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開催日時：平成 27年度 11月 20日（金） 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      日置 雅治 

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） 

                松原 雄一（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）、時吉 鈴美（看護部長）、小島 三紀（副看護部長）、堀 真人（管理

監）、岩田 泰夫（専門官）、大内 義秋（医事課長）、兒玉 浩敏（総務課主幹） 

 

【欠席者】 

（委 員）学識経験者  山田 日登志 

（事務局）今尾 幸則（診療部長）、酒井 勉（診療部長） 

 

 

市長あいさつ 

本日はお忙しい中、第 3 回経営改善特別対策委員会にご出席を賜りまして、厚く御礼を

申し上げます。 

国および県におかれても病院経営に対し様々な制度の検証が行われている。当羽島市民

病院の経営状況においても市議会等にあがっていることが事実である。そのような中、一

部報道機関においても専門的なる賢察に基づく情報ではなく報道がなされ、院長からも問

い合わせを行った上、私からも正確な報道を強く求めている。市民の健康づくり、病気根

治の拠点として市民病院を存続させる意思は、開設者としてまったく変わっておりません。

地方公営企業に基づき、経営委託を院長先生にお願いいたしておりますが、一日も早い経

営改善に向けての市場が定まりますよう、みなさまの助言をよろしくお願いいたします。 

 

出席状況について【事務局】 

本日の委員会は委員が過半数を超えているので、委員会の開催が成立いたします。 
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（委員長） 

本日は 4 名の方が傍聴にみえ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 平成 27 年度収支見込について【事務局】 

資料 1-1 

平成 27年度 4月から 9 月の実績額を元に、過去の 10 月から 3月までの実績数値の平均

値を見込んで推計したものであります。 

 収入から説明いたします。医業収益については、54億 8000 万円ほどを見込んでおりま

す。平成 26 年度と比較すると 5200 万円ほどの減収となる見込みです。入院収益では患者

数が平成 26 年度より 3％ほど増える見込みですが、入院単価の減少もあり 1500 万円ほど

の増収となる見込みであります。外来収益につきましては、患者数の減少で 4000 万円ほ

どの減少が見込まれている。負担金交付金につきましては、市からの繰入金が 1500 万円、

その他医業収益は、医療相談収益、室料差額の収益が減収になると見込まれたものであり

ます。医業外収益では、他会計補助金で共済組合追加費用、児童手当負担金、基礎年金拠

出金などの一般会計からの補助金が 3000万円ほど増収となり 2億 9800万円ほどとなる見

込みで、平成 26年度と比較して 2400万円ほど増収となる見込みであります。特別利益に

つきましては、一般会計から 2億 5000 万円の繰入をしていただき、平成 26年度と比較し

て 7000 万円の増収となる見込みであります。合計といたしまして、見込額が 60 億 4500

万円となりまして平成 26年度と比較いたしますと 4400万円の増収となる見込みでござい

ます。 

 続きまして医業費用の説明にまいります。医業費用の合計として、平成 27年度 60 億ほ

どを見込んでおります。平成 26年度と比較すると 9200万円ほど増加すると見込んでおり

ます。診療材料費、薬品費などの材料費では 5000万円、減価償却費では 3300万円の減少

を見込んでおりますが、反対に給与費では、職員数の増加や企業会計の変更などによりま

して、1 億 2700万円の増加、経費では委託費の 4200万円増加、研究研修費の 600万円増

加により医業費用の増加が見込まれます。給与費の増加の要因といたしましては、職員の

増加で現時点での平成 26 年度と比較すると医師 2 名、薬剤師 2 名、看護師 5 名、検査技

師 1 名、理学療法士 1 名、作業療法士 1 名、社会福祉士 1名の合計 13名が増えています。

委託費に関しましても 6000 万円ほど増加いたしました。コージェネの保守点検が数年に

一度の大規模な点検があり、半期で 1000 万円、新たに導入した医療機器の保守が 500 万

円、看護師確保のため委託した人材派遣会社への支払いで半期に 800 万円ほど増加となっ

ております。研究研修費につきましては、各職種のスキルアップの研修会、学会への参加

が増えており、その旅費や参加費が増加しているためであります。 

 医業外費用につきましては、雑損失の減少により平成 26 年度と比較すると 2700 万円程
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減少となり、特別損失は、平成 26 年度会計基準の改正により退職金給付引当金がなくな

