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羽島市民病院運営委員会 

議事録 

 

開催日時：平成 26年 2月 24日（月）14時 00分～15時 30分 

開催場所：診療棟 3階 講義室 

【出席者】 

 （委 員）知識経験者            山田 優 （岐阜県議会議員） 

      知識経験者            安田 孝司（羽島市議会議員） 

      知識経験者            花村 妙子 

      知識経験者            豊島 信征 

      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 

      医師会の推薦した市内の開業医   小川 昭俊 

      医師会の推薦した市内の開業医   河合 清隆 

      医師会の推薦した市内の開業医   黒田 淳 

      市及び病院を代表する者      河出 弘行（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、長井孝太郎副院長、大宮史朗副院長兼薬剤部長、岩田泰夫事務局長、 

      時吉鈴美看護部長、小島三紀副看護部長、堀 真人総務課長、岩越直孝医事課長、 

      大内義秋医事課主幹、兒玉浩敏総務課長補佐 

【欠席者】 

 （事務局）山田卓也副院長、澁谷昌克総務課経理係長 

 

【事務局】 

 これより平成 25年度羽島市民病院運営委員会を開催します。 

 委員の皆様方には、ご多忙のところご出席を賜り厚く御礼を申し上げます。 

 委員の皆様方のご紹介はお手元の資料 4枚目、羽島市民病院運営委員会名簿によりご紹介とさせていただ

きます。また、本日の出席者につきましては、資料の 2枚目の席次表にてご報告とさせていただきます。 

 それでは開催にあたり当院開設者松井羽島市長がご挨拶を申し上げます。 

【羽島市長挨拶】 

 羽島市民病院運営員会開催をいたしましたところ、お忙しい中に関わりもせず、ご臨席を賜りましてまず

もって厚く御礼申し上げます。 

  本日のレジメの 3枚目でございます、資料 1に従いましてこの会を開催することでございますが、諮問

案件につきましては、本日は該当がないことを予めお断り申し上げるところでございます。 

 ご案内のとおり、羽島市民病院中期経営計画についてという重要な議題につきまして、ご審議賜りますこ

とから 25年度初年度といたします計画の内容につきまして皆様方からのご意見を伺いたいと存じますの

でよろしくお願いを申し上げ開催にあたりましての私からのご挨拶とさせていただきます。 

【事務局】 

 本日の運営委員会はお手元にお配りしました資料 3枚目の羽島市民病院運営委員会規則第 6条の規定によ
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り市長が招集させていただきました。 

 また本日の委員会は、委員の方々の過半数を超える出席、全員出席という事でございますので同規則第 7

条の規定を満たしておりますので会議が成立しますことをご報告申し上げます。 

 なお、この委員会への傍聴につきましては、3名の方からの申し出がございましたので、傍聴席にてご着

席願いたいと思います。 

 また、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ので、審議内容につきましては後日ホ

ームページ等で審議要旨を公表いたしますことを申し添えます。 

  それではただ今から委員会を始めたいと存じます。議長の選出につきましては、羽島市民病院運営委員

会規則第 5条にございますとおり、委員の互選によって定めると規定されております。議長の選出につい

てどのようにしたらよろしいか委員の皆様方にご意見を伺いたいと思います。 

【安田委員】 

 事務局側ありましたらそちらでやってもらったらいかがでしょうか 

【事務局】 

 ただ今事務局方でとのご意見がございましたが、事務局からのご提案ということでご異議ございませんで

しょうか。 

【委員】 

 異議なし 

【事務局】 

 ご異議がないようですので事務局から指名の方をさせていただきたいと思います。 

 それでは事務局案といたしましては、議長に羽島市副市長河出弘行様にお願いしたいと存じますがよろし

いでしょうか 

【委員】 

 異議なし 

【事務局】 

 ご承認いただけましたので河出委員さん宜しくお願いいたします。 

【議長】 

 副市長の河出でございます宜しくお願いいたします。 

 それでは、これより議長を務めさせていただきます。 

 本日は 3名の方から傍聴申請がございました。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市議会等の会議の公開に関する要綱第 8条の規定に

掲げる事項を遵守していただき会議の円滑な進行にご協力をお願いいたします。 

【事務局】 

 本日の会議資料確認 

【議長】 

 それでは議題に入ります。 

 議題 1 羽島市民病院中期経営計画について事務局お願いします。 

【事務局】 

 事務局長岩田と申します。 

 お手元の資料 3－1、これにつきましては、羽島市民病院改革プランという事で総務省からの指示に基づき
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まして、平成 21年度から平成 24年度までの改革プランを打ち立てて決まりました。 

