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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２６年２月１９日（木）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）市及び病院を代表する者       河出 弘行（羽島市副市長） 

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

      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       大角 幸男（羽島市民病院院長） 

 （事務局）松井聡羽島市長、山田卓也副院長、村瀬全彦副院長、岩田泰夫副院長兼事務局長、 

時吉鈴美看護部長、小島三紀副看護部長、堀真人総務課長、大内義秋医事課長、 

兒玉浩敏総務課長補佐 

 

【欠席者】 

 （委 員）事務局 大宮史朗副院長、今尾幸則診療部長、酒井勉診療部長 

  

【事務局】 

 ただ今より平成 26 年度羽島市民病院運営委員会を開催いたします。委員の皆様のご紹介につきまして

は、お手元の資料 2「羽島市民病院運営委員会名簿」にてご紹介とさせていただきますので、ご了承願い

ます。本日の病院の出席者としましては、お手元に配りました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であります松井聡羽島市長よりご挨拶申し上げます。 

 

【羽島市長】 

 大変お忙しい中にも関わらず、お運びを賜りまして厚く御礼申し上げるところでございます。本日は

３点の議題についてご提案を申し上げておるところでございます。「羽島市民病院中期経営計画の進捗状

況」並びに「病院運営全般」について、そして「その他」の３点でございます。 

 当院の現在の状況につきましては、インフルエンザの流行によりまして満床に近い状況にて推移をし

ているところでございます。そのような関係もございまして、昨年度に比べて若干経営状況が好転致し

たところでございます。また、院長以下の不断の努力によりまして、地域包括ケア病棟の開設等が病院

の経営にプラスになっております。そのような中、医療制度改革の全般的なる有識者の指標等を書物等
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で拝見いたしますと、当院が導入致しております７対１看護の対象診療科についての若干の是正等々が

行われるという状況があり、今後、制度改正に伴う影響の補足が緊急の課題だと考えておるところでご

ざいます。このあと順次、事務担当からこの案件の説明を申し上げますので、忌憚のないご助言、ご指

導をお願い申しあげまして開会にあたりまして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羽島市民病院運営委員会規則第６条の規定により市長が招集させていただきまし

た。本日の委員会は委員の方の過半数を超える出席をいただいておりますので、同規則第７条の規定を

満たしておりますので、会議が成立することをご報告申し上げます。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、後日ホームページ等で審議内容を公表いたしますことを申し

添えます。それではただ今より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、委員長が議長になると規定されております。当委員会の委

員長であります羽島市副市長 河出弘行様に議長をお願いしたいと存じます。よろしくお願い致します。 

 

【議長】 

 円満な運営に努めますので、皆様のご協力よろしくお願い致します。 

 本日の傍聴人の方は１名です。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条に係る事項を順守していただき、会議の円満な進行にご協力願います。 

 それでは議事に入る前に改めて会議資料の確認を行いたいと思います。事務局からお願いします。 

 

【事務局】 

 本日の資料のご確認をさせていただきます。まず、本日の会議次第に続きまして、委員会の席次表、

資料１羽島市民病院運営委員会規則、資料２委員会の名簿、資料３－１、３－２、３－３で中期経営計

画進捗状況、資料４で紹介率・逆紹介率の資料となっております。以上、不足等ございましたらご連絡

いただきたいと思います。 

 

【委員長】 

 ご確認いただけましたでしょうか。それではこれより議事に入らせていただきます。議題１「羽島市

民病院中期経営計画について」事務局お願い致します。 

 

【事務局】 

 それでは中期経営計画の進捗状況についてご説明させていただきます。まずは資料３－１の説明にな

ります。この資料は病院の損益状況を目標値、実績値、見込値で表にしたものでございます。このうち、

平成２５年度実績値および平成２６年度見込値についてご説明させていただきます。 

 平成２５年度実績につきましては、入院収益が３億１０００万程目標額に届かなかったため、収入の

一番下の欄にある経常収益（Ａ）は目標額５９億１７００万に対して３億３６００万円少ない５５億８

１００万円でした。支出面につきましては、経常費用（Ｂ）６０億という事で、ほぼ目標値に近い状況

になりました。このため（Ａ）－（Ｂ）の経常損益（Ｃ）は、目標値より２億５０００万少ない４億１
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９００万円の損失ということになりまして、特別損益を加えた純損益は目標値より２億６０００万少な

