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平成２９年度 第３回碧南市民病院運営審議会 議事録 

 

１ 日時 

  平成３０年２月５日（月）午後１時３０分から午後２時３８分まで 

２ 場所 

  市民病院２階 講義室 

３ 出席者（委員）１５名（順不同） 

  加藤丈博委員（会長）、長田和久委員、生田譲委員、水野博史委員（副会長）、 

奥村晋平委員、鈴木並生委員、岩月信一委員、山中寛紀委員、杉浦友則委員、 

禰宜田知司委員、神谷葉子委員、鈴木怜香委員、神谷悟志委員、鈴木玲子委員、 

對馬幸司委員 

４ 欠席者（委員）３名 

  三島孝二委員、杉浦三代枝委員、森田英治委員 

５ 出席者（病院側）１５名（事務局担当含まず） 

  市長、松井副市長、梶田病院長、杉浦(誠)副院長、古久根看護部長、 

永谷経営管理部長、杉浦医事経営課長、齋藤管理課長、 

中崎訪問看護ステーション管理者、榊原管理課課長補佐、 

野村医事経営課企画推進係長、河合医事経営課医事担当係長、 

鈴木医事経営課医事担当係長、磯貝管理課総務係長、深津管理課総務担当係長、 

（渡邉医事経営課主査（事務局担当）） 

６ 傍聴者 

  ３名 

７ 内容 

(1) 会議の成立について 

  永谷経営管理部長から本日の出席者は１５名で、委員の過半数を超えたため、本日

の会議は成立した旨の宣言があった。 

(2) 傍聴者について 

   会議の公開に伴う傍聴者について、永谷経営管理部長から、本日３名の傍聴者がみ

える旨報告があった。 

(3) 市長あいさつ 
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皆さんこんにちは、本日は大変お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありが

とうございます。日頃より、市民病院運営につきまして、ご支援をいただきまして、

誠にありがとうございます。 

大変最近寒いということで、病院の病床利用率も久しぶりに８０％を超えている状

態が続いているということでございます。この会議が終わりましたら、市民病院のあ

りかたについてのご意見を頂きますのでよろしくお願いします。 

今日の審議会の議題は主に３月議会に上程いたします、「平成３０年度病院事業会

計予算（案）」と「平成３０年度訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所事業計

画及び予算（案）」について、また、「碧南市医師確保修学資金貸与条例の制定」に

ついて、という内容でございますのでよろしくご審議いただきますようお願い申し上

げまして、誠に簡単ではございますが、市長としての挨拶とさせていただきます。 

本日はよろしくお願いします。ありがとうございました。 

(5) 会長あいさつ 

  みなさんこんにちは。本日は大変お忙しい中、非常に寒い中お集まりいただきまし

て誠にありがとうございます。そしてまた、碧南市民病院の先生方には日頃大変な患

者さんをこころよく引き受けてくださいまして本当に助かっております。どうもあり

がとうございます。 

先ほど市長さんも言われておりましたが、新聞などの報道で西尾市のほうから病院

の統合はどうかというようなご意見もあるようですが、そうなった場合、市民病院運

営審議会の役割というのが大変重要なものとなってくると思いますので、その節には

どうかよろしくお願いしたいと思います。どのような形になるかわかりませんが、一

市民としましても碧南市民病院さんが無かったころ、なにかありましたら西尾か安城

に行かなければならないという、そういう状況より悪くならないように是非とも市の

方にはよろしくお願いしたいと思います。 

それではこれをもちましてご挨拶とさせていただきます。 

(6) 梶田病院長あいさつ 

  病院長の梶田でございます。 

本日は大変お忙しいところ、お集まり頂きまして、ありがとうございます。 

まず、大変厳しい経営状況であるということをお話しなければなりません。後ほど

いろいろな資料をご覧頂こうと思います。そんな中、今年は３月に平成３０年度医療
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介護の同時診療報酬改定がございまして、これは中小の病院は恵みが少ない、かえっ

