
様式第３号(第９条関係) 

会議結果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附属機関等の名称 みよし市民病院運営協議会 

開 催 日 時 
平成３０年１月１７日（水） 

午後１時３０分から午後２時４５分まで 

開 催 場 所 みよし市民病院１階会議室 

出 席 者 

（委員） 

広瀬会長、翠副会長、倉本委員、原口委員、久野委員 

横山委員、清水委員、星野委員 

欠席：中島委員 

（事務局） 

成瀬管理者、伊藤院長、尾崎総看護師長、酒井局長、 

小野田課長、深谷副主幹、杉山副主幹 

（傍聴者） 

 なし 

次回開催予定日  未定 

問 合 せ 先 

みよし市民病院 管理課 担当者名 杉山 

電話番号 ０５６１－３３－３３００ 

ファックス番号 ０５６１－３３－３３０８ 

メールアドレス hospital@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

下 欄 に 

掲 載 す る も の 
議事録全文 要約した理由  － 

審 議 経 過 

次第 

1 委嘱状交付 

2 あいさつ 

会長選任 会長：広瀬裕久委員 副会長：翠健一郎委員 

  広瀬会長あいさつ 

  各委員自己紹介 

  成瀬病院事業管理者あいさつ 

  伊藤院長あいさつ 

3 協議及び報告事項 

  （1）みよし市民病院の経営状況について 

 （2）みよし市民病院改革プランの点検・評価の報告について 

4 その他 

 

【酒井事務局長（以下、局長）】、足下の悪い中お越しいただき、大変ありがとうご

ざいます。 

ただ今から、みよし市民病院運営協議会を開催します。 

 

≪委嘱状の交付≫ 

まず、委嘱状の交付をさせていただきます。みよし市民病院運営協議会規程第４

条で、委員の任期は2年と定められています。本年度は任期の2年目にあたりますが、

本日出席の全員が新規の委員の方ですので、任期は前任者の残任期間の平成30年3

月31日までとなります。 

委嘱状の交付につきましては、お席にお配りさせていただき、これにより交付と

させていただきますのでよろしくお願いします。 



 

次に、運営協議会規程第5条で、この会に会長・副会長を置くことと定められて

います。会長・副会長の選出をお願いしたいと思いますが、例年、会長には議会代

表の委員に、副会長には医師代表の委員にお願いをしておりますので、会長には広

瀬委員、副会長には翠（みす）委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

 

（異議なし） 

 

ありがとうございます。それでは、会議次第に沿って会を進めさせていただきま

す。はじめに、広瀬会長にごあいさつをいただき、その後、皆さんに自己紹介をお

願いしたいと思います。 

 

【広瀬会長（以下、会長）】皆さんあらためまして、こんにちは。慣例ということ

ですので、僭越ながら会長を務めさせていただきます。今、私はみよし市議会で文

教厚生委員会に所属しておりまして、このみよし市民病院もその所管施設でありま

す。近年、超高齢化社会が到来するということで、在宅医療と合わせて、健康寿命

の延伸なども行政に対しては、大変大きな課題となっています。また、そういった

ことから市民病院の果たす役割も益々重要になってくると思います。 今日はみな

さんの忌憚の無い意見をお聞かせいただき、今後の施策に反映させていただきます

よう、お願い申し上げて、あいさつとさせていただきます。どうかよろしくお願い

をいたします。 

 

【局長】ありがとうございました。それでは、翠副会長から順に、自己紹介をお願

いします。 

 

【委員】≪自己紹介≫ 

 

【事務局】≪自己紹介≫ 

 

【局長】これより協議及び報告事項に入ります。議事進行を広瀬会長よろしくお願

い致します。 

 

【会長】それでは次第に基づきまして会を進めて参ります。議事に先立ち、みよし

市民病院運営協議会規程第7条により、書記を管理課深谷副主幹にお願いをいたし

ます。協議及び報告事項の（1）「市民病院の経営状況について」事務局より説明を

お願いします。 

 

