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平成 26 年度 第 4回羽島市民病院経営改善特別対策委員会 

 

開催日時：平成 27年 1月 21 日（水）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     山田 日登志 

                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） 

                岩田 泰夫（副院長兼事務局長） 

 （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）、大内 義秋（医事課長）、兒玉 浩敏（総務課長補佐） 

【欠席者】 

 （委 員）学識経験者     日置 雅治 

 

  

【事務局】 

 皆様方には、ご多忙の折ご出席いただきましたこと御礼申し上げます。羽島市民病院経営改善特別対

策委員会の委員の皆様のご紹介についてはお手元の席次表のとおりでございます。また、病院の出席者

につきましても同じく席次表でご報告させていただきますことご了承願います。なお日置委員につきま

してはご都合により欠席との連絡を頂いておりますのでご報告申し上げます。それでは委員会の開催に

あたりまして当院の開設者である松井市長よりご挨拶申し上げます。 

 

【市長】 

 お忙しい中、羽島市民病院第4回経営改善特別対策委員会にご列席賜りまして厚く御礼申し上げます。

この前医師会長にはお話ししましたが、新年度の国の予算計上の関係で国の官僚の話を聞く機会があり、

阿部内閣が標榜しております社会保障改革の中に、アベノミクスとおなじ 3 つの矢がございます。その

中で、とりわけ子育て関係には潤沢な国家予算が配分されるであろうという国家官僚の予測でございま

す。しかしながら 2 番目の矢である福祉、介護、医療関係におきましてはこのままの財政状況が続きま

すと△印が付く。3つ目の矢の年金改革については、今の財政状況では難しいという忌憚のないご意見を

賜りました。これは本年予定をしておりました消費税 10％が 1 年半先送りになった影響が如実に国家財

政に表れていると。27 年度当初予算についてはそれなりの地域ニーズを交えた予算配分は行われており

ますが、今年の夏に実施予定の財政健全化計画につきましては極めて厳しい環境の中での策定になると

いう危惧を国の官僚は持っておるようでございます。そのような中、病院医療制度におきましても国は
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いち早く急性期ベッドの削減を標榜しております。地域のそれなりのエリアによる連携作業など本格的

な論議がはじまるのではないかという感想を私も持っております。国民健康保険制度の関係では、当初

29 年度に予定をされておりました都道府県への移管につきましても、平成 30 年度に先送りをされます。

また、その制度内容につきましても、私どもが期待をしておりました内容とはいささか異なり、それな

りの分配金を都道府県が自治体に配賦して、その関係に基づく制度を各自治体が作り上げるという形に

なるようです。そのような一貫的な医療、介護、福祉の環境の中で当市民病院が自立をして運営をして

いくための委員会の参加をお願いしておりますので、本日も忌憚のないご意見を賜りますよう、お願い

を申し上げ、開会にあたりましてのご挨拶とさせて頂きます。 

 

【事務局】 

 本日の委員会は、羽島市民病院経営改善特別対策委員会要綱第 6 条第 1 項の規定により院長名により

招集させていただいております。また、本日の委員会は委員の方々の過半数を超える出席を頂いており

ますので、同要綱第 6 条第 2 項の規定によりこの会が成立することをご報告させていただきます。 

なお、委員会の審議内容につきましては、公開扱いになっております。委員会の審議内容については

後日ホームページ等で会議要旨を公表いたします事を申し上げます。なお、この審議内容の公表につき

ましては、第 1 回から第 3 回までの議事録を公開しておりましたが、私ども事務局の手違いによりまし

て、発言者のお名前を記載した議事録を公開してしまいました。羽島市審議会等における委員公募およ

び要旨公開に関する指針におきまして、審議内容は発言者の特定をしない形で公開をするという規定に

なっておりまして、この誤った公表につきまして委員の皆様方に深くお詫び申し上げます。大変申し訳

ございませんでした。今後はこの指針に従い、発言者を特定しない形で公開して参りますのでよろしく

お願い申し上げます。なお、公開中でした第 1 回から第 3 回までの議事録につきましては、すでに閲覧

が出来ないよう削除済みです。今後発言者を特定しない形での議事録に訂正し、公開させていただきま

すのでよろしくお願い申し上げます。 

それではただいまから委員会を始めたいと思います。羽島市民病院経営改善特別対策委員会要綱第 6

条第 1 項の規定により委員長が会議の議長となりますので、河出委員長によりまして本日の議事を進め

ていただきたく存じます。よろしくお願い致します。 

 

【委員長】 

 平成 26 年度第 4回羽島市民病院経営改善特別対策委員会のご案内を申し上げたところ、ご多忙にもか

かわらず皆様のご出席を賜り、有難うございました。今年度第 4 回目でございます。これで今年度は終

わりという事になりますが、委員さんにおきましては任期 2 年という事で、また来年度もよろしくお願

い致します。 

 では、さっそく議事に入らせていただきます。 

 これより議長を務めさせていただきます。本日は 3 名の方から傍聴の申出がありましたので、これを

認めます。 

 議事に入ります前に、あらためて本日の資料について確認をしたいと存じます。事務局からお願いし

ます。 
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【事務局】 

 本日の資料の確認をさせていただきます。本日の資料につきましては、議題に関係する資料につきま

して事前に委員の皆様に配布させていただきましたが、本日改めて資料を配布させていただいておりま

す。本日の会議次第が 1枚、席次表が 1枚、また委員会の資料 1としまして「要指標の平成 26 年度見込

み」、「平成 26年度以降の経営改善の取り組み」、「キャッシュ・フローの状況」を 1 冊にまとめたものが

ございます。また、「平成 26 年度 羽島市民病院経営改善特別対策委員会の要旨」と書いた 1 枚ものが

あります。第 3 回の委員会の際にもお配りしました「公立病院の選択可能となる経営形態の比較」とい

うタイトルの資料が 1 枚、以上が資料でございます。 

 

