点までにベッドをいくつか開けておいて、夜の為に備えておくというのが救急病院

のあるべき姿だと考えています。救急車を最初から受け付けないという姿勢は良くないです。救急車を
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断っている件数が月に数件あるようですが、どういう患者を断るのか消防と分析されていったほうが良

いと思います 

 院長 

救急車の受け入れを止めたのは４月以降で４件、そのうち１月が３件となっております。これは院

内の入院患者が 232人を超えたからですが、救急車を止めても、自己来院し、入院される場合もあるか

らです。また、帰れる人は帰ってもらうというのは、退院調整の係の者が頑張ってやっておりますが、

それでも夕方 4 時 15 分の時点で 232 床を超えている状態で、自己来院されたり救急搬入された場合、

受け入れることだけならできます。ただし、今入院されている方の安全は保障できなくなります。看護

師の数も決まってしまっているので、入院されている方の安全を確保するためにやむを得なく救急車を

止めているのです。月に 7.5件受け入れができていない原因も救急部会にて検討しておりますが、心肺

停止で来院された患者さんの対応をしている時に、新たに救急搬入されても、先の患者を放っておくわ

けにはいかないのでやむを得ず断っています。また、高速道路事故など最初から高次の病院に搬送した

ほうが良い患者さんは、当院に来ていただいている大学の救急の医師からも、最初から高次の病院に送

ったほうが助かる率が遥かに高くなるので、そうして下さいと言われています。また、かかりつけの医

師がいる精神科の患者様の場合はそちらに搬送してもらうようにしています。 

委員 

病院経営概況にあります数字で、入院は精神科除くとなっておりますが、23年度、24年度で外来で

は診療科の増減はないのでしょうか。 

 事務局 

精神科に関しましては職員 4 名から 1 名と非常勤 2 名ということで続けてはいますので、診療科と

しての増減はありません。 

 委員 

診療科の増減で外来の人数も変わってくるのが当然ですよね。その辺を気にされる方もいらっしゃ

ると思うので、外来の方も、精神科を除くといったようなもう少し正確な数字を出された方がいいので

はないでしょうか。 

 事務局 

精神科の影響で外来は 100 名ほど減っています。人数は確認することができますので、今後はそれ

も含めて報告できるようにします。 

 委員長 

  難しく考えなくても、わかりやすくしていただければいいだけですので、お願いします。 

 委員 

地域支援病院になるという事は大変なことで、そのための最初の条件の紹介率が問題となってくる

ようですが、どうしても大型連休になると市民病院に行ってしまうのですが、市民向けに広報活動を積

極的に啓蒙活動を行ってほしい。医師の信念として開業医も出来るだけ患者があれば時間外でも長く診

察するようにしたい。時間の許す限り診察を継続していきます。 

 院長 

ようやく単月でみると紹介率をクリアできる月もでてきましたが、どうして5月の連休、8月の連休、

1月の正月休みなど連休がある 3ヶ月は直接市民病院にこられることが多く、やはり広報活動が一番だ
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と思います。 