 平成 20年度に設定いたしました当初のものでございます。しかしながら最終 24年度収支均衡が図れない

という結果になりました。その結果をふまえまして資料 4－1 羽島市民病院中期経営計画なるものを昨年

度立てさせて頂きまして、平成 25年度から平成 29年度までの 5年間で最終年度に収支均衡を図るという

ことで立てさせていただいております。資料 4－2の中の財務指標でございますが、経常比率これを 100

以上、また職員給与比率、医業費用に占める職員給与比率等々職員数を含め中期経営計画の内容を一時的

に平成 25年度打ち立てさせていただきました。この中でその時点で決めかねておりました経営形態、未定

ではありますが取得できていない地域医療支援病院これらの取得につきまして今現在、今後ご検討を頂く

というところになります。 

  資料 4－3 地域経営計画の主だった主要の目標数値でございます。これらに全部付随しましてその下に

30のそれぞれの施策を設けてございます。それらの施策を目指し行った結果最終ここに挙げさせていただ

いております数値目標をクリアする平成 29年度経常収支比率の黒字化を目指すというところで中期経営

計画を昨年度末に議会の方に報告させていただいたところでございます。 

  ただ、この中期経営計画を打ち立てた中で、今後の検証を含めまして現在病院の経営も非常に苦しい厳

しい状況の中でございますので、来年度早々に羽島市民病院経営改善特別対策委員会を立ち上げさせてい

ただきまして、その中で収支の数値目標の検証を含め病院の経営形態、地域医療支援病院の取得等々をご

審議いただいて私どもに諮問をいただくというような流れで今後進めてまいりたいと考えております。 

【議長】 

 ただ今の事務局の説明につきましてご意見、ご質問がございましたらお願いします。 

【安田委員】 

 収支計画を出されていますけども、資料 4‐1、1,154百万の特別損益とありますけども、地方公営企業会

計制度改正に伴う、退職金の引当金や、賞与の引当金がここで積み上がるわけですけども、一時的にこれ

だけのお金を、赤字計上という形で積み上げていく形ですけど、資料 3－1、累積欠損額 24年度が 1,304,416

千円の数字になっておりますけど、これが資料 4‐1の純損益▲の数字を足したものが、平成 29年度に累

積欠損額が増えていくという考え方でよろしいですか。 

【事務局】 

 資料 4－1の平成 26年度の一番下純損益、1,196百万という数字のことかと理解させていただいているの

ですが、これにつきましては、地方公営企業法の改正に伴いまして特別損益を 26年度のみ、改正に伴う金

額を上げさせていただいております。従いまして 1,196百万と大きなマイナスの数字となっておりますが、

これらはあくまでも数字上だけのことでございます。 

【安田委員】 

 資料 3－1の累積欠損額の 24年度までの計画 1,304,416千円という数字が、資料 4－1損益目標で純損益

の▲575百万、▲217百万、▲1,196百万、▲136百万、▲64百万となっておりますけども、平成 29年度

までに累積欠損額が、資料 3－1の 1,304,416千万にプラスされていくとことですか 

【事務局】 

 若干意味合いが違いますが、資料 3－1の累積欠損金でございますが、例えば平成 24年度で言いますと純

損益－21,619千円という目標を改革プランの中では打ち立てさせていただいております。 

 平成 21年度以降もマイナスの数字が上がっております。これらを積み上げた結果の数字の欠損金が平成

24年度末では 1,304,416千円という結果に相成っております。 
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  ご質問の純損益の平成 26年度に挙げさせていただいております▲1,196百万はこの年度のみの公営企業

法改正に伴うマイナス金でございます。 

 