て締め付けの厳しいものになろうかというふうに思っております。 

もう一つは、先週２月１日と２日に、私共の病院が日本病院機能評価機構の受審

審査を受けました。その評価は第三者の目からみて、病院の収入の質を問うかも知

れない、それを糧にして病院の医療の質を改善していくというものでございますが、

これが第５回目の受審になりまして、終了直後の講評では概ね良好ということで、

もちろん改善点はいくつかありますが、ご評価を頂いております。 

もう一点私のほうから病院の経営状況とも関連をしますが医師の確保が大変厳しく

なっているという状況にございます。平成２９年の４月当初４７名の常勤医師数、そ

れがおそらく平成３０年度４月には４３名に減少するのではないかというふうに考え

ております。今医師が退職しましても大学の医局のほうからは医師の補充がなかなか

難しいということがございまして、少ない人数のまま診療を続けなければならない状

況が続いております。 

もう一つは研修医の数です。ここ２、３年大変少なくなってきています。それでこ

の議題のほうにもありますように、医師確保の修学資金の問題、あるいは全般的な医

師の確保のために短時間の勤務制度というものも導入して、少しでも働きやすい医師

の環境を作ろうと、そしてこの病院に医師を呼び寄せようというような努力を遅まき

ながらしていこうという状況でございます。以上簡単ではございますが、ご報告を申

し上げるとともに挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございます。 

(6) 新任委員の紹介 

  永谷経営管理部長から「碧南市民病院運営審議会名簿」に基づき１名の新任委員を 

紹介（碧南青年会議所理事長 杉浦友則委員） 

(7) 議題 

ア 平成３０年度病院事業会計予算（案）について 

  杉浦医事経営課長から「平成３０年度当初予算案の概要」（参考資料１）に基づき

説明を行った。 

（加藤丈博会長） 

説明が終わりました。ご質問がございましたらお願いします。 

（委員①） 

収入の一番元になる入院収入、外来収入がありますが、基礎になる患者数が９万６
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千人と１９万４千人。今日配布されておるこの資料を見ますと２８年度に入院が８万

８千人と外来が１８万５千人でかなり増えております。今冒頭で院長先生が、お医者

さんが非常に不足していると、昨年は５０人ぐらいだったのが今年は４３人になると

いうことで、この患者数の基礎はどのようにしてこんなにたくさん、つじつま合せの

ためにやってみえるのか、何か根拠に基づいて患者数が出ているのか教えていただき

たい。 

（杉浦医事経営課長） 

入院と外来に関する患者数ですが、中期経営計画がございまして、そちらの目標数

値というものがございます。その数字を参考にしながら、ただここ数年患者が減少し

ている状況もございますので、そのあたりを勘案した中で目標的なものを出して収入

とさせていただいております。 

（委員①） 

こういう予算を作る時には昨年の実績、今年の実績に基づいて予算を立てるのが普

通の予算の立て方ではないかと思うのですが、中期計画を守るのであれば変更してい

かなければならないと思う。作ったものがずっとではなく、時代にそぐわないとか、

お医者さんが少なくなってくれば当然変更していかなければならない。それに基づい

て予算を付けていくと、つじつま合わせになってしまって、本当に黒字になるのかど

うかは分かりませんが、基になる入院と外来の数字をきちんと掴まないと予算の信憑

性というのはほとんどなくなってしまうのではないかと思いますが、今後どうされる

のか。 

（永谷経営管理部長） 

  来年度予算ですが、歳出の方の資料を見ていただきますと、前年度と比べ軒並みマ

イナスの予算という事で歳出を厳しく査定しまして、ぎりぎりまで絞っております。

それに見合うだけの収入を持たせないと最初から赤字予算になってしまいます。赤字

予算を防ぐという意味合いで、若干多めには取らせていただきましたが、病院スタッ

フとしてはこのようになるように努力して参りたいと考えております。 

（委員①） 

  最初から経費を切り詰めるのはいいですが、お医者さんが減った中でそんなにたく

さんのノルマをかけるという事がいいのか、予算というのはやはり現状を見て真剣に

作ってもらわないといけないのではと思います。 
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（永谷経営管理部長） 