【事務局】まず、みよし市民病院の経営状況について説明します。「みよし市病院

事業経営状況 28年度決算」をご覧ください。 

 

平成28年度の主な事業としては、Ｘ線デジタルラジオグラフィーの更新や血管撮

影装置を改修し、診療業務、検査業務の向上に努めました。また、医師確保に努力

してきた結果、年度途中に内科医1名を採用することができ、経営基盤の強化を図

ることができました。 

新築移転後16年が経過し、医療機器や施設設備も更新、改修の必要性が生じてい

ます。 

 

資料の「 (1) 患者数の状況」につきまして、入院患者数は28年度が3万7,134人

であり、27年度と比較し、491人増加しました。外来患者数は28年度9万425人であ

り、27年度と比較し、1,898人減少しました。この結果、総計は12万7,559人となり、

27年度と比較し1,407人減少し、比率にして1.1％の減少でした。 

 

次に、「(2)の診療収益の状況」につきまして、入院収益が10億1,993万7千円であ

り、27年度より、1,962万9千円増加し、外来収益は9億6,750万5千円で、27年度よ



り9,825万2千円減少しました。この結果、診療収益全体では19億8,744万2千円とな

り、27年度と比較して、7,862万3千円減少し、比率にして3.8％の減少でした。 

 

「（3）の損益収支の状況」につきまして、収益計は27億5,498万1千円となり、27

年度と比較し9,620万円の減少となり、比率にして3.4％減少しました。費用の合計

は29億4,461万1千円で、27年度と比較し993万3千円減少し、比率にして0.3％減少

しました。差引きによる収支はマイナス1億8,963万円で、前年度と比較して8,626

万7千円、収支差額が大きくなりました。 

収益では、外来患者数の減少もあり、収益全体が減少しました。費用では、外来

患者数の減少に連動して薬品費が減少しました。 

 

次に、「(4)の 資本的収支の状況」についてご説明いたします。資本的収支につ

いては、工事費及び10万円以上の医療機器が対象であり、平成27年度の決算額が多

いのは、電子カルテ等情報システムの更新に4億2,876万円を支出したためで、この

支出に充てるための企業債を4億3,000万円 借り入れしました。平成28年度の建設

改良費が増加した要因は、院内保育所設計業務委託に1,099万3千円を支出したため

です。 

 

「(5)の病床利用率」は、28年度は、全体で83.4％であり、前年度と比較し1.3パー

セント上昇しています。 

 

資料の裏面をご覧ください。 

次に、29年度上半期の経営状況について、説明させていただきます。平成29年4

月から9月までの6ヶ月間の実績です。 

 

まず、「（1）の患者数の状況」につきまして、入院患者数は1万8,612人で、前年

度同時期と比較し89人減少し、外来患者数は4万4,240人で、前年度と比較し864人

減少しています。総計は6万2,852人で、前年度と比較し953人減少し、比率にして1.

5％の減少です。 

「（2）の診療収益の状況」につきまして、入院の収益が5億921万7千円で、前年

度と比較し2,734万円増加し、外来の収益は4億6,609万8千円で、前年度と比較し1,

645万3千円減少した結果、総計は9億7,531万5千円となり、前年度と比較し1,088万

7千円増加しました。比率にして1.1％の増加です。 

 

入院患者数が減少しているのに対して、入院の収益が増加しているのは、入院患

者１人１日あたりの単価が、29年度上半期は2万7,360円であるのに対し、28年度は

2万5,767円であり、1,593円増加しているためです。外来については患者数も減少

していますが、外来患者１人当たりの単価についても、29年度上半期は1万536円で、

前年度が1万699円であり、163円減少しています。 

 

次に、「（3）の損益収支の状況」につきまして、収益計で12億9,735万7千円とな

り、前年度と比較し、2,268万2千円減少し、比率にして1.7％減少しました。費用

計は13億1,250万7千円で前年度と比較し5,777万4千円減少し、比率にして4.2％減

少しました。差引きによる収支は、マイナス1,515万円で前年度と比較し3,509万2

千円収支差額が小さくなっています。これは、前年度と比較すると、収益について

は入院による医業収益が増大したことと、費用においては、平成28年度に一部の建

物の耐用年数が経過し、減価償却が終了したものがあるため、減価償却費が減少し

たことにより収支差額が小さくなりました。 

 