ったため 14 億円ほどの減収となりました。 

 費用全体では 62 億 9000万円ほどを見込んでおり、平成 26年度と比べ 13億 3000 万円

ほどの減少となります。収入から費用を差し引きました純損益では、マイナス 2 億 4400

万円と見込んでおり平成 26 年度と比べますと 13 億 7000 万円のプラスとなる見込みであ

ります。平成 26 年度会計基準の改正により退職金給付引当金の計上で大きな影響があり

ました。こうした影響を除きますと、平成 26 年度純損失はマイナス 2 億 8300万円ほど推

計できます。平成 27 年度マイナス 2 億 4400 万円と比べると 4000 万円ほどが平成 27 年

度の収支が改善となると見込んでおります。 

 

 資料 1-2 

 こちらの資料は平成 27年度の現金預金の残高を見込んだものでございます。平成 27 年

4月から月ごとに 10 月までの各月実績値と昨年の 11月から 3 月までの実績値をもとに推

計したものであります。 

 収入は一般会計からの繰入金を除いた金額で、毎月およそ 4 億 5000 万円収入していま

す。4月から 10 月までの合計が 31 億 4400 万円、11月から 3 月までが 22 億 4500万円を

見込み合計で 53 億 9000 万円を見込んでおります。また、市からの繰入金は一般会計から

の繰入金ということで、4月から 10月までで 4 億 6000万円、経営維持費補助金は 9 月議

会で承認いただいた補助金になりますが、2 億 5000万円を加えた合計 7億 1000 万円を繰

入金としております。これらを合わせた金額で 61億円が平成 27年度の総収入となります。 

 支出は、4 条予算、職員の賞与等を除いた金額では、4 月から 10 月までの合計が 28 億

9000万円、11月から 3月までの平成 26年度実績をもとに推計で 22億 4700万円と見込、

合計で 51 億 4000 万円を見込んでおります。4 条予算の支出では、4 月から 10 月実績で

8000 万円ほどの支出となっており、11 月から 3 月の推計額も同じく 8000 万円、合計 1

億 6000万円の支出見込となっております。ボーナス等支払額は、6 月 2 億 2000万円、12

月 2 億 3000 万円を見込み、合計 4 億 5000 万円を見込んでおります。これらの推計額を

加えた平成 27 年度支出総額は 60 億 9000 万円ほどと見込んで、総収入から総支出の差額

は 900万円ほどと推計しております。平成 27 年末の預金残高は、期首残高の 4700万円を

加え 5600 万円となる見込みです。 

（委員） 

全体で医業収益が 5200 万円ほどマイナスで、医業費用が 9200 万円を超えているが、主

な要因があれば教えてほしい。 

（院長） 

 医業収益の主な要因としましては、入院患者数は増えているが入院単価は下がっている。

入院単価が下がっている主な要因としましては、手術数の減少が一番大きな要因であると

思われます。 
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（委員） 

 先日の新聞で、院長が 4～5 年後に黒字にしたいと載っていたが、何をもって黒字にで

きるのか。特別会計の繰入金 2億 5000 万円を除くと平成 26 年度よりもっと赤字になって

いるのではないか。昨年に比べ今年はそんなに甘いものではない、増収および削減に向け

て悪くなった原因が何であるか突き止めながら、来年の増収、費用削減を掲げなければい

けない。これを事細かに分析し、どのような改善があるか話し合う必要がある。 

 