  誠におっしゃるとおりでありますが、私共も監査がございまして、監査からは最初

から赤字予算を組むものではないという事で厳しく指摘されております。費用という

のは最低限これだけはいるというものがありまして、本当にぎりぎりに削って計上さ

せていただいて、ただそれが赤字にならないように予算を組ませていただいたという

事です。決算数値でいいますと２８年度の入院１日平均患者数は２４２人で、予算が

２６５人なので１日あたり２３人増となりますが、なんとか努力すればいける数字で

はないか。市長の挨拶にもありましたが、今のところ８０％の病床利用率になってお

りまして、２８年度では８０％に行ったことがありませんので、２８年度より２９年

度のほうが伸びているという事で、さらに３０年度は増やしていきたいと思っており

ますのでよろしくお願いします。 

（委員①） 

  それは、頑張っていただくということで、次の質問をさせていただきます。 

市の負担金が両方で８億９億ありますね。３ページの一般会計出資金３億５千万、

これは市から病院にお金が出ていると理解すればよろしいでしょうか。 

（杉浦医事経営課長） 

  はい、そのとおりでございます。 

（委員①） 

  ここにある１２億３８００万円市が負担しているということでよろしいわけですね。 

（杉浦医事経営課長） 

  ３ページの表にありますとおり、一般会計負担金（医業）と一般会計負担金（医業

外）、一般会計出資金、この３つを合計しまして１２億３８００万円という形でござ

います。 

（委員①） 

  ４ページのところにある、資本的収入と資本的支出は収入が１４億５９００万円で

支出が２１億８９００万円ということで、この差が７億円ぐらいあるのですが、この

差はどのような差なのか。収入と支出が書いてあるだけで、この７億円の差はどのよ

うに処理されるのか教えてください。 

（杉浦医事経営課長） 

  この差額につきましては資本的支出の３の投資②のその他投資のところの７億円と
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いう金額がありまして、長期預入金となっております。 

（永谷経営管理部長）  

  ４ページの資本的支出の３の投資の②のその他の投資で７億円ございますが、これ

は定期預金で預入しますので一旦、病院会計からは支出ということになりますので、

これはまた、来々年度以降戻ってくるお金でありますので、その分が７億円多いと思

っていただければいいと思います。 

（委員①） 

  ７億円預けてあるからということですか。 

（永谷経営管理部長） 

  おっしゃるとおりです。７億円を一旦、長期で預入するので支出になると。企業会

計ですので、そのような形になります。 

（委員①） 

  この前新聞をみていたら、春日井も市民病院で時間外勤務の色々な問題が起きてい

ます。碧南市民病院でもこれだけの患者さんを何とかしようと思うと、かなりのお医

者さんの負担になると思いますが、それがますます医師不足の原因になるのではない

かということを危惧しています。院長先生を始め、一生懸命集めようとしても、そう

いう負のところがあればなかなか集まってこない。春日井はたまたま３６協定が結ば

れていなかったということで監督署から注意を受けたという事が新聞に載っていまし

たが、基本的にはこういった予算は私から見ると、１２月までの数字がはっきりと分

かっていればそれにあと１．２倍すればいいわけなので、大体の予算が出る。いずれ

にしても３０年度を見ると、大幅に患者さんを増やす予算になっているので、これか

ら予算を作られるときは赤字にしないような予算を作るのではなく、現実を見て作っ

ていただく、それが、皆さんが働く一番のモチベーションになるのではと思います。

毎年５億円ある赤字が消えるという事は、私はちょっと想像できない。そんなハード

ルの高い、達成不可能な予算を作るのではなく、みんなで努力すれば達成できるよう

な予算でなければいけない。私が意見として申し上げておきます。 

（永谷経営管理部長） 

  ご意見ありがとうございました。私共も、医師の働き方改革というのは、最重要課

題の一つとして今取り組んでいますので、今後ともご支援の程よろしくお願いします。 

 （委員②） 
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  来年度予算では人件費が少し減るという事ですが、これは働く人が減るから予算が

減るということなのか、あるいは同じ仕事をしていても実は来年度から費用が支払わ

れなくなるとか減るとか、そういった対策があるのでしょうか。 

（杉浦医事経営課長） 

  予算の人件費の件ですが、これは昨年度の予算との比較ということでありまして、

昨年度予算上は若干の余りがございましたので、その分実績に応じてぎりぎりの金額

ということで設定させていただいております。減らすとか人数が少なくなるとかそう

いったことではございません。 

 

議題「平成３０年度病院事業会計予算(案)」について、ご審議いただき了承された。 

 