【安田委員】 

 予測として平成 29年度には累積欠損額が平成 24年度 1,304,416千円となっていたものが、平成 29年度

にはそれに毎年これだけがプラスされていくということですか 

【事務局】 

 その通りです。 

【議長】 

 その他ご質問はございませんでしょうか。 

【豊島委員】 

 中期経営計画を出されたのは今回が初めてですか。 

 そうであれば平成 25年度見込み額と目標値に相当乖離があるのが目につきますが、例えば経常収支とか、

経常損益とか 4－1、4－3の資料といった乖離が発生したその分析と対策、あるいは平成 26年度以降の修

正といったものはお考えでいますか 

  病院の最高経営者とは病院長ですか 

 そうであれば病院長のお考えもお聞きしたいのですが。 

【事務局】 

 今のお話は 2点に集約してよろしいかと思いますが 

 昨年作成いたしました中期経営計画の今年度の見込み額と目標値と乖離があると、これらとこれ以降の数

値を見直す関係の点と、病院の最高責任者の件という事で理解いたしました。 

 まず 1点目のことでございますが、先ほど申し上げました病院経営改善特別対策委員会を来年度立ち上げ

させていただきます。早急に立ち上げる予定ではございますが、その中で数値の検証をいただきまして、

それ以降の目標値を見直す事も含めてご検討いただく予定でございます。 

 また目標値等も変更があればこの場でご報告させていただきたいと考えております。 

  2点目の病院最高責任者ということは、羽島市民病院の開設者は羽島市長、病院長は施設管理者という

立場になりますので、おっしゃられる通り責任者は病院長という事でご理解頂けるでしょうか。 

【豊島委員】 

 もう 1点、県内には他市町村で市立病院が多々ありますが、そういったところの経営状況等も比較してい

るところがございましたらお聞かせ下さい。 

【事務局】 

 他市町村、岐阜市、大垣市、土岐市、中津市、美濃市のそれぞれの市民病院さんの経営状況等については、

私どもの方で把握はできております。ただ、それらは全てにおいて決算としての数値ですので、平成 25

年度の数値については正式には把握できておりません。平成 24年度末までの数値については確認が可能で

ございます。 

【松井聡羽島市長】 

 ご質問の中で抜けておりました、どのような分析に基づいて現状を把握しているのかというご質問があっ

たと思います。実は昨年 12月 12日付けで私から市民病院大角院長宛に市民病院経営状況の改善について

という文章を送達しております。この中でＩＣＵ開設手続きが遅れたこと、2点目病床稼働率が好転しな
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いこと、3点目人件費率が他の公立病院に比べて高いこと、4点目物品費等の支出が増加していること等に