議題 2 増収及び費用削減に向けて【事務局】 

資料 2 

増収の施策として地域包括ケアの病棟増設に向けた資料となります。平成 26年 10月か

ら平成 27 年 3 月までの 1 人 1 日あたりの金額の高い順に並べたもので、地域包括ケア病

棟の 1 日 1 人あたりの基本料は 30,080 円となる。30,080 円以下の患者は全体で 31.9％、

うち急性期病棟は 36.3％、1 日平均 65 人程度となる。この方々が地域包括ケア病棟に移

ると仮定すると、月額で約 787 万の増収となる見込みです。1 日 1 人当たり 30,080 円を

下回る患者の多い診療科では、消化器内科、外科、整形外科の順となっている。1 病棟 3

階、2病棟 4階、2 病棟 5階では、30,080 円を下回る患者が比較的多くなっている。これ

らの病棟に入院する患者を地域包括ケア病棟で入院すると増収となり、地域包括ケア病棟

を増床することが有益になると思われる。 

 ICU利用状況では、平成 27 年 4 月から 8月で ICUに入った診療科では、外科、循環器

内科、脳神経外科の順で患者数が多くなっており全体の 82％を占めている。ICU に入る

前の患者の居場所では、手術室、救急外来、病棟の順となっている。ICU 病床の損益分岐

では、看護師人件費、医師人件費、減価償却などを考慮すると 1 日平均 3 人を超えると利

益となる見込みであり、現在は平均 2.8 人となっているため、もう少し増やした利用が利

益に繋がるとおもわれる。 

 DPC 機能評価係数 2 の他院との比較では、効率性係数、カバー率係数、地域医療係数、

後発医薬品係数が全国平均と比べ下回っている。後発医薬品係数は、後発品の使用が増え

今後係数が上がると思われる。これらの係数が上がると収益向上に繋がるため、係数を上

げる努力をしていくことがポイントとなる。 

 平成 24 年から 26 年の入院収益は、3400 万円増収、平成 24 年から 26 年の外来収益は

6400 万円の増収となった。 

 平成 24 年から 26 年の新入院患者数では、消化器内科、循環器内科、外科の順で多く、

消化器内科、外科、泌尿器科で増加傾向となり、循環器内科、整形外科、小児科で減少傾

向にある。診療科別新来患者数では、多くの科で減少傾向となっており、総合内科、整形

外科、小児科が減少傾向大きくなっている。 

 外来収益、外来患者数を全国の同規模病院と比較すると、100 床あたりの外来収益は、

全国平均と比べ高くなっている。1 日 1 人あたりの外来単価は、全国平均と比べると低く
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なっている。 

 入院収益、患者数では、100 床あたりの同規模病院と比べると高くなっている。1 人 1

日あたり入院単価では、全国の同規模病院と比べ若干高くなっている。 

 診療科別の入院・外来別紹介患者件数は、消化器内科、放射線科、整形外科で多く、消

化器内科、循環器内科などの多くの科で件数が伸びている。入院化率では、消化器内科、

小児科、眼科、リウマチ科で伸びており、全体で 1％ほど入院化率も伸びている。 

 医業費用の推移と内訳では、平成 24 年から 26 年では、給与費が増加しており、占める

割合、全体の金額も増加している。対医業収益費用比率では、全国同規模病院と比べ特に

給与費が高くなっている。 

 非正規職員と賃金推移では、平成 21 年度から 26 年度にかけて増加しており、事務職、

医療クラーク、診療アシスタント、看護補助者の人数が増え、金額も増加している。 

 費目別の年度推移では、光熱費、委託料で増加している。光熱費では、電気料の単価上

昇で増加している。委託料に関しては、医事業務、給食業務、清掃業務、空調管理業務、

警備業務の業務運営系 5 契約すべてで金額が増加しており、医事業務では平成 25 年度か

ら業務内容変更で増加している。 

 