【委員長】 

 ご確認いただけましたでしょうか。 

 それでは議事に入らせていただきます。まず議題１「経営改善について」事務局お願いします。 

 

【事務局】 

 それでは議題１「経営改善について」資料１について簡単に説明いたします。表紙にもございますよ

うに、3 つの項目に分かれております。 

 まず 1 つ目の「主要指標の平成 26 年度見込み」についてからご説明させていただきます。3 ページを

ご覧ください。これは病院改革プランから中期経営計画にかけての改革プランの三大指標であります経

常収支比率、職員給与費比率、病床利用率について、実績については 21 年度から、目標値については 26

年度から年度ごとにそれぞれの推移を表にしたものでございます。また、平成 26 年度につきましては目

標値とともに見込値を記載しております。4ページにつきましては 3 ページの数値を基に折れ線グラフに

したもので、目標値と見込を含む実績をそれぞれ表にしております。一番左の経常収支比率では平成 26

年度の見込みと目標値との差はマイナス 1.3％、職員給与費比率ではマイナス 2.3％、病床利用率ではマ

イナス 5.6％と今年度は見込んでいます。 

 つづきまして 5 ページの「入院単価と 1 日平均入院患者数推移」で平成 21 年度からの実績値になって

おります。入院単価については平成26年度の見込みが49,100円ということで目標値の47,800円を 1,300

円上回ることになります。また、右側のグラフの一日平均入院患者数では、平成 26年度 193 人で、目標

値より 14人少ないと見込んでおります。この平均入院患者数の増加が収益向上の重要なポイントで、仮

に平成 26 年度の入院単価で、目標患者数を達成しておりますと、年間で 2 億 5000 万程の増収となると

見込まれております。 

 つづきまして 6 ページ「外来単価と 1 日平均外来患者数推移」となっております。外来単価の平成 26

年度の見込みは 11,200 円で、目標値を 300 円上回る結果になっております。また、右側の 1日平均外来

患者数では 620 人を見込んでおりまして、目標値の 673 人より 53 人少ない状況となっております。こち

らの方も仮に外来患者数が目標値のとおりであれば 1億 4500 万の増収が見込まれます。 

 次に「平成 26 年度以降の経営改善の取り組みの状況と今後の取り組みの予定」については 8ページに

掲載させていただいております。8ページでは平成 25 年度から 27年度の主な取り組みについて記載した

ものでございます。平成 25 年度の取り組みは、ＩＣＵの設置、医事課と事務系職種の業務調査、コメデ

ィカル部門の業務調査、病児・病後児保育の開始でした。この取り組みの内容につきましては、ページ
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が変りますが 11 ページをご覧いただきたいと思います。平成 25 年度の取り組みとしてＩＣＵの設置に