次に「(4)の資本的収支の状況」につきまして、収入における他会計負担金は、

市の一般会計からの負担金です。29年度の支出において、建設改良費で主な事業は、

電話交換機更新工事費です。29年度の器械備品購入費では電動ベッドの購入費で

す。企業債償還金は、企業債の償還元金です。 

 

「（5）の病床利用率の状況」につきまして、平成29年度は、一般病棟が81.0％、 



療養病棟が86.3％となり、合計83.4％となっています。前年度と比較すると0.4％

減少しています。 

 

以上が上半期の経営状況です。 

 

【会長】只今、病院の経営状況について説明がありました。ご意見、ご質問のある

方は挙手をお願いします。 

 

【倉本委員】28年度決算の（1）患者数の状況の眼科の入院患者数が27年度と比較

し685人から305人に、（2）診療収益の状況で入院収益も67,400千円から22,215千円

に下がっています。平成27年度は手術が多かったのですか。 

 

【伊藤院長（以下、院長）】眼科の医師が代わりました。眼科の常勤医師は1名しか

いません。医師により得意な分野があり、手術件数が大幅に下がった経緯がありま

す。 

 

【成瀬事業管理者（以下、事業管理者）】今の手術件数が通常の件数です。前任の

先生が手術の得意な先生で、熱意を持ってやられていた結果、後任の先生が悪いよ

うな印象を与えてしまっているかも知れませんが、そうではありません。 

 

【倉本委員】今も眼科の手術の件数は結構ありますか。 

 

【事業管理者】手術待ちの患者さんはいらっしゃいます。 

 

【久野委員】減価償却費が平成28年度と平成29年度をくらべ大きく下がっています

が、建物本体の償却期間は。 

 

【事務局】建物に付帯する設備が15年を経過し、償却が終わりました。 

 

【局長】建物本体の償却は続いています。本体の償却期間は39年です。物によって

償却期間が異なるので、償却期間が15年の設備が今年なくなったということです。 

 

【久野委員】建物は平成39年まで償却するということですか。 

 

【局長】償却期間が39年ですので、平成52年まで残ります。当初の借り入れも償還

期間30年で行っていますので、まだかなり残高があります。減価償却が終わる頃に

は、次の投資が必要になるのが通常です。 

 

【事業管理者】今、空調ですとか設備がどんどん壊れています。ちょうど減価償却

がなくなる頃に壊れて行きます。病院の場合、空調を止める訳には行かないので、

苦労して修繕を行うことになります。今年度の減価償却費の減額は一時的なもの

で、修繕など別な面で支出が増えることになります。 

 

【翠委員】救急とか病診連携の患者数のデータはありますか。外来での救急患者の

受入れがどれくらいあるか知りたいのですが。 

 

【局長】お配りした資料の中にはありません。 

 

【事業管理者】後で資料をお渡しします。 

 

【久野委員】（4）資本的収支の状況で、不足額を内部留保資金で補填していますが、

内部留保は今どれくらいありますか。 

 

【小野田管理課長（以下、課長）】平成28年度末で55,600万円です。 

 



【久野委員】内部留保を少しずつ使っているということですか。 

 

【事業管理者】毎年1億円ほど補てんしています。 

 

【久野委員】留保があるうちは良いが。 

 

【事業管理者】後数年でなくなります。 

 

【会長】ほかにご意見、ご質問はありますか。それではほかになければ、（2）みよ

し市民病院改革プランの点検・評価の報告について、事務局より説明をお願いしま

す。 

 

【事務局】始めに「みよし市民病院改革プラン実施状況の点検・評価について」説

明をさせていただきます。 

 