（委員） 

 地域包括ケア病棟も早くから設置し、増収に繋がっている。地域の急性期も担いつつ、

回復期も積極的にやっており、増設も考えており地域医療構想とも整合する。早急な動き

をすると良い。費用の見直し等についても早期に取りかかったほうが良い、委託料なども

他との競争性を発揮するなど柔軟な動きをした方が良いと思う。 

（委員） 

 委託業務の中の医事業務が、平成 25 年度から 2000万円ほど増加しているがどういうこ

とか。 

（事務局） 

 平成 25 年度から医事業務の見直し、精査で外来受付、入院業務、レセプト点検、紹介

部門の強化で紹介窓口受付等のニチイ学館への委託で 2100 万円ほど増加となった。 

（委員） 

資料の説明でどこの診療科が増えた、減ったとか、地域包括ケア病棟を増設などの話が

あったが、収益を上げるには、新規の患者数を増やす方法を考え、羽島市の給与基準を変

更するなどして費用を削減すればよいのではないか。 

（委員） 

 地域包括ケア病棟を増設することは、テクニック的に入院収益を増やす方法である。患

者数を増やすのも入院患者、紹介患者、救急車の来院患者数を増やすのは良いが、むやみ

やたら外来患者を増やすということは医師会からの反感をかう要素もあるので、どのよう

な外来患者を増やすかははっきりした方がよい。 
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（委員） 

 収益を上げるには、良い医師を集めるか医師が多く患者を診る（入院）と収益が上がる

が、患者を診るための病院、スタッフの環境が整わなければ、患者を多く診ることは難し

い。支出を抑えるには職員の数を減らすことだが、職員の数が減り過ぎると患者を診る環

境が整わなくなるが、現在の病院規模、医師の数からして医師を支えるスタッフの数が少

し多く赤字になっているのではないかと思う。今やるべきことは、良い医師を集め、どう

したらスタッフの給与で損益が整うかを考えるべきである。 

（院長） 

 収益確保の施策としては、地域包括ケア病棟の増設、ICU 運営の維持、DPC 機能評価

係数Ⅱ向上を上げている。早急に施行したいのは地域包括ケア病棟の増設である。先ほど

の資料にもあったが、30,080 円以下の入院患者が 30％以上いる。同じ治療を行い地域包

括ケア病棟にいれることにより高い点数で算定できる。来年 3月か 4 月位から地域包括ケ

ア病棟の増設を行いたい。DPC機能評価係数の後発医薬品係数も現在増えており、来年度

の係数はもう少し上がっていると思われる。 

（市長） 

 平成 21 年から病院の経営改善を各公立病院では、診療科別の損益計算を行っており、

マーケティングをもっとしっかりやらなくてはいけない。 

 なぜ非常勤職員が増加したか、どこかで人員が増えればその他のところで人員の削減を

行い、プラスマイナスの企業経営を行わなければいけない。過去事務局長時代にいろんな

部署から提案を頂いたが、上手く提案どおりにはいかなかった。提案の 6～7 割程度の安

全ラインでみておかなければいけない。 

 給与比が支出の 6 割を超えているのは、完全な危険ラインである。そのあたりの認識を

職員も持たなければいけない。何かで人員削減を行わなくてはいけない、地域包括ケア病

棟の増設は、看護師不足や人件費削減にも有用である。 院長を中心としたチームワーク

で対処していただきたい。 

（委員） 

 嘱託職員が増えていると報告があったが、そのあたりをどう考えているかご意見をいた

だきたい。 

（副院長） 

 医療クラークは、医師の事務作業補助、雑務を行い医師の負担を減らし本来の業務を行

ってもらい、時間外を減らすために配置を行っている。また医療クラークの人数で DPC

係数も付き、人件費と係数での収益も考えながら行っていきたい。 

 

議題 3 その他【事務局】 

 この委員会は、昨年度に発足し、去年と今年で 7回審議を行ってきました。委員の皆様

からは、たくさんのご意見、ご提言をいただきありがとうございました。病院としまして
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は、こういうご提言に対して真摯に受け止め、可能な限り実現させていきたいと考えてお

ります。市民病院の今後の増収、費用削減の施策についてもある程度明らかになり、取り

組む課題も明らかになってきたと考えております。職員一人一人からの病院経営の改善提

案の募集も進めており、実施できるものから順番に実施し、病院全体として職員一丸とな

って努力していきたいと思います。こうしたことからこの羽島市民病院経営改善特別対策

委員会での今年度の審議は、本日までで終了したいと考えております。来年度、委員の構

成、審議内容を改めて刷新いたしまして、委員会を新たに発足したいと考えております。 

 

 

 

 

 

 