イ 医師確保修学資金制度の導入について 

 齋藤管理課長から「医師確保修学資金制度の導入について」（参考資料２）に基づ

き説明を行った。 

（加藤丈博会長） 

説明が終わりました。ご質問がございましたらお願いします。 

（委員③） 

そういった奨学金制度というのは前永島市長さんの時に少し提案させていただきま

したが、私の思いとしては、地元出身のかたで医学部に進学されて医師になられるか

たにはこういった制度で奨学金をということで、この内容を見ますと地元出身でなく

ても国家試験を通って最低１年勤めていただければ後は免除。これを利用しても長く

碧南にいて頂くという事ではなく、一年間いればどこへ行ってもいいという形になっ

てしまう。私の思いとしてはある程度地元に残ってもらえるような、そういったかた

に制度を利用させてあげたいという気持ちがある。例えば３名４名のかたがこのよう

な制度を利用して来ていただいても、研修の枠というものがあるので、どうしてもそ

の中で選考していかなければいけない。だからといって地元出身者と絞ってしまうと

人が集まらない。その辺で非常に難しい問題があると思いますが、そういった何人も

希望があって選考するといった場合、研修医の限られた枠の中でどのかたに来ていた

だくか、その選考の方法とか、そこまではうたわないということでしょうか。 

（齋藤管理課長） 
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この修学金制度を導入するにあたって、一年生からというような意見もございまし

た。ただ喫緊として、すぐに研修医が集まらないというところで、とりあえず５年生、

６年生が欲しい、あと予算の関係もありますので、たくさんの金額が設定できない。

まずは５年生、６年生から始めましょうというのが今回の趣旨です。なぜ５年生、６

年生が対象かというと、病院の合同説明会というものがあるのですが、大体来られる

のは４年生以上というのが殆どです。なぜうちのほうに研修医がこないかというとこ

ろで色々と検討してもらった結果、うちの病院の知名度がやはり低いという部分があ

ったものですから、そこでうちの病院を知ってもらって、病院見学に来ていただくと

いうことを先行する中で、今回研修医の修学資金の制度をとりあえず進めて行きたい。

選考につきましては応募いただいた中で書類審査とか成績を見ながら、選んでいきた

いと思っております。 

（委員④） 

  死亡したときにはどこに請求するのですか。 

（齋藤管理課長） 

  高額な金額の貸与ですので、差し上げるわけではございませんので、当然のことな

がら連帯保証人を２名設定していただきます。その方にご負担いただくと考えており

ます。看護師の修学資金制度も今やっておりますが、同様の仕組みになっております。 

 

議題「医師確保修学資金制度の導入について」について、ご審議いただき了承され

た。 

 

ウ 平成３０年度訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所事業計画及び予算

（案）について、中崎訪問看護ステーション管理者から「平成３０年度訪問看護ステ

ーション事業計画」（別紙資料）、「平成３０年度訪問看護事業特別会計予算

（案）」（別紙資料）、「平成３０年度居宅介護支援事業計画」（別紙資料）、「平

成３０年度介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）予算（案）」に基づき説明を

行った。 

（加藤丈博会長） 

説明が終わりました。ご質問がございましたらお願いします。 

（委員⑤） 
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  介護保険特別会計で収支が合っていないという事でこの差は介護保険料からはいっ