つきまして市民の方及び議会からも病院経営が注目をされている昨今、今回の事態を重く受け止め早急な

る対応を求めるという文章を送達いたしました。 

 その結果先ほど事務局長が申し上げています通り、病院経営の抜本的な改善と、資料 4－1等でお見せいた

しました、昨年度算定いたしました平成 25年度から平成 29年度の収支計画につきましても、乖離がある

とご指摘の通りですので見直しが必要である。 

  本日も午前中に政策会議で財政当局を含めまして病院長にもお越しを賜りその原因分析等を私どもも始

めているところでございます。そのようなところから、平成 23年度以降今回のような状況に乖離が生じた

状況につきましても複数の原因がすでに判明いたしておりますところから、今後そのあたりにつきまして

も病院サイドを中心とし、メスを入れていただきたいとお願いをしているところでございますのでご理解

をいただけるとありがたいと思います。 

【議長】 

 その他ご質問等ございましたらお願いします。 

【事務局】 

 中期経営計画ですが、本日はお手元にお配りさせていただいておりませんが、お手数ではございますが、

市民病院のホームページからご確認いただけるようになっておりますので、ページ数が 40ページ程になり

ますがご確認いただけましたら幸いです。 

【議長】 

 その他意見等ありましたら 

【安田委員】 

 減価償却費と経費の関係で、13億程が減価償却費と経費で使われている事を感じておりまして、平成 24

年度までもそうでしたが、平成 25年度から平成 29年度までも損益目標を見ますと 13億位ありまして、

途中から減価償却費が減りまして経費の方が増えていくという、いわゆるリースの機械が増えたという話

を議会で聞いた記憶がございますけれど、この損益目標で言いますと減価償却費が 252百万位で継続して

います、経費も 1,100百万台で推移していく予測ですけど、平成 16年位に建屋を立てて減価償却費が上が

っていったという状況の中から、予測する建屋をあまり直さず、リースの設備を増やさないという方向性

はどうかとお聞きしたいです。 

【事務局】 

 病院の経営が非常におもわしくない中で、本日午前中も政策会議の中で松井市長の方からお話を賜ったの

ですが、以前は診療棟の改築、リース医療機器の新規導入等も検討はしておりますが、なかなかこの経営

状況の中で進めづらいというところもございまして、こんな数字になっているところでございます。 

【松井聡羽島市長】 

 今のご質問に対してお答えいたしますが、減価償却費は安田委員がおっしゃる通りでございまして、従来

の会計基準といたしまして物を買わなければそのリースもある。減価償却に計上できないということです。 

  本日事務当局に確認いたしましたら新たな会計制度の導入ということで、欄外にも書いてございます退

職手当引き当て制度等の導入と時を同じく、今までは賃借料等で会計処理をしておりました医療機器等の

借り上げにつきまして、リースにつきまして今後は償却資産の方に計上するという帳簿の制度改正もある

ということでございますので、そのあたりについては御認識いただければありがたいと思います。 

 ただ、局長が申し上げました通り前院長さんからの必要事項という事で、診療棟に関する外来患者様を中
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心とした動線の設定と、より安心して診療を受けられるとか、環境整備とか、かなり老朽化しておる駐車

場のリニューアル等につきましては、なかなか年度計画の中で計上するような財政状況にまではいってい

ない。そのあたりにつきましては局長がお答えしました通りでございますので御認識を賜れればありがた

いと存じます。 

【山田委員】 

 資料 4‐3、中期計画の中で 1日当たり入院患者数が、26年、27年以降そんなに増えておりませんが、即

日入院救急患者数が 26年度から 27年度にかけましては倍増にはなりませんが一気に増えているという事

は、救急医療体制を確立し病床を増やすということでよろしいでしょうか 

【事務局】 

 現在の中期経営計画の中でご指摘の 1日当たりの入院患者数はさほど大きな変動はないですが、即日入院

救急患者数は平成 25年度 720人、平成 26年度 840人、その後の平成 27年度以降が 1320人と非常に大

きな数字になっているというお話かと思います。これにつきましては、即日入院救急患者数は抜粋でして

わかりにくい資料で申し訳ございませんが、その下にはいくつかの施策を設けてあります。その施策の年

次計画によってこの数字を出しているということでございます。 

【山田委員】 

 先ほど駐車場の 2階に車を止めさせていただいたが、下が網になっていて歩きにくく、特に女性の方でヒ

ールの方は歩きにくいのではないのかと思いました。 

【事務局】 

 駐車場の関係ですが、早急にでも修理をしたいところでございます。ただ、理由にはなりませんが経営状

況を考えて抜本的に行いたい。現在ゴムマットを敷かせていただいております。歩いていただく部分につ

きましては対応させていただいております。病院職員（管理）2名が自分で修理をするということで経費

節減をしながら行いました。一斉に全部変える事はできませんので、修理をしながら進めておりますので

ご理解いただきたいと思います。 

【議長】 

 私の方から一つ質問させていただきます。 

 先ほどから事務局が申しております平成 26年度から経営改善特別対策委員会を発足するとのお話でした

ので、これに関しまして流れ、今後の予定をご説明いただきます。 

【事務局】 

 経営改善特別対策委員会の案でございますが仮称でございます。来年度 4月以降早急に設置をさせていた

だきます。委員の皆様の構成につきましては、学識経験者を有する方、経営コンサルとか会計士の方を考

えております。医師会の先生方の中から代表される方をお願いしたい。市及び病院を代表する方というと

ころで構成させていただきたいと考えております。それにつきまして準備委員会なるものを市側と病院側

だけで 2月に一度行わせていただいて、4月に入りましたらそれぞれのところにお願いに参りたいと考え

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

【議長】 

 議題２ 病院運営について事務局説明をお願いします。 

【事務局】 

 資料の 5－1 年度別入院外来の患者数の推移、平成 20年度から平成 24年度まで、また 25年度の 1月末

までの数値を出させていただいております。入院患者数につきまして平成 20年度は 87,056人、24年度ま
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では 74,190人、今年度は 57,065人若干ですが目減り傾向にございます。ただし、精神病床を除いた一般