いマイナス４億７７００万となりました。 

 平成２６年度について収入面においては、入院患者数や入院単価の増加が見込まれ、入院収益の方が

平成２５年度よりも大幅に増加しており、目標額との差額が１億８０００万円程少ない見込みで、経常

収益（Ａ）のところでも、１億６７００万円少ない５９億１６００万円となる見込みでございます。ま

た、支出面については、こちらの方もほぼ目標値と近い数字になる見込みで、経常費用（Ｂ）では８９

００万円少なくなる見込みでございます。このうち、支出面で医業費用の中の（３）経費では平成２５

年度と比べて２億３８００万円少ない９億３１００万円という見込みになっておりますが、これは平成

２６年度から適用されました企業会計基準の変更によるものでございまして、賃貸借いわゆるリース費

用が４条予算といわれる資産勘定のほうに移行したことによるものでございます。（４）減価償却費につ

きましては４億３１００万円を見込んでおりますが、リース機器の資産の減価償却分をこちらの方で費

用賦課をさせて頂いたことによりまして、前年度に比べて２億円程増加したことによるものです。こう

したことによりまして、平成２６年度の経常損益（Ｃ）はマイナス１億７３００万円で、目標額より７

８００万円少なくなる見込みでございます。また、この経常損益につきましては、平成２５年度と比べ

て２億４６００万円程赤字額が減少するという状況でございます。さらに特別損益を含む純損益はマイ

ナス１３億７８００万円となる見込みでございますが、これは企業会計の新基準を適用したことによる

ものでありまして、過去からの退職給付に係る引当金を一括して費用化したことが大きく影響したもの

でございます。この退職給付の引当金と言うものは期末時点で職員が全員退職したと仮定した場合の退

職金の額を費用化、引当したものであり、それが１０億８０００万円程計上していることによりまして

この１３億と言う大きな金額になったものでございます。 

 つづきまして資料３－２をお願いします。これは財務指数・病床数・職員数等について平成 22年度か

ら年度ごとに実績値を表したものです。 

平成 25 年度の経常収支比率については先ほどの資料３－１の経常収益（Ａ）を経常費用（Ｂ）で割っ

たものになりますが、９３％となります。職員給与比率は資料３－１の給与費（ｃ）を医業収益（ａ）

で割ったものになりますが、こちらは６９．９％、材料費率は資料３－１の材料費（ｄ）を医業収益（ａ）

で割ったものになりますが、こちらは２１．５％でございました。また、病床数では稼働病床や休床す

べて含めた許可病床は２８１床で、これは平成２４年度と変りはありません。看護配置基準も７対１で

変更は無く、正規職員数についても３０９人で平成２４年度と比べて少し増えております。 

 平成２６年度の見込値については経常収支比率が９７．２％、職員給与比率が５９．３％、材料費率

が２０．６％となる見込みです。病床数、看護配置基準について変更はございません。職員数も若干増

加し３１９人になる見込みです。 

 つづきまして資料３－３をお願いします。資料３－３については財務指標、経営状況等主要な指標に

ついて、また中期経営計画の主要施策の指標について目標値と実績値、見込値を比較したものです。 

平成２５年度では、経常収支比率は目標値より４．２ポイント少ない９３％。職員給与比率は目標値

より３．６ポイント多い６０．９％。稼働病床２３５床に対する病床利用率は目標値より６．７ポイン

ト少ない８０．９％。１日当たり入院患者数については目標値より１６人少ない１９０人。入院単価に

ついては目標値より３８円多い４７，５１４円。１日当たり外来患者数は目標値より４８人少ない６２

１人。外来の単価については目標値より５４７円多い１１，２９５円という状況でございます。入院単
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価、外来単価は上回っているものの、入院患者数、外来患者数が目標に届かなかったことから、入院の