ついては平成 25 年 11 月に完了しております。医事課と事務系職種の業務調査は平成 26年 2月に完了し

ています。コメディカル部門の業務調査は平成 26年 3 月に完了しております。また、中期経営計画の目

標値のモニタリングについては、専門的医療事務職の育成と経営企画機能の確立が目標に達していない

との事で、この目標の達成への取り組みが重要となっております。 

8 ページに戻って頂き、次に平成 26 年度の取り組みについてです。地域包括ケア病棟の設置、在宅療

養後方支援病院の施設基準の取得、委託料効率化に向けた高額医療機器保守および業務系の精査、看護

師と看護補助者の役割分担の見直しに着手、経営企画部門に関する他市病院への調査となります。こち

らの詳しい内容につきましては 12 ページにあります。平成 26 年度の取り組みとして地域包括ケア病棟

の設置ということで、平成 26 年度の診療報酬改定により亜急性病床が廃止され、平成 26 年 7 月に県下

の公立病院としては初の地域包括ケア病棟の設置をしております。また、在宅療養後方支援病院も平成

26 年 7 月に取得済みということです。委託料効率化に向けた精査、看護師の役割分担見直しの項目につ

いては平成 27年度以降に具体的に実施し、その効果を期待したいと考えております。また、経営企画部

門の調査につきましては、年度末に向け実施をする予定で、来年度以降、現地視察を含めて、経営企画

専門職の採用について検討し、経営企画部門の確立を進めたいと考えております。 

再び 8ページに戻りまして、平成 27年度、来年度に予定しています取り組みは、看護師と看護補助者

の役割分担の見直し、入退院業務の集約化、委託料の効率化、経営企画部門の調査というのが主なもの

となります。こちらの内容につきましては 13 ページをご覧ください。平成 27 年度の取り組みとしまし

て、看護師と看護補助者の役割分担の見直しについては本年度に準備した見直し案を決定し、実行する

という事であります。また、入退院業務については病棟看護師の負担軽減を図るため、業務を集約化し

た機能を新たに設けるなど具体的な検討を続けて参ります。委託料の効率化については、本年度の高額

医療機器の精査に引き続き、来年度は検査部門の機器保守委託料について調査、合理化を目指します。

また経営企画部門の調査については現地視察を含め、専門職の採用へ向けた方法論について進めていき

ます。 

つづきまして、9 ページをご覧ください。平成 27 年度、来年度の経営改善の主要施策を図表にしたも

のです。経常収支比率の目標値に向けて収益増加と費用削減を目指しております。具体的に収益増加で

は入院患者数と入院単価増加を図り、その中で特に受入入院患者数の拡大を図るために看護師の確保に

重点を置き、看護師や看護補助者等の業務再整理を行って病棟看護師の負担を軽減し、看護師の離職防

止、採用人員の増加をします。看護師確保のポイントとしては 14 ページをご覧ください。14 ページは平

成 21年度からの常勤看護師の人数や、育児休暇取得者、育児短時間取得者の人数、理論上の非稼働人員

数をグラフにしたものであります。常勤看護師数から理論上の非稼働人員数を差し引いた、理論上の稼

働人員数は平成 24年までは減少傾向にありましたが、平成 25 年度以降は増加している状況です。 

15 ページが平成 26年度以降の看護師確保への具体的な取り組みになります。認定看護師取得支援制度

というのは、認定看護師の取得にかかる入学金や授業料等の費用を病院が負担し、キャリア支援を行っ

ております。修士取得等支援制度は修士等の学位取得に関して、就学中の職務専念義務免除することを

今年度より行っております。平成 25 年 12 月より院内保育所にて病児・病後児保育を開始し、看護師等

が安心して働ける環境を整えております。また、夜勤従事者の夜勤勤務の待遇改善については手当額を

増額するとともに、夜勤専従者の定着を図るために、夜勤専従者への手当の増額を平成 26 年 11 月より
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実施しております。この他の看護師確保の取り組みとしましては、看護師養成施設への訪問、就職ガイ

ダンスへの参加、パンフレット、ホームページへの募集記事の掲載等実施をしております。以上が看護

師確保への取り組み施策です。 

9 ページに戻り、収益増加のための入院単価増加についてはＤＰＣ機能評価係数の向上があげられます。

これについては 10ページの岐阜医療圏の病院別機能評価係数Ⅱ比較のグラフです。当院は他の病院に比

べ救急医療係数は高いのですが、後発医薬品係数が低い状況で、保険診療係数、効率性係数など 7 つの

係数の合計が機能評価係数Ⅱとなりますが、機能評価係数Ⅱの比較が右側の表となります。こうした機

能評価係数の向上が単価の増加につながることから、検討を進め、係数のアップへ取り組みを図ってい

くことになります。なお、後発医薬品係数につきましては、後発医薬品の使用割合によって係数が決ま

るので、使用割合を上げる必要があります。当院はすでに使用割合は基準値に達しておりますので来年

度以降はこの係数が増加することになります。 

続きまして 9 ページの費用削減に対しての取り組みですが、経費削減、材料費削減、人件費適正維持

という目標でございます。こちらについてはすでに進めておるところですが、高額医療機器の保守料合

理化し、委託料を削減する。また物流システムの在庫量の適正化を図り制度を向上させる。また、後発

医薬品の採用を増加し、単価の抑制を図ることも材料費の削減に大きく寄与すると考えております。 

最後のページキャッシュフローの状況をご覧いただきたいと思います。これは平成 22 年度末から平成

26 年度末の見込み額でございますが、現金の動きを表にしたものでございます。前年度末の現金の残高

から当該年度の業務、投資、財務のキャッシュフローの増減にて、当該年度末の現金残高というふうに

なっております。業務、投資、財務のキャッシュフローの中の数値でございますが、（ ）があるものが

マイナスを表し、( )がないものがプラスを表しております。例えば 22 年度末では 10 億程ありました

現金は 23 年度中は業務キャッシュフローが 1 億 3000 万のプラス、投資キャッシュフローが 8,500 万の

マイナス、財務キャッシュフローが 1 億円のマイナスという事で平成 23 年度末には 9 億 5000 万円程に

なりました。同様に計算していきますと、平成 24年度末には 5億 8000 万円、25年度末には 3億 3000 万

程に減少しています。平成 25年度末には、市から借り入れた 3 億円がふくまれておりますので、この借

り入れを除きますと実質 3500 万円程の現金小切手であったこととなります。また、今年度平成 26 年度

末の見込みには、この借入金の 1 億円を返済し、最終的に 9300 万円が年末残高になる予定です。現金残

高はこの借入金を除けば若干の回復傾向であると言えます、しかしながらまだ依然収支状況が大きな資

金不足であります。以上が資料 1 の説明になります。 

 

【委員長】 

 ただ今の事務局からの説明は、今年度の市民病院の収益状況の見込みおよび来年度以降の経営改善に

向けた取り組みなどについてご報告いただきました。この報告事項も含めて羽島市民病院の経営改善に

ついて自由にご意見を賜りたいと存じますので、ご質問や感想などございましたらよろしくお願い致し

ます。 

 

【委員Ｂ】 

 今年度は改善していただいているので一安心。来年以降さらに改善をされるのだと思いますが、来年

度以降の取り組みの中で 15 ページの看護師の手当についてですが、夜勤専従手当が従来 4,000 円が
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16,000 円になったのは、周りの病院の手当を見られてこれくらいに設定したのでしょうか。質問はいく

つかあるので１つずつお尋ねします。 

 

【事務局】 

 この手当額の設定につきましては、近隣の病院の手当額等を参考にしながら、決定をさせていただい

ております。 

 

【委員Ｂ】 

 今日、たまたまテレビで四日市市民病院が、残業手当にみなされるという事で、ここ 2 年間で 3 億円

くらいの手当を支給しないといけない可能性があるということで、羽島市民病院も以前増やされたこと

がありますが、その辺の心配がないのかどうかお伺いしたいです。 

 

【事務局】 

 以前は、宿日直の関係で、手当を時間外の方に振り替えた経緯がございまして、手当が増加したとい

う経緯がございます。その後は手当関係は適正に処理をさせていただいていますので、手当を遡及して

支払わなければいけないという事にはならないと思います。 

 