病床で申し上げますと平成 20年度は 72,911人、平成 24年度は 74,115人、今年度は 57,065人という状

況でございます。外来につきましては患者数平成 20年度 186,951人、平成 24年度 155,959人、今年度 1

月末では 127,123人これも減少傾向にあるという状況です。精神科を除く診療科につきましても、平成 20

年 176,467人、平成 24年度 148,881人、今年度 1月末までは 120,664人という状況になっております。 

 資料 5－2 年度別の救急患者の推移です。救急医療センターの中で受診をさせていただいた患者様 

 平成 20年度は 18,494人、平成 24年度 17,563人、今年度 1月末までは 13,822人という状況です。 

 その中で入院していただいた患者様、救急にかかっていただいて入院の割合、平成 20年度 7.68％、平成

24年度は 9.58％、今年度 1月末までは約 1割超えの患者様に入院をいただいております。 

 救急車搬入の数ですが、平成 20年度 1,902名、平成 24年度 2,014名、今年度 1月末まで 1,573名です。

救急車で来られて入院の割合ですが、平成 20年度 28.18％、平成 24年度 37.64％、今年度 1月末まで 37.76％

です。まず私どもの方でお願いしております救急の適正なる受診をお願いしているところで、救急患者様

が減っている中でも入院される患者様の割合が徐々に増えているというところで市民の皆様にご理解をい

ただきつつあると認識をしております。 

 資料 6 今年度紹介率、逆紹介率の紹介患者様です。左の紹介率ですが、4月から 1月末までの合計を 40.7％

というところまで紹介率は来ております。逆紹介率ですが、60.9％まで来ている状況です。 

 現時点の地域医療支援病院認定の基準であります 40％紹介、逆紹介が 60％以上というのは、現時点では

一応クリアしておるところまで来ています。これは医師会の先生方の色々なお力添えの結果と感謝してい

るところでございます。ただ今回の診療報酬改定の中で地域医療支援病院のハードルが 10％ずつ上げられ

るというようなところに状況を把握している中でさらに上積みが今後必要になるという認識で頑張ってま

いりたいと思いますので、何卒医師会の先生方のご理解をいただきたいと思います。 

【議長】 

 ただ今の案件ご意見、ご質問がありましたら 

【岩佐委員】 

 公立病院というのは利益だけを優先するのではなく、不採算部分もいっぱいある、また市民にとっての大

事な部分だと思うのですが、資料 5－1を見ておりますと、精神科は入院がなくなり外来だけになりました、

どうも逆に効率が良くなっているように見受けられます。経営にとっては非常に良いのですけれども、我々

市民、開業医からみると精神科で入院したいような患者様が他の市町村へ一生懸命お願いするという形が

あります。これはやむを得ないことなのですが、このような事実があるという認識をしていただきたい。 

  外来の患者数が減っているように見えますけど、外来での実収益、入院での実収益は全然違うものであ

って、外来は経費がかかって、人件費もかかってあまり収益は上がらない。軽症なものは開業医で診てと

いう方針の中でこのような結果が出ていると思います。 

 連携パスという形で日頃は開業医で診て、3ヶ月、6ヶ月に１回検査の必要な人は病院へ紹介状を書いて外

来でお願いしている形をしていますので、数は少なくても収益は上がる様な形に徐々になっていると把握

しております。医師会側から補足の形でさせていただきました。 

【議長】 

 その他意見ありますか 

【河合委員】 

 結核病床のことですが、10床計上されておりますけど実際入院はどうなっていますか 
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【事務局】 

 結核病床につきましては当院 10床保持しておる状況ですが、現在休床ということで運用はいたしておりま

せん。 

【河合委員】 

 運用予定は、見通しはないのですか 

 