収益が大きく目標に届かなかったという結果につながっているものでございます。 

 平成２６年度の見込みでは経常収支比率は９７．２％ということで目標値より１．３ポイント少ない

状況です。また職員給与比率は５９．３％ということで目標値より２．３ポイント多い状況です。稼働

病床２３５床に対する病床利用率は８４．４％ということで３．５ポイント目標値より少ない状況です。

また、１日当たりの入院患者数については１９５人ということで目標値より１２人少ない状況です。入

院単価については４９，９１９円ということで目標値より２，１６７円高い状況です。また、１日当た

りの外来患者数は６２５人ということで目標値より４８人少ない状況、外来単価につきましては１１，

５２１円という事で目標値より６２４円高い状況でございます。入院患者、入院単価が前年度より増加

しておりまして、収益が増加したことにつながるものでございます。目標値には届かなかったものの、

平成２５年度よりは若干良い状況という事でございます。 

 また、資料の下の表につきましては、中期経営計画の主要施策の目標値と実績値を比較したものでご

ざいます。平成２５年度初診紹介患者数は３，６９２人という事で目標値より１４８人少ない状況でご

ざいます。地域医療支援病院紹介率につきましては、紹介率の基準が平成２６年度から変更されており

まして、計算式が変っております。そのため、新基準、旧基準とふたつ表に記載させていただきました

が、旧基準では４０．８％ということで目標値より２．４ポイント少ない状況でございます。新基準で

計算しますと３８％という結果でございます。その下の逆紹介患者数については６，３５９人というこ

とで目標値にほぼ近い状況でございます。地域医療支援病院逆紹介率については６１．１％ということ

で目標値より９．９ポイント多い状況でした。初診患者数については１０，４１４人ということで、目

標の人数より１４６人少ない状況でした。即日入院救急患者数については５５８人ということで、目標

の人数よりも１６２人少ない状況でした。新入院患者数は目標値より４６７人少ない３，９５２人とい

う状況でございます。 

 平成２６年度の見込みについて、初診紹介患者数は目標値の４，０８０人に対して３，９００人とい

うことで１８０人少ない見込みでございます。紹介率については旧基準では目標値４６．１％に対して

４３．５％ということで２．６ポイント少ない状況です。新基準では４０．７％ということになってお

ります。患者数、紹介率ともに平成２５年度は上回っている状況です。逆紹介患者数につきましては５，

３７０人ということで目標値より１，１１０人少ない状況です。逆紹介率につきましても、５６．５％

ということで目標値より４．３ポイント少ない見込みでございます。初診患者数については９，５１０

人ということで、目標値より１，１７０人少ない状況です。平成２５年度比べても９０４人少ない状況

でございます。即日入院患者数は６００人ということで、目標値より２４０人少ないものの、平成２５

年度より４２人増えている状況です。新入院患者数は４，３０９人ということで、目標値より１２８人

少ない状況でございますが、平成２５年度と比較すると３５７人増える見込みでございます。資料の説

明については以上でございます。 

 

【委員長】 

 ご質問やご意見等ありましたら賜りたいと思いますのでよろしくお願い致します。 

 

【委員】 
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 数字の羅列で理解がしにくいのですが、平成２５年度と平成２６年度を比べると、病床回転数が多く、

患者が多くなっており、実質収入も増えているというように理解してよろしいのでしょうか。 

 

【事務局】 

 ただ今の委員のご質問のとおり病床利用率の上昇、１日当たりの入患者数の増加、入院単価の増加に

より、平成２５年度に比べて医業収益ベースで約３億弱の収入が増えることになります。 

 

【委員】 

 資料の３－３ですけれども、下の方の表ですが、即日入院救急患者数のところで平成２７年度以降急

に２倍近い目標値になっています。急に多く見込を立てる根拠は何かあるのでしょうか。  

 

【事務局】 

 ただ今のご質問ですが、手元にあります中期経営計画の内容を精査し、後程この委員会の中でご答弁

させていただきたいと思いますので、少々お時間をいただきたいです。 

 

【委員】 

 先ほどの質問と同じですが、ここに書いてある数字は何かに基づいて出されたのでしょうが、その根

拠についてどこかの会議で聞いているかもしれませんが、地域支援病院逆紹介率が平成２９年度に減っ

ていくとか、１日当たりの外来患者数もずっと増やしていくのかとか、この数字の根拠や方針をもっと

絡めて提示していかないとよく分からないと思いますがいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 中期経営計画にその根拠となるものが掲載されていますが、本日ご用意しておりませんでしたが、こ

れから中期経営計画をご用意いたしますのでしばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。そ

れを見ていただければご理解いただけるかと思います。 

 

【議員】 

 資料３－１で平成２５年、平成２６年と経営が良くなっているように見えますが、具体的にどんな点

がどのように改善されたから良くなったのか、概略を教えていただけると今後の参考になります。 

 