【委員Ｂ】  

 最後のキャッシュフローのところの表現ですが、平成 25年度に業務キャッシュフローが赤字であるに

もかかわらず過大投資と書いてありますが、過大ではない気がします。過大と言うと身分不相応な投資

をされたというように思われるので、具体的にどんな投資をされたのか確認のためにお願いします。 

 

【事務局】 

 25 年度におきましては、ＩＣＵ関連の機器の整備を 25 年度中に行ったのが大きな要因だと思います。 

 

【委員Ｅ】 

 事務局の話の追加で、ＩＣＵの設置および 2 病棟 2 階の精神病棟の改修です。 

 

【委員長】 

 今の説明でよろしいでしょうか。それでは他にございますか。 

 

【委員Ｄ】 

 今の、手当の事で言うと、時間外の問題では奈良の方が問題になって、ここも改善されたのだと思い

ますが、そこで裁判をおこされた時に問題になったのは、自宅待機の時のことで、その時は医者が裁判

で負けたのですが、待機は病院が指示を出せば待機料というのは出さざるを得ない。各科が自発的に待

機するのは病院は関与しないから手当を出さなくてもいいという、やや世間の常識から言えば医者の善

意に頼るだけのようなわけのわからない判決になっているのですが、今この病院は救急は 2 名という少

ない人員でやっており、待機の医者を呼ぶのに苦労している状況だと思いますが、待機の医者に対する
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手当は現状どうなっているのでしょうか。 

 

【委員Ｆ】 

 待機手当について従前は無かったのですが、放射線技師、オペ室の看護師、カメラ室に対しての待機

料は 25 年度に決定したところですが、今ご指摘いただいたドクターに対しての待機料は未だなされてい

ないのが現状です。 

 

【委員長】 

 設定した分だけもう一度お願いします。 

 

【委員Ｆ】 

 放射線技師、カメラ室の看護師、オペ室の看護師に対しての待機料を条例で制定してお支払していま

す。ただ、ドクターに関しては未だ設定をしていない状況です。 

 

【委員Ｄ】 

 たしかにその辺はいろいろ難しいのでしょうが、働く側の意見としては、一部の人には手当がつかな

いということは待機をする上でのモチベーションにも関わってきます。待機の時は飲酒しないとか、遠

くへ行かないなどの制限をされ、多分市民病院の先生方はそれを問題としないのかもしれませんが、全

国的にはそれを問題として裁判をおこすことも予想されるので、世間の動向を十分にチェックして、以

前の時間外手当みたいに後から支払わなければいけなくならないよう、注意して下さい。もうひとつ、

頂いた資料で分からないところがあったのですが、9 ページの２．平成 26 年度以降の経営改善取り組み

のところで「平成27年度の主要施策は、経営改善への直接的影響が強い受入入院患者数増加に不可欠な、

病棟看護師負担軽減に向けた取り組みを加速させる予定です」とありますが、今は病棟看護師が不足し

ているから、受け入れる必要がある人でも断っているというふうに受け取れるのですが、そういう意味

でしょうか。 

 

【事務局】 

 こちらについては、入院を断るまではしておりませんが、入退院の調整をしながら、現状の看護師数

に合った患者数に調整をしているという事です。 

 

【委員長】 

 調整をしているということは、今のご意見のとおりだという事ですか。 

 

【院長】 

 受入入院患者数増加に不可欠な～と書いてありますが、当院は 7 対 1 看護をしておりますので、経営

改善のために収益を増加するには入院患者を増やすのが不可欠ではありますが、そのために看護師を増

やしたい。増やすと同時に、現在就労している看護師さんが離職しないように、病棟看護師の負担を軽

減する取り組みをするという意味であって、決して入院患者を制限しているという意味ではございませ
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ん。 

 

【委員長】 

 働きやすい環境を目指すという事でよろしいでしょうか。 

 そのほかにございませんが。 

 

【委員Ｃ】 

 10 ページに関しまして、入院単価の増加は、ＤＰＣ係数の向上というのは付いて回るものだと思いま

すが、事務局からお話のあった、夏以降既に取り組んでいる後発医薬品係数についてですが、つい先日

ＤＰＣマネジメント学術研究会に行きまして、そこで後発医薬品係数の上げ方という話を聞いてきたの

ですが、横浜市立大学附属病院さんは、新薬を使うべき大学病院であるのだけれども、後発医薬品係数

の満点をもらっているという薬剤師さんのご講演がありまして、いろいろと参考になったのですが、数

量ベースで 60％という国の目標がありまして、横浜市立大学附属病院は 80％を達成しているということ

で高い機能係数を取得しているのですが、貴院は夏から始められているという事で目標やどのような取

り組みをしていかれるのかお聞きしたいです。 

 

【院長】 

 ここにある 0.004 と言う数字は前年度の成績をもとにしたものでありますので、25 年の実績に応じて

26 年度当初の係数が 0.004 という割と低い数字になりました。この係数を上げるために、8 月頃に薬剤

部と協議し、薬の数ではなく、使用した薬品の量が問題になるので、取り組みとしては錠剤の薬品をな

るべくジェネリックに変えるという事を第 1 の目標にして、60％を超えるところまで 8 月の段階でいっ

ております。引き続き、薬剤部と協議しまして 80％は苦しいと思いますが 70％ぐらいを目指そうと協議

しました。 

 

【委員長】 

 その他ご意見はよろしいですか。議題 1 の経営改善については終了したいと思います。 

 続きまして議題 2「経営形態について」です。前回の委員会の中で地方公営企業法全部適用や独立行政

法人、指定管理者など経営形態について紹介されましたが、今後の市民病院の経営形態についてご意見、

ご質問がございましたら承りますのでよろしくお願いいたします。 

 