【大角院長】 

 10床持っているのですが、ここ 10年以上入院の実績はありません。病院としては 10床を返床したいので

すが、県の方から数字だけ持っておいてほしいと言われていますので、形だけ残している状況です。 

【河合委員】 

 入院がきっぱりできませんと言われているので病床が 0だと思っていたのですが。 

  外来の患者数ですが、処方日数を増やしましたところ、実質的な患者さんの数が減ってきてしまいまし

たけれども、病院の外来の処方日数は平均が出ているのでしょうか。 

【大角院長】 

院外処方する前は 1ヶ月処方でした。現在は平均で 2か月処方です。中には安定しているような人にはそ

れ以上処方することもあります。病院も先生の所と同じように外来の患者数は減っているという事です。 

【河合委員】 

 処方日数で外来患者さんの見かけ上は減っている、ただどのくらい収益が上がっているのかはまた違う話

かと思います。 

  5年前 900位患者様を紹介していたのですが、（河合胃腸科クリニックとしては）羽島病院さんには 400

～450位紹介させて頂いていたのですが、最近統計を取っていないのでいくつかはわからないのですが、

症状が安定していて長期障害という患者さんに関しては開業医に紹介していただいてもいいような場合が

ある。 

 脳外科の先生が高血圧の治療だけしている等、聞いてみると不思議に思うケースがある。逆紹介がもう少

し多くなってもいいのかなと思います。 

  うちのクリニックで検査すると一定の確率で悪性疾患が見つかるのですが、どちらに紹介しましょうと、

基本的には患者さんや家族の意思を尊重して決めるのですが、地元に住んでいるので羽島病院で何とかし

てもらえるかとお伝えするのですが、やはり他に行きたいと言う患者さんがいらっしゃいます。理由で出

てくるのが、ドクターの技術レベルという事が一番問題で多いのですが、スタッフの対応が以前嫌だった、

家族で色々嫌な思いをしたと聞くこともあります。民間の病院だと患者さんを紹介してどうでしたかとア

ンケートを求めてくるときもある。 

 病院のスタッフさんもベテランになってきていると思うので、それなりにやっていただいているのはわか

るのですが、入院中に嫌な事があったとよく聞きますのでその辺りを真摯に受け止めていただいて改善す

るといいかと思います。 

【事務局】 

 スタッフの対応というご忠告いただきましたが、当院でもご意見箱を設けておりまして、スタッフの対応

のご指摘も若干頂いているところもございます。 

 そういった患者様に是非とももう一度羽島市民病院に来ていただいてみて頂きたい。一部の職員でそうい

った対応をさせて頂いた事に実際にあったかとは思いますが、また改めて当院をご紹介いただけるとその
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方には分って頂けるのではないかと思っておりますので、是非ともまたご紹介いただけるとありがたいで

す。 

【田中委員】 

 救急車の件ですけど、以前聞いた頃は羽島市で動いているほとんどが市民病院に来ている時もあったと思

うのですが、最近は大垣市民病院に回されたとか、希望もしていないのに松波に行ってしまったとかいう

患者さんがいるのですけど、市民の病気、怪我は第一には市民病院で 100％受け入れる体制で、次に大垣

市民病院や、県医療センターや大学病院へ回すといった体制をとらないと、中期経営計画、紹介、逆紹介

にもかかってくると思いますがどうでしょうか 

 

【事務局】 

 救急車につきましては昨今新聞のチラシの方でも拝読させて頂いているのですけど、消防の方に確認した

数字というのはご報告の通りかと思います。中身を消防に問い合わせし、精査した結果でございますが、

ご家族のご意向で松波さんとか、他院へとかあるようです。原則は羽島市の消防については羽島市民病院

へ搬送するという原則でやっていると、その中で一部他をご希望される場合はそのようにしている。 

 もう一つは、2次、3次の棲み分けをしておりますので、その辺りは医師会の先生方も御承知かとは存じま

すが、大垣市民、大学、県病院等へ搬送させて頂いているケースも中には含まれているのでご理解頂きた

いと思います。 

【田中委員】 

 前にもそんな話はあったと思いますが、市をあげて救急車の搬送の分析をされて本当に 2次 3次の棲み分

けだけで実際行われているのか調べたらどうでしょうか。 

【松井羽島市長】 

 救急救命士等の意見交換会というのが当救命センターで随時行っております。その辺りを含めまして一連

に属したデーター解析をいたしませんと、一般的には本当に部分的な事柄が非常に大きく喧伝されること

も事実ではございます。そのことも含めまして私の方からも消防の方に意見調整とデーター交換をするよ

うな指示をしていきたいと思います。 

【花村委員】 

 病院の食事についてお伺いをしたい。 

 病院の中で試食などは行われているのでしょうか。 

 管理栄養士さんがきちんとされているのでカロリー、栄養もなどもきちんとなってはいると思うのですが、

ちょっとと思う食事でしたので、職員さんとかが試食をしているかお聞きしたいです。 

【大角院長】 

 1日に 1回検食がありまして、医師もしくは看護師が必ず検食を行って検食簿にチェックは必ずしており

ます。 

【花村委員】 

 そのチェックは何のチェックですか 

【大角院長】 

 項目は副食についての味付けとか、色合いとか温度が適当であるかとか 5項目程あります。 

 昼は医師と看護師、夕食は当直の看護師が必ずチェックしております。 

【花村委員】 
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 味は人それぞれですが、私の父の場合は腎臓の病気だったので確かに味が薄いのは仕方がないとは思うの