【事務局】 

 平成２５年度と平成２６年度の大きな違いは収益だと思います。特に入院収益が平成２５年度より３

億円程収益が上がっている。その他はほぼ前年並みで、費用についてもほぼ前年と同じにとどまってお

りますので、一番の要因は入院収益、つまり入院患者数や入院単価の増加によりまして経営が好転した

と思います。また、先ほどの市長のご挨拶の中でもありましたが、地域包括ケア病棟というものも立ち

上げましたので、急性期医療が終わった患者様のその後の自宅復帰へのつなぎの入院病床ができたこと

も収益増加に寄与しているものと考えております。 
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【事務局】 

 今の補足ですが、具体的な入院単価の上昇ということですが、ＤＰＣ係数は当院あまり変わりがあり

ませんので、出来高部分の上積みが多少あったという事で、それはＩＣＵの入院加算料とか救急の入院

加算料とか、そういうものが今年はたくさん取れているということです。入院患者数が少し増えており

ますが、これは地域包括ケア病棟の有効利用で、病床の入院状況をある程度コントロールできるという

ところで増えております。もちろん医師会の先生方のご紹介により紹介患者も増えておりますので、そ

ういう事をすべて含めて、一昨年よりは少し経営が良かったという状況でございます。それに加えて平

成２５年は病床の移動やＩＣＵの建設等があって、一部病床が利用できない期間が１カ月程ありました

ので、そこのマイナス分と先ほど述べたプラス分で現在の状況があると考えております。 

 

【委員】 

 地域包括ケア病棟の登録ですか。大体何人くらいの患者さんが登録されているのか教えてください。 

 

【事務局】 

 後方支援病院の登録の状況ですか？医療サービス課の職員がおりませんので、ちょっとわかりません。 

 

【委員】 

 分かればと思ったので良いです。医療サービス課は医師会とも密に連絡を取るので、本当はこういう

場にも出てもらえると良いと思います。僕はまだあまり登録していない気がするので、もっと登録をし

て、患者さんのお宅に許可を貰わなければいけないですし、それが面倒なので増えていないのですが、

他の先生方のところはどうでしょうか。 

 

【委員】 

 今の地域包括ケア病棟は最終的に在宅へ移行するという、または在宅に順ずる既定のある施設なので

すが、そういう所へ移動する率が８５％以上という規定があるので、在宅医療をやっている先生方は良

く利用していて、病院と非常に密に連絡が取れております。在宅医療で長くなると家族が疲労してくる

のと、在宅ではなかなか詳しい検査ができないのもあって、そういう所を一時的に２週間とか限定した

期間で入院をお願いしたりすれば家族もリフレッシュでき、療養も手厚くしていただけて、また在宅に

戻るという事で利用できるのは、今後の高齢化社会で、国の推薦している在宅医療にマッチした病棟で、

しかも病院の収益につながるとなれば今後も活用していくべきだと思います。また、ご指摘がありまし

たように、病院の大きな目標として、以前からずっと言われておる救急医療は、病院になくてはならな

いものですので、職員の方は大変だと思いますが、こちらの方に力を入れていただけると病院として良

い方向に向かっていると思いますので、喜んでおります。 

 

【委員長】 

 他によろしいですか。 

 では資料３－２にあります看護配置基準７対１について一般の委員さんもみえますのでご説明頂ける

とありがたいです。 
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【事務局】 

 看護配置基準と言いますのは、保険の適用の範囲で、入院基本料を頂く上で一番上の基準が７対１、

その下の基準が１０対１、もっと下に行くと１３対１という基準がございます。当院におきまして一般

病床は７対１の最高の基準を申請しております。先ほどからお話に出ております地域包括ケア病棟は１

３対１という基準でございますが、一般病床７対１というのは端的に申しあげますと、患者様７名に対

して看護師が１人必要と言う基準でございます。そういう基準をクリアして一番上の入院基本料をいた

だけるということでございます。 

  