【委員Ｂ】 

 前回の委員会でいろいろご説明頂き、各病院によって一番適している形態が違いますし、何が一番良

いのかは難しいところですが、私の考えですと、どの形態をとるにしても、それを上手く適応しないと、

形だけ全部適用や独立行政法人にしてもなかなか上手くいかないと思いますので、経営形態をどれを取

るかも大事ですが、実質的にどういう管理をされるのか等、その辺りをきちっとやられる方が重要かな

と個人的には思います。独立行政法人の形態にするところも徐々に増えてきておりますが、その中のメ

リットといえば、例えば採用に関して言えば、市や県だとなかなかすぐに採用できないが、流動的な看

護師さんが採用しやすくなります。管理者を置き、人事もある程度柔軟に適応できるということがあり
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ますが、それをきちっと生かせるようにするのが大切で、どの形態をとるにしてもそれを上手く生かす、

形態ありきではなく、その形態をとるにしても実質うまくやっていければいいのかなと考えております。 

 

【委員長】 

 なかなかこれと言った正解は無いですよね。 

 

【委員Ｂ】 

 そうですね。県立病院さんは独立行政法人化したところが多くて、最近では愛知県が考えているそう

ですが、県立病院の規模だといくつか病院をお持ちなので良いですが、市民病院の規模だとやっている

ところもありますが、まだまだという所です。静岡市民病院は独立行政化しようとしています。 

 

【委員長】 

 委員Ａさんのご意見はいかがですか。民間と比べてということでも結構です。 

 

【委員Ａ】 

 民間は簡単で売上上げて、最大の利益を追求する事だけど、ここはあまり儲けすぎても駄目ですしね。

サービスといっても、私たち民間のサービスと公共機関のサービスも違いますしね。 

 

【委員長】 

 無駄をなくすという点ではいかがですか。無駄を感じられているところはあると思いますがどうです

か。 

 

【委員Ａ】 

 無駄をなくすというのは費用削減の項目ですね。大体赤字のところが相談に来ますからそれをどう黒

字にするかが私の仕事であって、特に人件費ですね。8時間労働というのを、時間でしか管理ができない

ので、もっと仕事の中身を考えさせるようにしないと、どうしても人件費の負担が多くなる。私の場合

は人件費を一番目の敵にしています。それは少数精鋭でやれということです。うちは活人活スペースと

言っており、今まで 5 人でやっていた仕事を 4 人でやれるようにしたら 1人活人になります。今まで 100

平米使って仕事をしていたのを 30 平米で仕事をしたら 70 平米の活スペースになる。ソニーやキャノン

にしても 6ヶ月で 200 人くらいどこの工場も抜けています。5 人のところを 4 人でやったら目に見える成

果でしょう。「今まで無駄だったな」と、目に見える様にしており、それをやれる人を優先しています。

今まで13000人くらい私のところで修了証書を渡しています。岐阜県はほとんど来てもらっていますよ。 

 

【委員長】 

 ありがとうございました。事務局の方も、民間の視点と言うのは大事なので、レクチャーしてもらっ

てください。 

 

【委員Ｄ】 
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 議題１もそうですが、具体的な方針というのがよく分からないです。議題２では今の羽島市民病院の

形態で何が問題であって、何を目指して経営形態を変えるのかとか、もう少し具体的なことを上げて問

題を解決していかないと、こんな大きな問題をこうやって出されて何か意見を言えと言われてもどうし

ていいのかと。現状の問題点を経営形態を変えてどう改善していくのかとか、目指す方向性が分からず

に、いろいろな特徴だけ言われても、我々に意見を求められても、何も答えられないです。人件費を減

らすために経営形態を変えたいのか、意見の表示が無い限りファジーに出されても難しい。専門家の方

も、どこどこの病院が経営形態を変えてどうなったかと、具体的に教えていただければもう少しイメー

ジも湧くのですが、これはちょっと問題提起自体が大きすぎます。 

 

【委員Ｅ】 

 私の認識でお話しさせていただくので、間違っているところもあるかもしれませんが、経営形態を変

えるという事は簡単に言うと人事・給与形態を誰が決めるかということだけだと思います。民間への移

譲というのは例えば多治見市民病院ですね。ここは木沢記念病院が買い取って民間へ移譲しています。

独立行政法人は大学と県総合です。全部適用は一部適用と何が違うかと言うと、管理者が病院にいるか

外にいるかということで、給料を公務員形態で完全に決めてしまうのか、院長が病院の裁量で決めれる

か、そこが違うだけです。独法化して何が良かったのかと言うと、雇用をやめたり、例えば年配の人が

辞めていって給与費が下がって、若い人が入ってきて経営が良くなったのが県病院です。ここの病院で

も若い人がどんどん入ってくるのであれば独法化して、古い人に辞めてもらえば給与費が下がって改善

になります。ただしこのメンバーで、若い人が入ってくるあてがなくて、どんどん辞められては経営が

悪化します。ですので、簡単に独法化するとは言えないなかなか難しい問題があるのではないだろうか

と個人的には思います。今のメンバーでどんどん辞めていかないようにするのが大変なのに、若い看護

師さんがなかなか入って来ない状況で独法化して、果たしてうまくやっていけるのか。ただ、独法化の

メリットとしては決済なんかも半年単位ではないし、人事採用もすぐにできますし、給与も決められる

ので、機動性があるということで独法化したいという病院もあります。当院としてはどちらがいいのか

は具体的には見えてこない。先ほど委員Ｂが言われたとおり、形態を変えても中身が変わっていないと

いうパターンもあるかと思います。働いている人の中身が大事であって、形態はその上乗せです。どう

いう人がどういう風に働くかが、今後の経営改善のカギを握っていると思いますので、形態を変えると

いうよりは、中で働いている人達がどういう思いで働いて、病院を良くしようという思いで働いていれ

ば良くなりますし、そうではなかったら悪くなるというのが私の思っているところであります。 

 