 委員長 

  広報活動の話が出ましたが、周知に関して今年こうやっていくというのはありますか。 

 事務局 

中期経営計画でも、地域のミニコミ誌などで広報活動を行っていこうと計画しています。市の広報

誌でも病院のページをもらいましたので、毎月そこで情報を発信していこうと考えております。昨年の

3月号に救急病院のあり方として大きく紙面をとってもらってＰＲさせてもらいました。今後も市民の

方から問い合わせの多いことなど、こちらから発信して広報活動をしていこうと思っております。 

 委員長 

県も広報に弱いですので、大変な作業ですが、なかなか市民には分かりにくい面もありますので、

受け取る側の目線で、どうしたらいいのか。まずはかかりつけの医師に診てもらってくださいと電話番

号を載せたりするのも大切だし、24 時間で県だと＃８０００番も拡充してやっていますし、そういう

のを全部一度に載せれば、いざというときそれを見れば大丈夫！というものがあれば良いのかと思いま

す。ぜひ受け取る側の感覚を考慮して、お作り頂きたいと思います。 

 事務局 

長年この病院で勤めていても、健康であればあまり患者の立場はわからないものです。行政職の者

でも、自分たちの住んでいる市街の役場に行って、羽島市と比較することはできても、ずっと同じとこ

ろにいるとそれが当たり前と思ってしまいますので、すごく重要なこともつい見逃してしまうこともあ

ります。その点を踏まえて情報を発信していけるようにしたいと思っています。難しい言葉ではなく、

身近なものを心掛けていきます。 

 市長 

現在の医療システムを市民に啓発していくというのは本当に難しいことです。例えば広報誌を見る、

読む、理解する、そして開業医に掛かって説明を受けて理解する、そのパーセンテージと全市民の割合

は極めて低いです。厚生労働省が掲げております病院と診療所の連携という形を少しでも広げるために

は乳幼児健診の時など保健センターにある機関誌で病気にかかった時、どういうふうにどこの病院に掛

かるかといったフロー図を載せたものを常時置いておき、若いお母さん方に周知する、または高齢者の

方には出前講座などで職員が説明するといった、対面した形で説明しませんと、広報誌やホームページ

を見るというだけでは限界がある事なので、そのことについては努力させていただきます。もう一点、

問題になりました、減価償却費と収益の問題は、過去数年間、市の財政状況は極めて厳しいので、医療

機器を購入せずにリース方式で計上している。例えば 5 年リースで 1 億円の医療機器を借り入れた時、

2,000万円ずつの費用が経費の方に加算される。減価償却は該当しない。近年の医療機器の制度により

まして経費が増えている。内部留保に繋がる形の減価償却は、大幅な施設改善を近年は行っておりませ

んので、増えません。そういう背景があることをご理解いただきたいと思います。 

 委員長 

他にございませんか？ 

 委員 

開業医からの紹介ということでは、私も過去に結核を患ったときに開業医さんから完全に治すため

に半年の入院を勧められましたが、同室には 10年 20年入院をされている方がおりました。その方たち
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には、入院先を紹介した開業医さんは神様のような人だと言われました。その時は意味がわからなかっ

たのですが、開業医さんにずっと頼って、結果 10年 20年の入院を強いられることになる場合もあると

いうことが半年経って退院した時にわかりました。紹介とはいいますが、そういう問題も出てくるので

はないかと懸念しています。開業医の先生方の前で申し訳ありませんが、そういう心配をされる方もい

るということを参考までにお話しします。 

 委員長 

  その他はよろしいですか。 

 事務局 

今後の運営方針という事で少しお話させていただきます。先ほどからお話しています 2病棟 2階のＩ

ＣＵが 3 月末に完成し、医療機器は平成 25 年度の予算で整え、ＩＣＵは 7 月の開始を目指しておりま

す。その際に、個室の要望がかねてから多くありましたので、病床の構成を変えまして、個室を少し増

やします。病床数は２病棟２階で 35 床、271 床という数は変わりません。支援病院というのは年間の

平均で紹介率６０％逆紹介 40％ですので、平成 25 年度中では難しいので平成 26 年度中の取得を目指

しております。平成 25年から 29年の市民病院中期経営計画ですが、冊子を作成し、出来上がりました

ら委員の皆様にも配布しますので、よろしくお願いいたします。以上事務局からの方向でございます。 

 委員長 

それは計画が議決される前にこちらに見せていただいて、皆で検討をするということですか？ 

 事務局 

中期計画作成委員というものを組織し、監査法人トーマツとともに作ったものをご提示させていた

だきます。その後、運営委員会のような審議会的なものをまた設立することになりましたら、その際に

はよろしくお願いします。 

 委員長 

皆様の方から他にはよろしいでしょうか？無いようでしたら、これにて羽島市民病院運営院会を終

わらせていただきます。皆様、ありがとうございました。 