ですが、具体的に言えば、ほとんど毎食ゆで卵だった。おかゆのおかずにゆで卵がほとんど（ほかにもお

かずはありますが）毎晩出ていて、味もなく・・・ただ、同じ卵料理にしてももう少し工夫があってもい

いのではないかと思いました。 

 私も入院しておりましたが、食事制限はなかったのですが、朝昼晩になると飽きてしまう。もちろん努力

されているのはわかるのですが、もう少し改善の余地はないかなと思いました。 

【大角院長】 

 実は私も昨年 1ヶ月ちょっと入院していたのですが、ずっと病院食を摂っておりました。3週間目くらい

で飽きてくる感じの傾向がありました。今日せっかくお聞きしましたので栄養士に伝えたいと思います。 

 

【岩佐委員】 

 羽島市には羽島市民病院はなくてはならない病院だと市民として思います。そのために経営改善が必要と

いう話が出ているのですが、その中で経営改善に繋がるものは地域医療支援病院を目指すと、そして取得

をすることが第 1、そしてもう一つは国の方が施策として救急に対する保険点数なんかは上がっていると

思うのですが、地域医療支援病院を目指す対策、その中にはクリアしないといけないのが紹介率と逆紹介

率だと思うのですが、それを経営改善特別対策委員会で、おそらく紹介率がなかなか上がらない理由とし

ては、休日とか時間外に医師会がやっております休日診療で診れる軽症の患者さんが直接羽島市民病院に

行っている傾向がかなりある。そのような対策や、先ほどありました 2か月、3か月処方するような安定

した患者さんは逆紹介する形で率を上げるといった対策が必要だと思います。後は救急で分析をして救急

の方に力を入れていただくと。中核病院として救急はなくてはならないものなので、これは開業医ががん

ばっても重症の患者さんは市民病院でしか仕方がないことなので。 

【松井羽島市長】 

 平成 24年度と 25年度の1月末までの累計数値での比較で、入院患者様が累計で 25年度が 24年度の 92.2％

で 1日平均 186.5人の方の入院していただいている。ちなみに前年度は 202.4人です。 

 外来患者様ですが 25年度 1月末までの累計が対前年度比で 97％という状況です。外来患者様 25年度が 1

日平均 620.1人、24年度は 636人という状況です。一方医療収益の関係ですが、入院収益対前年度数値の

みで本年度 1月末現在で対前年度同時期が 94.2％、外来収益は 103.5％です。入院収益は外来収益の約倍

ほどございますので、状況が非常に厳しくなったのは入院収益の減少と、入院患者数の減少だと思ってお

ります。 

  当院において医療費用面を見ますと、給与費というのは対前年度比で 103％、経費 107.2％という費用増

が経営要因の圧迫となるところと理解をいたしています。 

 全国の自治体病院の中で 1割弱ですが黒字経営のところもございます。お隣の岐阜市民病院は一般会計の

繰り入れが 16億で 4億の黒字、差し引き 12億は赤字になります。財政規模によっても違いますが、中央

厚生にも認められています国からの病院運営に関しての資金、特別交付税に関する資金の繰り入れをいた

しております。そのような関係で努力をしているのは事実ではございますが、なかなか事がうまくいかな

いという事で、様々な角度から今後は病院改善に向けて努力をしてまいりたいと考えておりますのでご理

解をいただけると幸いでございます。 

【議長】 

 救急の分析が必要だというお話が 2件ほど出てきたのですが、可能なのでしょうか。 
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【松井羽島市長】 