【委員Ｂ】 

 私が言いたかったのは形態がどうであれ、やり方によっては上手くできるところもあると思います。

一部適用であって市長が全部決めるとか、全部適用で管理者が全部決めると言っても、両者で話し合い

がきちっとできれば、誰が決めても中身はきちんとやれるわけですので、形が違うから出来ないとかで

はなく、どうやってそれを運用していくかが大事だということです。独立行政法人になって古い方が辞

められて若い人が入ってくるかということですが、私が誤解しているかもしれませんが、看護師さんに

至っては関係なくて、採用までに時間がかかるのは敬遠されて、採用されやすい方が良いのだと思いま

す。事務の方ですと、独立行政法人にするとプロパーの人が入ってくることもありますので、入って来
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ないとなかなか厳しいでしょうが、プロパーの人が育てば、長い間病院に関わっていくことになるので、

病院と一緒になって頑張っていこうという気概のある人が入ってこれば、経験値がいかせると思います。

市だとローテーションがありますので、事務にとって、代わらざる得ないところが厳しいと思います。

何年も病院にいらっしゃる方もいますので、例外はありますが、市の職員だと 3 年毎にそのポジション

をかわらなければいけないというルールがあると思いますので、そこをどう考えるかというのがあると

思います。 

 

【委員長】 

 独立行政法人になると動きが早くなるというのが一番のメリットかと思います。結果的にはより民間

に近くなりますが、うまくいった場合は良いですが、うまくいかなかった場合が大変で、そこが危惧さ

れます。ただし、独立行政法人になったところをみると規模が大きいところが多くないでしょうか。 

 

【委員Ｂ】  

 おっしゃる通り規模で言うと 500 床以上のところとか、結構大きな病院が多くて、羽島市民病院のよ

うに 200 床ではまだまだ少ないと思います。 

 

【委員Ａ】  

 私たち民間からすると、働いている医者や看護師にどういう評価をしますか。今日一日の働きをどう

いうようにチェックするのでしょうか。民間だと基準を設けて、達成すれば給与も上がるし、ボーナス

も上がります。働いている人が、働きやすい環境を作るのが組織であって、組織が固定されてしまうと

働く意欲がなくなってしまうことが多いと思います。民間は資本主義なので、誰でもお金が欲しいので

す。安く抑えられてしまうと、どうでしょうか。そこらへんが私の考えと違うのですが。 

 

【委員長】 

 一応、この病院は地方公営企業法一部適用なのですが、基本的には公営企業といえども企業なので、

利益を目指すのが基本です。一般会計からの繰入は出来るだけ少なくして、自分たちで独立してやって

いくのが基本です。そのためにはどうしたら良いのかを苦労してやっているのですが、そのための方法

として、地方公営企業法を一部ではなく全部適用にしたらどうかとか、それよりもう一歩進んで独立行

政法人になったらどうかと言う方法がありますが、皆さんはどう思われますか？というのが全体的な世

の中の投げかけだと思います。基本的には公営企業法の適用ですので、利益を出していただきたいです。

しかし公営的な部分もありますので、その辺の踏ん切りがなかなかつかなくて困っているのが現状です。

だからいろいろな方法を考えましょうというのが、今言ったような方法だと私は思っています。 

 

【市長】 

 なぜこのような話が出てきたのかという医師会長さんからのご質問に対して経緯からお話ししますが、

前任の市長の時に「ありかた検討委員会」と言うのがございまして、その時に流れとしては（1／２）の

表にありますが、左から 2 番目の全部適用を目指すという標榜の結論をつくられたのです。これは当時

の公立病院改革の流れのシナリオ通りの審議経過を経まして、その内容のご答申をいただいたことがあ
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りました。院長は当時の県病院の院長をお勤めになられて、そしてご退職されて民間病院に行かれた清