 いま、お手元に先ほどお話しした平成２５年度から平成２９年度までの目標を立てさせていただいた

中期経営計画をお配りいたしました。先ほどの例を１つ取らせていただくと、２１ページをお目通しし

ていただきたいのですが、救急医療の関係で入院化率をここに記載させていただいております。最終目

標が即日入院救急患者数年間１，５６０人というのが平成２９年度の目標でございます。これは救急に

来られた患者さんが入院する割合を上げるという事で、端的な目標を立てたものですが、中期経営計画

の８ページが、その１，５６０人を目指すための施策でございます。これらの施策を順次行う事によっ

て、１０ページ下部の「主要施策に係る数値実績及び目標」という表を本日、資料３－３に抜粋して出

させていただいたのでございますので、そこに今年度の見込みを追加付記したものでありますので、中

期経営計画については平成２４年度に作成して、各議員等にお配りして、こちらの運営委員会の委員さ

んにもお配りしたという記憶をしておりますが、もし記憶違いで失礼に当たりますといけませんので、

本日追加で出させていただきましたので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

【委員長】 

 施策目標を掲げまして、その延長線上に出てきたのがこの数字だという説明でした。この施策をきち

っとやっていくと、この数字になりますよというような形になってきますね。ちょっと目を通すのに時

間がかかるかもしれませんが、よろしくお願い致します。 

 その他、ございませんか。それでは議題１はこのあたりにしたいと思います。続きまして議題２「病

院運営について」事務局説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 それでは、病院の運営の状況としまして資料４についての説明をさせていただきます。平成２６年４

月から平成２７年１月の紹介率および逆紹介率を表したものでございます。各月において紹介率は４

０％前後で推移しております。逆紹介率については、少ない月では４０％台、多い月で６０％台を超え

る月もありまして、１月までの合計で５５％という事になっております。なお、こちらの紹介率のパー

センテージにつきましては平成２６年度からの新基準での計算となっております。旧基準と新基準でど

こが一番違うのかと言いますと、日中の紹介状なしの⑨救急搬送患者数について、旧基準では分母の中

に含めて計算しておりました。また、分子の部分にはこれ以外の夜間の救急搬送患者数を加えて計算し

ておりますので、新基準と旧基準とでは２～３％ほど紹介率に違いが出てくるということになります。 

 その他の運営については、資料はございませんが、先ほどからお話ししている地域包括ケア病棟です

が、当院では平成２６年７月に１病棟４階にて運用を始めております。この地域包括ケア病棟は急性期
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の治療が終了して、病状が安定した患者さんに対して、効率的に質の高い医療を提供するものであって、

２８床の運用を行っております。通常は一般病棟で病状が安定しますと、早期退院を勧めているのです

が、自宅での療養に不安のある方であったり、社会復帰するためにもう少し入院治療を受けたい患者さ

んが、継続して療養が受けられる病床となります。今後は開業医さんと連携を図りながら社会復帰に向

けての自宅療養を支援していくためにこうした病床を設けました。 

 

【委員長】 

 さきほど、委員さんからも地域包括ケア病棟とういのは非常にありがたいという言葉がありましたが、

今後に関してどのような方針を持っていらっしゃるのかお願いします。 

 