平成27年3月に総務省が新たに「新公立病院改革ガイドライン」を示しました。

少子高齢化が急速に進展する中で医療需要が大きく変化することが見込まれ、地域

ごとに適切な医療提供体制を再構築する取り組みが必要となってきました。 

厳しい経営状況の中、市民病院として果たすべき役割を明確にし、経営の方向性

を示すとともに、市民病院の「理念と基本方針」を遵守し、医療の質の向上と患者

サービスの向上を目指して、平成29年3月に平成32年度までの目標値を定めた「み

よし市民病院改革プラン」を策定しました。 

 

「みよし市民病院改革プラン」の20ページをご覧ください。 

平成28年度から32年度までの「経営指標に係る数値目標の設定」を掲載しています。

「収支の改善に係るもの」、「経費削減に係るのもの」、「収入確保に係るもの」など

の目標指標を挙げています。23・24ページには収支計画の目標指標を挙げています。 

また、具体的な取組みとして25ページから31ページまでに７項目にわたり記載して

あります。32ページは市民病院の今後のあり方として、再編・ネットワーク化と経

営形態の見直しについての考え方を載せています。 

 

平成28年度は改革プランの取組み1年目にあたります。 

平成28年度の点検・評価の結果が別冊の「みよし市民病院改革プランの点検・評

価報告書」になります。この1ページをお開きください。28年度の決算状況につい

て点検を行った内容です。収支の状況は先ほど28年度決算で説明させていただきま

したので割愛させていただきます。 

 

次に、2ページをご覧ください。改革プランに示す各経営指標の平成28年度目標

数値と平成28年度決算の実績値の比較です。 

経営指標等につきまして、計画未達成の項目がいくつかありますが、主なものと

して「（1）③職員給与費対医業収支比率」ですが、計画61.3％、実績61.7％ 差0.

4％です。数値が低い方が良く、計画未達成の理由は、医業収益が見込みより下がっ

たことが理由です。 

また、「（2）⑥外来平均単価」は、計画より実績が100円少ないですが、これは

薬品費が下がったことに伴い、投薬費が減少したためです。 

収支計画の純損益については、計画を達成しています。 

続いて3ページと4ページが収益と費用の明細で、5ページが患者数の状況となり

ます。 

 

市民病院では、平成28年度から既に設置している地域連携・医療相談室に、新た

に常勤の看護師と社会福祉士を配置し、患者さんやその家族の方からの医療相談に

応じたり、地域医療機関からの診療や検査の依頼に対応しています。 

また、昨年10月に病院機能評価を受審し、医療の質の向上、医療安全対策の徹底、

患者サービスの向上に努めました。 

一般病床においては、68床のうち10床を地域包括ケア病床に転換し、病床稼働率



の向上と平均在院日数の短縮を図るともに、患者さんが安心して入退院できる体制

づくりに取り組みました。 

さらに、平日夜間と土曜日の午前に他の医療機関からのＣＴ、ＭＲＩ検査の受入

れ、病院資源の有効活用と病診連携を図っています。 

今後も、患者サービスと医療の質向上を図るとともに地域医療の貢献に努めてま

いります。 

 

以上で報告書の説明を終わります。 

 

【会長】ただいま説明がありましたが、それにつきましてご意見、ご質問のある方

はどうぞ。 

 

【倉本委員】収支計画の中で平成32年度には黒字化になるということですが、表の

一番下にある不良債務という言葉が分からなかったのですが、病院の会計にこうい

う言葉があるのですか。 

 

【局長】流動資産と流動負債の差額としての不良債務という言葉があるかというお

尋ねでよろしかったでしょうか。 

 

【倉本委員】ここだけ内容が良いということですかね。 

 

【局長】元々が良かったので、過去が良かったということが言えると思います。過

去から少しずつ食い潰す形で推移しますが、32年度には好転する計画です。 

 

【倉本委員】医師の数と売り上げの割合はどうですか。医師は大変な労働時間で働

いていると思いますが。 

 