水先生がおやりになりました。その後、地方公営企業法の全部適用を目指す動きを当院はやらなかった

のです。ということで、中 2 階で放ったような形なのです。この表を見ていただき、右へ行くほど自由

裁量が可能になるというやり方ですので、運営責任者も今の段階ですと私ですが、全部適用になった時

には院長に全部委任する。今は業務を委託している形です。それが右の方へいくと、理事長と言う形に

なり、指定管理者になり、民間法人の長になっていく。そして、組織の関係ですといわゆる実際に経営

に当たられる方の裁量が強くなるという形態になっております。近々の例ですと多治見市民病院ですね。

近隣に県立多治見病院と公立病院が２つもあり、地域で大きな動きがあったのですが、基本的には独立

行政法人を施行された県におかれましても、私の拙い知識では岐阜市にある本体そのものが健全経営と

言う形になっておりますけれども、下呂がどうかというところでは若干問題がある、そういう全体的な

流れをある程度斟酌する必要があるというのが１点目と、もう一つは委員Ｅがおっしゃったように、当

院の形態は労使関係が極めて曖昧なのです。地方公営企業法の適用を受けておりますので３６協定から

様々なる労使の関係については労使間の協定を結んだ形でやらなければならない。これが一般行政の市

役所とは全然違います。市役所には３６協定はございませんので、２点目の問題としては労使間の中で、

羽島市民病院の職員には組合が無いのです。これについて良いとも悪いとも言いませんが、労使協定を

円滑に話し合いをしたり、お互いの意見を吐露したり、近隣の事例について改善を図るような前向きな

協議に至っていない。この基本的な原因は委員Ｄがおっしゃった、かつての国の考え方はある程度の給

与計算の中で待機手当で超過勤務手当は支払わなくても良いということで、それをほとんどの公立病院

がやっていたら、厚生労働省のほうからダメだと言われた。正確に労働しているのだから、夜勤勤務の

医師は超過勤務である。夜間病棟勤務とは違うのだということで、当院も遅ればせながら改善をしまし

た。現場スタッフの中でうちの病院はずさんなことをやっていたなという不信感を生んだのは事実です。

その後３６協定ひとつ結ぶのにしても、非常に事務当局が苦しんでいるのが現状です。きちんとした労

働環境を作るためには、それなりの団体的なものがあって、労使協定を円滑に話し合いをするような組

織や場が必要だと思っておりますので、そういう事には一切制約は加えておりません。そういう中で職

員の中である一定の動きがあるようですが、逆に私はそれを歓迎したいと思っております。そういう様々

な要素の中で、おっしゃるような費用削減になるのか、現実に人件費削減になるのか、そういうところ

まで踏み込めるような改革改善が中期的に行えるかどうかという検証をやっていくためには、この経営

形態についてもある程度この委員会だけでなく、様々な形での検討が必要であると私は思っております。

もちろん一番右まで行くのは経営者として考えは持っておりませんが、中間地点の地方独立行政法人の

全部適用まではさまざまな公立病院の改革の中で俎上に上がっているのは事実だと思っておりますので、

先ほど医師会長の「何でこんなものを出してくるのか？」に対しては、こういう動きがあって、何が当

院にとっては必要だという事をご理解いただければありがたいと思っております。それから委員Ａの本

でも、製造現場で大幅に作業スペースが減ったというのも読まさせていただいておりますので、十分に

理解をさせていただいております。 

 

【委員長】  

 基本的には公営企業法適用ですので、最終的には利益を出して独り立ちをしていただきたいというの

が公立の趣旨ですね。その他はよろしいですか。 
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【委員Ｂ】 

 ４回の会議をやってきて、今年度に関しては改善されてきて、来年度以降の経営改善の予定をされて

おりますけれども、キャッシュで言うと９３００万程度になりそうということで、１７ページあります

がこのあたりが課題になってくると思いますが、院長先生もお見えですので、経営形態の話も含めて経

営改善を今後どんな形でやっていかれるのかをお話しいただけるとありがたいと思います。 

 

【委員Ｄ】 

 その前に良いでしょうか。私も前からずっと思っていたことですが、病院の運営は病院だけが独立し

てやっているわけではなく、医師会との関連性が非常に強いと思っておりますが、他の会もいっぱいや

られているようですが、従前の地域医療支援病院を目指すという方向性を持ち続けているのかどうか。

紹介率、逆紹介率についても今後どうやって考えており、医師会に何を求められているのか。どうやっ

て共存、共栄していくのかを含めてお話しいただけると嬉しいと思います。 

 

【院長】 

 まず、形態については、先ほど市長がおっしゃったように一部適用のままで今後いくのは無理がある

と思っております。そうすると全部適用か独法化という形態への変換も考えられますが、今年度は昨年

度のような経営悪化状態ではありません。悪化の状況からすこし脱却できるかなと言う段階ではありま

すが、経営の状況を見ながら、引き続き経営形態については検討していきたいと考えております。 

 そして経営改善の事について言いますと、収入増については、当院は７対１の看護体制をとっており

ますが、できる限りは、この７対１を継続したいと思っております。そうすると収入増につながる入院

患者数を増やすためには看護師数を増やさなければならない。そのために今年度始めたような看護師の

負担を取るような対策を行ってきておりますが、来年度以降も進めていって、まず目標としては看護師

さんを増やすということが第１です。 

 それから地域の医療にも関係ありますが、今年度の７月に当院が開設した地域包括ケア病棟も経営改

善に貢献した結果が出ておりますので、この病棟の開設と言うのは国の方針にも従っておりますし、羽

島市においては療養型の病床が全くありませんので、この病床を今後増やしていくというのが羽島市の

医療情勢にも合っていると考えておりますので、現在は２８床で運用しておりますが、１２月に４０床

に申請をしました。実際には看護師が不足しておりますので、４０床フルには活用できませんが、看護

師が離職せず、当院に来てもらえるような状況になりましたら、地域包括ケア病棟の病床を徐々に増や

していけたらと考えております。 

 支出の削減については、事務の方もいろいろ考えてやってもらっておりますが、飽和状態に近づいて

いるという感触を持っておりますが、保守委託契約を効率的に見直すという事を来年度以降しっかりや

っていきたいと思っております。 

 医師会との関係もうまくいっていると思っておりますが、当初地域医療支援病院を獲得したいと話し

ておりましたが、ご存じのとおり、紹介率・逆紹介率の到達点が１０％づつアップしましたので、現在

の紹介率・逆紹介率は従来の基準である４０％、６０％はクリアしておりますが、１０％ずつアップし

たことによって現実的にはちょっと難しいと考えております。ただし、諦めたわけではなく、何年度と
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いう具体的な数字は出せませんが、目標としては持ち続けたいと考えております。 