 救急との意見交換会はすでに行っています。 

【議長】 

 紹介率と逆紹介率の関係が経営改善には必要ではないかというご意見ですけど 

【事務局】 

 当然ですけど、地域医療支援病院の認定要件 40％、60％、まだ正式ではございませんが、来年度以降 50％、

70％になる見込みですので、地域医療支援病院の認定を受けるには紹介率、逆紹介率のアップというのは

必須だと考えております。 

【田中委員】 

 職員給与比率が 25年度 56.3％で、私が見ている資料で民間病院が 51％、公立病院（黒字病院）52.3％、

公立病院上位 2分の 1が 53.6％の数字が出ていますが、この高い給与比率で経営的に安定とか黒字化とか

はとても難しい、神業みたいに思えるのですけど、実際はどう考えているのですか。 

【松井羽島市長】 

 全国自治会病院の中での平均値は 54％が人件費率です。 

 これだけの高い人件費率になった要因が、平成 23年度以降ですが、それ以前から公立病院につきましては、

国立病院に準じた形での当直関係の支給を行えと準則がございました。労働省がらみのお話の中で、実際

に国立病院並みという規定ではなく、労働に属したものについては支給するのは当たり前であるという形

での取り扱いに変更になりました。端的に言いますと、当直勤務というものはあくまで決まりきった定型

的な勤務形態をいうのであって、救急医療等に勤務をされる病院職員のドクター以下の方々の仕事は、当

直勤務手当には当たらずという解釈は 20年度以降行われたところでございます。それに付随して時間外勤

務手当というのが非常に多くなったということがございます。年間約 1億円の増加がございました。 

 その他、精神病棟の廃止の関係です。端的に申し上げますと、例えば 1億の収入があって 2億の赤字があ

るというあたりでの係数比較によっておそらく経営上の理由で精神病棟の返床したところでございますが、

現実的には収入 1億が０になりましたが、支出 2億が０になったわけではない。このあたりの見込みの誤

りが平成 23年度決算の時点から誤りがあったのは事実でございます。その他にもさまざまな要因がござい

ますが、一つはやはり人件費率を下げる方法や収入を増やすという事が簡単な方法でございます。 

しかしながらその方法について具体的に今何をというわけではございませんが、私が事務局長当時から監

査法人トーマツによります診療科別の原価計算を行った時期もございました。残念ながら中途で中断いた

しましたが、そういう形での経常計算についてはかなり精度が高い状況になっております。さらに今回は

具体的に民間病院等を黒字化にされた形での経営コンサルタントに入っていただく必要があるのでないか、

というあたりを含めて様々な施策を検討していかなければいけないと思います。 

さらに行政の責任者といたしまして軽々な事を申し上げる訳ではございませんが、過去後藤明彦院長が岐

阜大学からお見えになった時期がございました。この時にも当時羽島市民病院の経営が非常に厳しいとき

がございましたが、酒井市長さんの頃かと記憶をいたしておりますが、その辺りでのカンフル的な一般財

源投入ということもございました。翌々年以降経営が持ち直したという実績も過去にもございます。 

ただ今の状況が即そのような状況に合致をするものとは私も簡単に予測をする事はできません。 

一つは岐阜南部の医療圏の中で松波病院さんが非常にパワーを増しておる状況の中で、羽島市民病院が市

民の方の医療ニーズにそくした形で病診連携をより強固にしながら収入の確保と安定的な医療の供給、こ

の 2点をバランスよくやっていかなければいけないこのようなコンセプトの中で、絶対に市民の医療拠点
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を潰すことなく存続させるという意思のもとで今後検討を進めてまいりたいと存じますので、できました

ら田中会長にもメンバーに加わっていただいてそのあたりのご示唆をいただければありがたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

【田中委員】 

 救急の事は前にこの会で時間外は正当に支払えといったが、その事については医者の方は看護師と違って

時間ダラダラ働かされて、5時まで働いて当直に入ってまた翌日も仕事をしないといけない、この体制を

医師にだけ強いている世の中で医師は被害者である。私が思うことは当直をしたら翌日の朝帰れるような

体制を病院が作ればある程度人件費が節約できると思う。それを働かせてしまうから時間外になってしま

う矛盾な病院になっているのですが、結局病院においては外来患者をある程度コントロールできるような

態勢で。どんどん増やしてしまえば当直明けでも働かなければいけなくなりますから、自分たちのパワー

に応じたコントロールできる外来患者数を築けば変わってくるのではないですか。 

【議長】 

 平成 26年度より始まります経営改善特別対策委員会で羽島市民病院の中期経営改革等を検証していくと

いう形でいいのではいか。 

  その他ございますか。 

 それでは議題 3 その他について何かありましたらお願いします。 

【事務局】 

 特別用意はしておりませんが、せっかくの機会ですし新しい委員さんもお見えになりますので、病院に対

するご意見を拝聴できればと思っておりますがいかがでしょうか。 

【議長】 

 何か総括的な問題で結構ですのでなにかございましたらお願いします。 

【山田委員】 

 実は私の姉でございますが、当病院の委託職員で電話交換をさせて頂いておりまして、姉が申しておりま

すのは電話を受ける窓口として患者さんからも関係者からも目に触れないという事で、電話の応対につい

ては真心こめて病院の顔になるという事で対応させて頂いておると聞いております。 

  地域の中核病院としてソフト面、ハード面で患者さんが安心していただけるような質の高い医療と安定

した経営をお願いしたいと思います。 

【議長】 

 その他ございますか 

 ないようなのでその他につきましては終了といたします。 

 以上をもちまして本日の案件は終了いたしました。 

 これをもちまして平成 25年度羽島市民病院運営委員会を終了いたします。 