【院長】 

 先ほどから話題になっております地域包括ケア病棟と地域医療支援病院の話ですが、私どもは地域医

療支援病院の取得を目指しておりましたが、紹介率４０％、逆紹介率６０％という私どもでも達成しや

すい数値目標に向かって邁進して参りました。病院経営の立場から言うと、紹介率４０％、逆紹介率６

０％では、どんどん患者は減っていってしまいます。平成２９年では地域医療支援病院を目指す上で、

数値を４０％、６０％ではなく紹介率を６０％にしていただこうということで、中期経営計画の平成２

９年度の紹介率の目標が６０％となっているのです。紹介率を６０％にするには、紹介患者が○○人、

逆紹介患者が○○人、それに合わせて救急の入院患者数が○○人と、平成２９年度の目標である紹介率

６０％に合わせて他の目標値も設定したので、先ほどご指摘いただいた数字が出てきたという経過です。

ところが、紹介率、逆紹介率を目指して中期経営計画を立てた後に、紹介率、逆紹介率の計算方法が昨

年度より変わりまして、４０％、６０％というのは当初の計算方法では達成できたのですが、計算方法

が変わったことによりその目標が困難になってきました。その上、地域医療支援病院を取得するための

目標値が５０％、７０％とそれぞれ１０％づつ上がり、私どもの病院にとって、地域医療支援病院を取

得するのが難しくなりました。計算方法がかわり、４０％あった紹介率が３０％台になりますし、地域

医療支援病院を取得するための５０％というのはかなり難しいのではないかと、改変当時は思いました

が、実際１年間やってみると紹介率の数字は上がってきておりますので、当初のまったく無理という見

通しから、すぐには無理ですが、長い目でみたら地域医療支援病院を取得するのを諦めるのはまだ早い

と私は思っておりますから、引き続きその目標は設定していこうと思っております。 

 現実的に、遠い目標ではなく近い目標として、病院経営を何とか立て直すにはどうしたら良いかを考

え、先ほどご指摘のあったように、目標にはまだ達していませんが、改善はしてきております。それは

先ほど申しあげたように、昨年度ＩＣＵを作って稼働したのが１１月でしたので、実質は５か月しか稼

働しておりませんでした。今年度は年度当初より稼働していますし、７月に地域包括ケア病棟を１病棟

４階に設置しまして、２８床で申請をいたしましたが、看護師不足の為、実質２４床から始めました。

現在は、無理を言って看護補助者を増やしてもらって、２８床から３０床で運用しております。７月よ

りこの地域包括ケア病棟を運用することによって、従来の亜急性病棟に比べて、１ベッド当たりの入院

単価は非常に高く、それが病院経営にとってプラスに働いております。また、羽島市には療養型の病院

はありません。これからは在宅で、地域の先生方と病院で協力して患者を診ていくというのが本来のあ

るべき姿だと思いますけれども、自宅で患者さんを看ている間に、その患者さんが悪くなって病院での
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治療が必要となるときがあるかもしれません。核家族化も進み、病院を退院してもすぐには家に帰れな

いことも十分考えられますので、長期療養の病床が無い羽島市においてこの地域包括ケア病棟は理にか

なったような病棟であると考えておりますので、今の２８床～３０床運用を１２月から４０床に申請を

し直しました。ただちに４０床運営をしたいのですが、看護師が足りない状況ですので、無理を言って

なんとか３２床運用していただくようお願いしております。４０床運用が出来るようになりましたら、

病院運営はかなり改善すると思われますので、それが私の病院運営に対する展望だと思っております。 

 

【委員長】 

 地域包括ケア病棟は病院にとっても患者さんにとっても良い方法ですので、是非推進していただきた

いと思います。その他よろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 高齢化社会ですので、お年寄りを対象とした病棟が出来ているのは大変良い事だと思っております。

ただ、羽島市内に出産のできる病院が１軒しかありません。市民病院に産科が無いというのはどうして

なのでしょうか。無くなった時のいきさつが私は全然分からないのですが、これからは高齢出産とかい

ろいろ問題のある出産も増えていくと思います。個人の病院では対応できない患者さんも出てくると思

います。それなのにこの市民病院に産科が無いのはどうかなと思いました。 

 

【市長】 

 周産期医療については県が計画を立てております。その関係で、産婦人科の医師を２４時間体制で当

院が配置しようと思うと、当然お休みをとってもらったり、８時間労働という制約もありますので、少

なくとも５名程度の常勤医が必要となってきます。それは医療界の当然のルールです。その一方、県内

で充足する産婦人科の医師の数は限られております。そのような関係から、当院のあります岐阜医療圏

の中で産婦人科を行う医療機関が県の方で限定されております。そのため当院から産婦人科医が引き上

げられたという事です。出産を控え、出産後のケアをする医師の数と患者さんとお子様の数を比較対照

され、例えば県病院であったり、著名な先生のいる病院に集中的に産婦人科医が投入された関連から、

当院が休診状況になったという事で、近い将来爆発的に産婦人科の医師が増える予測もありませんし、

県内の合計出生率は１．４３人ということから極めて厳しい状況にあります。羽島市の今年の新成人対

象者は７３５人でございます。出生者数は５５０人を下回っております。２０年間で１８０人以上出生

者が減っているという統計データがありますことから、どうしても偏った大きな医療機関にそういった

患者さんが行って頂くという不都合がおきております。そういう関係ですので、ご理解が賜れましたら

有りがたいと思います。 

 