【局長】今言われたとおり、医師の数に応じて入院や外来収益は比例してきます。

その確保が一番重要なところですので、院内保育所の設置することにより、看護師

も含め、スタッフの確保に結び付けて行きたいと考えています。ただ現実には難し

い面もあります。 

 

【倉本委員】平成32年度に利益が出せるように頑張ってください。 

 

【局長】ありがとうございます。平成28年度はこの損益はクリアできました。平成

29年度は先ほどの説明よりも後、10月以降は入院がかなり増えてきていますので、

経常損益はクリアできると思っていますが、平成30年度以降も収支がよくなるかが

頑張りどころであると思います。 

 

【事業管理者】確実に達成できない部分としては、今年、診療報酬が改定されます

が、厚生労働省と財務省の相談でどこを削減することになったかというと薬剤なん

ですね。そうなると間違いなく外来収益は8パーセントから10パーセントぐらい下

がるので、今から未達成が予測されます。これはいかんともしがたい事です。 

あと、黒字化の前提は、減価償却の切れたものが、そろそろ壊れだすということ

で、これから10年、15年単位で壊れていくものですから、この部分については市の

方が負担していただくと。例えば空調が壊れるとします。今、計画的に改修をして

いますが、その費用は億単位になってきますので、その部分は市に負担していただ

くことがないと黒字化はできないということになります。 

 

【会長】倉本委員から6割の公立病院が赤字であるとの話がありましたが、実際は

もっと多くの病院が赤字ではないかと思います。中にはいくつか黒字化されたとこ

ろがあるようなので、少し勉強させてもらったことがあるのですが、どうも不採算

部門を切り捨てたりだとか、そういった手法を使われているところが多いようで、

 やはり市民病院としては、当然収支は大切ですが、サービスを低下させることの

ないように改善をして行って頂きたい。岐阜県の黒字化した公立病院を調べたら、



在宅医療を止めてしまっていたとか、そういったことで改善されるのもひとつの方

法かも知れませんが、やはり、サービスの低下につながるようなことはせずに収支

を改善していただきたいと。大変苦しいお願いとは承知していますが。 

 

【原口委員】外来が減少傾向にあるのに、平成32年の計画では増加になっています

が、何を持ってこの増加を達成しますか。 

 

【局長】平成28年の計画策定時点では、もう少し単価の高い、薬品費が多くかかる

患者を想定していました。28年まではそのような患者がいたのですが、今はいませ

んので、見方を変えれば外来収益は伸びませんが、支出の材料費も薬剤費が主に下

がっているのでバランスは取れると思いますが、数値的には過大になっていると思

います。 

 

【原口委員】患者数は。 

 

【局長】30年度以降は医師の採用を考えていたのですが、現実的には難しいことと、

この計画策定後、他の公立病院や大病院を見ても、まず、外来患者数が増えている

病院がございません。県内自治体病院の18病院中16病院が大きく減っていましたの

で、計画的には少し見込みすぎた感は持っています。 

 

【原口委員】そうですよね。 

 

【局長】ただ、入院患者は増えております。そもそも20床以上病床があるのが病院

ですので、やはり入院を中心に運営して行く方向でとは考えています。 

 

【院長】医者に患者は付くものですから、医者が増えれば、それだけ患者の数は増

えます。残念ながら過渡期、交代の時期があり、先生が交代すると、その先生がよ

くて来てくれていた患者さんはがたっと減ってしまいます。新しい先生が認められ

ると、また増えてくるのですが、そこにはどうしても時間がかかります。 

また、交代という形ならまだ良いですが、残念ながら今も内科の医師が欠員に

なっていますが、ひとりいなくなってしまうと、そのぶん患者は減ったままで、マ

ンパワー的にも患者を診られなくなってしまいます。 

すべては医師の数でほとんどが決まってしまいます。医師の数が十分にいれば、

外来患者数の目標も達成できるかもしれません。 

 