 地域包括ケア病棟と地域医療後方支援病院の申請を行いましたので、地域の医師会の先生方のご協力

が無くては運営できないと思っておりますので、これからの医療は地域、在宅が中心となると言われて

おりますし、私もそれを積極的にやらなければ生き残れないと考えておりますので、それには医師会の

先生方との連携を密にし、協力し合っていきたいです。幸い、現在は良好な関係でいられていると私は

思っておりますので、引き続きご協力よろしくお願い致します。 

 

【委員長】 

 いろいろな言葉が出てきて分かりにくいとは思いますが、先ほど看護師さんの関係で７対１という言

葉がでてきましたが、事務局は補足をお願いします。 

 

【事務局】 

 一人の看護師さんに対して７人の患者さんを看ていますということです。ただし、１人当たりの看護

師さんの勤務時間は８時間ですので、１日２４時間で考えると７人の患者さんを看るのに３人の看護師

さんが必要ということになります。３人の看護師さんが必要なのですが、保険診療の中で日勤帯と夜勤

帯と決まっておりまして、日勤帯は８時間、夜勤帯は１６時間。その１６時間の中で誰でも制限なく夜

勤をやっていいのかという問題もありますが、 ２８日間または１カ月の間に夜勤は７２時間以上やっ

ていはいけませんというルールがありまして、７対１だけじゃなくていろいろな意味で看護師さんの人

員が必要ということになっております。 

 

【委員長】 

 いろいろな制約の中で、それをいかにクリアして収益を出すかが問題ですね。 

 その他によろしいですか。 

 

【委員Ｃ】 

 ９ページで、入院収益を増やすためには入院患者を増やすことが１番カギになるというお話がありま

して、それはもちろんだと思うのですが、診療科毎に先生方がそれぞれに目標を持たれるという事は院

長先生は考えておられますでしょうか。他の資料も今回ご用意はしておりますが、他の病院と比較して、

整形外科とか神経内科とか外科とか内分泌・糖尿病内科は他の病院の上限値とほぼ同じくらいの患者さ

んを一人の先生が診ておられるという結果が出ています。そうでもない資料もある中で、先生方が目標

を持たれるという方向性はあり得るのでしょうか。 

 

【院長】 

 各診療科に受け持ちベッド数というのをこちらから提示しており、そのベッド数をその診療科で埋め

て欲しいという目標は与えています。例えば消化器内科は５４ベッドを指定しているのですが、今日の

段階では５９ベッド入院をさせている。そうすると全２３５床の内、ある診療科がオーバーすると他の

診療科は当然目標が下がるという事になります。いろいろなことを考慮して、なるべく大きい診療科か

ら達成してもらうという考えのもとに、各診療科にベッド数をお願いしている状況です。 
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【委員Ｄ】 

 院長先生に大きくまとめてもらっておきながら小さい事を聞くのは申し訳ありません。以前地域医療

支援委員会で使われた資料なので、持っていない人もおられますが、救急車の件です。平成２５年度の

受け入れ割合は７５％で、あとの２５％は松波とか大垣市民に行っておるということで、平成２０年度

は８８％の羽島市消防本部の救急車を受け入れていました。割合で言うと１０数パーセント減っていま

すが、市民病院が受けている救急数事態は１５２８から１６０７へと増えています。今の病院の体制で

は救急車を断らざる得ない体制なのでしょうか。また、勤務の形態を変更するとか、翌日の勤務を調整

するといったことでもっと受入る事が可能になるのかということについて、病院としては医療事故や医

療訴訟の問題もあり、いろいろなことが関係してきますので難しいとは思いますが、救急体制について

の見解をお聞かせ願いたいです。 

 

【院長】 

 今週に入って、当院は夜間の救急搬送を止めています。全２３５床の内、今日は２３０床が埋まって

います。インフルエンザの流行や職員でもインフルエンザで休んでいる者もおり、勤務体制が取れない

ということ。また、ベッドが埋まってしまっているので、これ以上は開業医さんからの紹介の患者さん

の救急車しか受けないという状況で月曜日から夜間の救急を止めています。救急車を断らざる得ない状

況がそれ以外の時期にあるかというと、現在やってもらっている夜間当直は、若い先生は夜勤をやって

くれますが、月に何回もやらせるわけにはいかないので、医師の年代によって月何回の夜間当直をやっ

てもらうかを医局のルールで決めています。しかしながら、５０代の医師は夜勤当直をしないで日勤だ

けということになっておりましたが、一昨年より、５０代の医師で了解が得られた医師にも夜勤を１回

やってもらうことになりました。そういう中で全員が全部の救急車を受け入れるかというと、中には受

け入れられないという医師もおりますし、これを解決するにはもう少し医師の年齢層を若返らせないと

いけないのですが、その目標は現在のところ持つことができないので、その辺りをご理解いただきたい

です。 

 

【委員長】 

 その他よろしいですか。 

 それでは議題２についてはこれで終了とさせていただきます。 

 次に議題３について、事務局お願いします。 

 

【事務局】 

 お手元に配布しました平成２６年度羽島市民病院経営改善特別対策委員会要旨につきましては、これ

までの委員会の審議の内容につきまして確認の意味合いでまとめさせていただきましたので、ご一読頂

きますようお願いします。 

 また、来年度の委員会の開催につきましては、まだ日程は確定しておりませんが、昨年同様５月くら

いに開催させていただきたいと考えております。また、日程気が決まり次第、委員の皆様にお知らせさ

せていただきますのでよろしくお願い致します。 
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【委員長】 

 次の委員会の日にちについてはまだ確定していないようですが、任期についてはもう１年ありますの

で、よろしくお願い致します。 

 他にご意見も無いようですので、議題３「その他」については終わります。 

 それでは、平成２６年度第４回羽島市民病院経営改善特別対策委員会は終了といたします。 