【委員】 

 さきほど院長の話にありました地域医療支援病院の取得に関して、私も捨てては欲しくないと思いま

すが、資料４の紹介状なしというところの分析をされているのであれば教えてほしいです。分析されて

いないのであれば、紹介状なしの日中の外来患者４，８０９人いるわけですから、その人たちをどう動

かすかが紹介率や逆紹介率にかかってくると思うのですが、紹介状なしの人を紹介状ありにする方法に
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ついて、医師会といろいろな場で検討し合って、できるだけ紹介状有りの方に移動できるようにするの

が、紹介率を上げるための一番の施策だと思います。外来・入院共に紹介状なしで来院した人の分析が

あれば教えていただきたいし、無いなら、今後こういう所をしっかり分析していったらどうでしょうか。 

 

【委員長】 

 事務局、分析データはありますか。 

 

【事務局長】 

 紹介関係につきましては、当院では全て医療サービスセンターで集約しておりまして、酒井診療部長

が診察の為この場に来れませんのですぐに回答できませんが、ただどういった方が紹介状なしで来られ

ているのかはすべて把握しております。そのあと、出来る範囲でかかりつけの先生とか、直近でかから

れた開業医の先生とか聞きだしながら、後追いでお話を差し上げている状況でございます。細かい数字

は今手元に持っておりません。 

 

【市長】 

 医療サービスに絡む事ですので、医師はただ今診察中で来れませんが、事務担当者で分かる範囲のデ

ータを取り寄せます。せっかく先生方に来ていただいている大事な場ですので、全ての質問内容が充足

できるとは思いませんが、少しお時間を賜りたいです。 

 

【委員】 

 資料が届くまでの私の提案ですが、紹介状なしの外来についてはいろいろな方法があると思いますが、

患者さんはそういう情報をしょっちゅう目にしていないと忘れてしまうので、病院便りや広報に病院機

能の説明を書いて、「急性期病院はこういう理由で、ぜひ紹介状をお持ちください」と時々でも発信して

いただくのも方法の一つだと思います。 

 

【委員】 

 補足ですが、羽島市民病院に紹介した患者さんの受付はどうでしたか。一般の受付と一緒でしたか。 

 

【事務局】 

 紹介患者様の窓口がございます。 

 

【委員】 

 しっかり分かれているのでしたか。 

 

【事務局】 

 ちょっと迷われるかもしれません。一番奥になりますので若干見づらいです。 

 

【委員】 
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 最近、大垣市民病院から「紹介患者さんはこういう窓口ですよ」と、紹介をすると「こちらへ来てく

ださい」と、ちょっと特別扱いの様な感じで、「紹介状を持って行って良かったな」という感じになって

いる様ですし、民間の病院でも、「紹介状を持っていった患者さんはこちらにどうぞ」と特別扱いが増え

てきたような感じがします。紹介状を持って行ったメリットを目で感じられるようにすると良いと思い

ます。 

 

【委員長】 

 今のお話ですが、紹介状を持ってきた人にはメリットがあるようにというのは大変良いお話ですので、

窓口でもそのような扱いが出来れば、患者さんも良かったねという話になりますので努力をお願いしま

す。 

 

【事務局】 

 今のご意見を有りがたく受け止めますが、実際は紹介状を持ってこられた方には医療サービスセンタ

ーの方で診療科までご案内したり、優先的に診療を受けていただくなど、出来る範囲でやらせていただ

いております。ただし、窓口が奥にあるというのは物理的な問題ですので申し訳ありません。 

 

【委員長】 

 病院には案内される方、コンシェルジュはいないのですか。 

 

【事務局】 

 今はございません。ただし、窓口として総合案内はありますので、そこには看護師、事務職員、看護

補助者が待機しておりますので、そこでご案内はさせていただいております。実際にそういう役柄の専

門の職員はおりません。 

 

【委員長】 

 患者さんが増える一つの方法でもありますので、なるべくお願いします。 

 

【市長】 

 開設者が申し上げることではありませんが、委員である院長も、副院長も、もっと前向きな答弁をし

ろというお顔つきでございます。まず１点は診療棟入って右側に看護師が常駐しております。当然そこ

に、紹介窓口があればお迷いせずに、導線的には奥であってもご案内は可能であると思いますので、で

きることから院長、副院長、事務局で先生方のご意見に基づいて、早めの改善をしていきたいと思いま

す。先ほど委員の方がおっしゃった関係では、前院長の時から病院の中にはそれなりの医療機関のご案

内をいたしておりますが、現在羽島市の広報誌もスマホで即見れるようなアプリが入っております。こ

れは羽島市と中津川市のみで、全国的にも珍しいやり方ですが、そういうものでのＰＲを含めまして、

病院からも市のホームページ発信で、さまざまな事柄の周知をいたしております。そういう媒体もつか

いまして、基本的な流れの中で、紹介状を持ってかかりつけ医からお越しいただくようなシステムにつ

いても強化をしていくということで、院長先生よろしいですね。そのような方策についても早めに改善
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していきますので、よろしくご理解をしていただけるとありがたいと存じます。 