先ほど翠委員からご質問があり、平成28年度の年報をお配りしました。これは毎

年病院で作成している冊子です。 

質問のあった救急患者ですが、24ページを見て頂くと、救急車での搬送の受け入

れ状況が載っています。平成28年度の救急車の受け入れ総数は212件ということに

なっています。次のページ時間外・休日の救急の受け入れに関しては平成28年度全

体で1,529名の患者さんを診させて頂いています。 

28ページをご覧下さい。28ページの（10）病診連携の状況の項で近隣の病院、開

業医の先生方からのご紹介で来た患者さんの数が載っています。毎月100件程度の

紹介を頂いております。 

 

【翠委員】クリニックの立場からのお願いと収益増にもつながると思うのでお話さ

せて頂きます。 

軽微な入院をお願いしたい患者が多くいます。その患者を救急に紹介したとき

に、外科当直の場合、受けてもらえないこともある。そういった患者を受け入れて

もらい、入院させてもらうと、病床稼働率も上がり、収益も上がると思うのですが、

本当に緊急を要する脳外科の疾患ですとか循環器系の疾患は無理としても、肺炎と

か高齢の患者を紹介できるようになるといいなかと思います。 

あとは検査、私は結構MRIをお願いして使っているのですが、そういった検査、

例えば消化器の良い先生もみえるし、豊田市まで検査に行っている人も多いので、

CF（大腸内視鏡検査）、胃カメラなどの患者の受入れがもっと増えるとよいと思い



ます。 

 

【院長】ご指摘のとおりだと思います。地域包括ケア病床を10床作らせて頂きまし

たが、文字どおり地域で利用していただくという意味で、近隣の先生方からの紹介

で患者を受け入れることを前提とした病床でもあるので、上手く活用して、今後、

なるべく先生方のニーズに応えられる状況を作れるかと思います。残念ながら、先

ほどの医師不足の問題があり、現状ひとり当直となっています。当直が整形外科の

医師であるときに、内科の疾患で入院の紹介を受けると、不安な部分があってお断

りをしてしまうことがあります。 

翠先生を始め、近隣の先生方は当院がやれること、やれないことを承知のうえで

紹介して下さっているので、その辺りを加味させて頂き、なるべく内科の医師に連

絡が取れて、当直医師に指示が出せるようなバックアップ体制を確立することによ

りご期待に沿えるよう検討します。 

 

【久野委員】一般病床68床のうち10床を地域包括ケア病床に転換したとのことです

が、こういった病床が必要な方、一般病棟での治療のあとにケアが必要な患者が増

えたということでしょうか。病床稼働率はこれにより上がると思いますが、収入は

どうですか。稼働率が上がれば収益も上がるということでよいですか。 

 

【事業管理者】そのとおりです。 

 

【久野委員】今後、もっと地域包括ケア病床を増やすことになりますか。 

 

【事業管理者】今後どれだけ需要があるかによって、少しずつ転換を計って行こう

と考えています。国の方針では療養病棟は大きく削減される方向です。これは大変

なことで、次の診療報酬改定では6年の経過措置があるといわれていますが、将来、

今ある54床を維持できるかは分かりません。場合によっては一部が地域包括ケア病

床に移行することになると思います。 

地域包括ケア病床は包括医療費制なので、どれだけ医療手技を投入しても、定額

をいただく形になりますが、メリットは60日入院していただけることで、急性期で

すと3週間が限度ですから、そういった意味では患者さんが家に帰るまでの余裕が

出来る点で意味があります。これは今後の状況を見ながら、シフトをして行くとい

う計画です。 

 

【久野委員】他の急性期病院から転院する患者の受け皿として、みよし市民病院は

重要な立ち位置にあると思うのですが。 

 

【事業管理者】そこがみよし市民病院の仕事だと思っています。とにかく市民が行

き場所がなくて困ることがないようにしないといけないとういのが最大の存在意

義だと考えています。 

 

【事業管理者】では別に用意した資料にて、当院と医療の動向についてお話をさせ

ていただきます。 

 

≪別添資料により説明≫ 

 

【会長】全体を通じて質問がありますか。よろしいですね。以上をもちまして、み

よし市民病院運営協議会を終了とします。どうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 