 

【委員】 

 資料４について、昨年と計算式が違うという事で、紹介なしの救急搬送というのが昨年は無かったわ

けで、救急搬送というのは事故等で救急車で運ばれてきた人の事ですか。あるいは、当院で対応できな

い方が他の病院へ搬送されたという数字は、ここには出てきていませんよね。当院に受け入れた救急搬

送の数字ということでよいですか。昨年と比較してどれくらいですか。 

 

【委員長】 

 資料４、⑨の救急搬送の内訳ということですがよろしくお願い致します。 

 

【事務局】 

 こちらについては、救急車で来た人数で、救急車で別のところへ行った数字ではありません。  

  

【委員】 

 当院で受け入れられなかった数字はここにはでてきていないということですが、そういう方も結構い

ますか。 

 

【事務局】 

 救急車で運ばれてきて入院になった方の人数ですので、当院に運ばれなかった人数は出ておりません。 

 

【事務局】 

 当院の救急の状況を少し説明させていただきます。救急の搬送を決めるのは、救急救命士とか消防士

になります。今の救命士はいろいろな講習とか受けて、この症例はこの病院に運ぶというのを的確に判

断して、病院の機能別に決めていきます。当院は２次救急という事で、１分１秒でも早く治療を開始し

なければいけない高度な医療を必要とする人は直接３次救急へ運びます。とりあえずこの人なら当院で

受けられるという症例は全部来るのですが、その前に当院に搬送して良いかの確認の電話がきます。ほ

ぼ受けてはいるのですが、救急が重なった場合とか、救急をやっている医師のキャパシティの問題でた

まに断ることはあります。資料４の⑨救急搬送というのは、救急搬送されてそのまま入院になった人た

ちの数であって、これが逆紹介の数に影響します。実際に救急搬送をされた患者さんはこの数字よりも

っと多いです。 

 

【事務局】 

 先ほどのご質問の中で、紹介状なしの方の分析ということでしたが、本日担当の者が休暇をいただい

ておりまして、資料としてお手元にお出しすることができませんでした。逆に紹介状を頂いている方の

分析についてのみ本日ご提示させていただきました。真ん中あたりを見ていただくと医療機関別紹介件

数、医療機関別の逆紹介件数という事で、１０月からの４ヶ月の分析にはなりますが、こういった状況

であります。また、上の方では紹介によるＣＴや検査等の件数はこの様な状況であるという事をご理解
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いただければと思います。 

 

【委員長】 

 何かご質問はよろしいですか。 

 

【委員】 

 今の救急の話に関連してですが、３次救急がこの病院には来ないというのはやむを得ない話です。救

命士の判断でしょうが、３次救急だと大学病院や県病院、大垣市民なんかに行くのでしょうが、そこへ

行った患者さんの分析や、この病院を交えての検討会などはされているのでしょうか。救命士の判断力

のレベルの向上とかどのようにお考えでしょうか。 

 

【事務局】 

 救急医療の研修はこの場で年に何回かやっております。それは３次に直接送った症例ではなく、当院

に搬送したけれども、そこから３次に送ったとか、「こういったのはこうした方が良い」といった症例に

関してのディスカッションはしております。グレーゾーンに関しては一昨年前までは断る方向でしたが、

今年からはグレーゾーンの症例も搬送して下さいと、救急の方はそういう体制にしております。 

 

【委員長】 

 その他よろしいでしょうか。それでは議題２についてはこれにて終了いたします。 

 議題３「その他について」ですが、委員の皆様からご意見等ございましたら伺いたいと思います。ご

意見が無いようですので、議題３は終了とさせていただきます。 

 以上で本日の委員会の案件は全て終了いたしました。 

 これをもちまして平成２６年度羽島市民病院運営委員会を終了いたします。 