てくるのですか、税金で賄うのですか。 

（中崎訪問看護ステーション管理者） 

  会計の介護サービス事業勘定という会計自体が、市が行っている介護保険のサービ

スにおける会計ということで、訪問看護と居宅介護支援とそれから地域包括支援セン

ターの３つがこの会計で所管するものになります。この会計の全体像としては、例え

ば歳入のところには市からの繰入金があり、歳出のほうも繰越金や旅費があって最終

的には歳入と歳出が同じ数字になるのですが、その中で、直接市民病院で行っている

事業に関する会計なので、その分数字が合っていません。 

（委員⑤） 

  最終的にこちらは合っていますよね。こちらが合っていないのは、お金が足りない

わけですか。 

（中崎訪問看護ステーション管理者） 

  足らないわけではなく、事業が地域包括支援センターと訪問看護と居宅支援という

３つで本当は介護サービス事業勘定という、介護保険特別会計もちの介護サービス事

業勘定というものです。市の議会に報告するときには、この勘定自体の歳入歳出は同

じ数字です。ただうちで所管しているものだけを載せる、抜粋なので数字が合ってい

ませんという事です。  

（委員⑤） 

  会計がもう一つあるわけですか。３つで合うようになっているわけですね。 

 市の議会に報告するのは３つで報告するけど、ここでは２つという事ですね。 

（中崎訪問看護ステーション管理者） 

  おっしゃるとおりです。 

（委員⑤） 

  その辺がちょっと理解できないですが、大体こういうのは収支が合うように報告し

ているところですが、赤字は赤字で差は税金で払うのか、介護保険料で払うのかとい

う事の他に、もう一つ会計があってそこから補填するからということなのか。 

（中崎訪問看護ステーション管理者） 

  そういう意味で申しますと人件費が足りませんので一般会計から繰入金を入れて頂

いております。 
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（委員⑤） 

  その一般会計というのは今説明を受けた一般会計ですか。 

（中崎訪問看護ステーション管理者） 

  いいえ、市の一般会計です。 

（委員⑤） 

  市の一般会計、要するに税金で補填するという事ですね。 

（中崎訪問看護ステーション管理者） 

  そういうことです。 

 

議題「平成３０年度訪問看護ステーション・居宅介護支援事業所事業計画及び予算

（案）」について、ご審議いただき了承された。 

 

（加藤丈博会長） 

その他の事項に移ります。その他の事項で何か説明がございましたらお願いします。 

 

（委員⑥） 

  この間の新聞に蒲郡の市民病院のことが載っておりました。医師が足りてきたから、

病院の病床を元に戻すということで、１９９７年に移転してからずっと赤字だったか

ら６０床を休床していたけれども、医師が足りてきたので元に戻すという事で、これ

はどういう方法でこのように好転したのか。市の負担金も減ったというような事が載

っておったものですから、どういう方法でやられたのか。こういうところを参考にし

て、碧南市も少しでも、予算の査定など皆さんできちんとしたものをやっていかなけ

ればいけないのではないかと感じておりますので、是非一度、この蒲郡市民病院に行

って勉強してくるといいのかなと思います。たぶん何かやられたから好転したのでは

ないかと思います。何もしなくて好転したわけではないと思いますので、その努力を

聞いて来られて、碧南市民病院に生かされるといいなと思います。以上です。 

（杉浦医事経営課長） 

  碧南市在宅医療サポートセンターの設置について、私から説明します。資料はあり

ませんので、口頭で簡単に説明いたします。この在宅サポートセンターですが、これ

は医療と介護の連携による在宅医療を促進するためかかりつけ医の普及促進、関係機
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関との連絡調整、在宅医療に関する相談窓口の役割を受け持つ機関であります。もと

は碧南市医師会が平成２７年度より在宅医療サポート事業を開始しておりまして、開

始に当って碧南市が医師会からの事業の委託を受け市役所の訪問看護ステーションの

中で活動をしておりましたが、平成２８年度に訪問看護ステーションが病院に移管さ

れたことに伴い市民病院内に事務所を移して現在に至っております。平成３０年４月

１日からは市が医師会より事業を引き継ぎ市の直営としてセンターを設置し引き続き

市民病院内で実施をさせていただきますのでご報告をさせていただきます。また、別

件ではありますが、同じく４月１日から市民病院の新たな組織として患者相談室を設

置いたします。患者相談窓口に専任の職員を配置し相談窓口の一本化、相談業務の充

実をはかっていくためのものです。正式な組織としては新年度からにはなりますが昨

年１２月より市民病院１階の総合案内の前に窓口を設置して相談しやすい体制づくり

をすすめておりますのでご報告をさせていただきます。以上です。 

（委員⑦） 

ちょっとよろしいでしょうか。皆さんは医療関係で非常になれていらっしゃいます

から、パパッと頭に出てこられると思いますが、委員の中にも初心者に近い方もおら

れますので、できたらこういう資料というものを出してもらえるとありがたいと思い

ます。先ほどの件も最終的に３つあるということが分かりました。私も最初分かりま

せんでしたので、合わないじゃないかということが出てきてしまうと思います。資料

があれば余分なことをおっしゃらなくて済むと思いますので、できればそういったこ

とで対応していただきたいと思います。 

（杉浦医事経営課長） 

  以後そのように対応させていただきたいと思います。 

（梶田病院長） 

それでは、放射線治療装置の廃止についてご説明をさせていただきます。現在、碧

南市民病院に導入されている放射線治療装置は平成１５年に設置をされたものでござ

います。それ以降保守契約をいたしまして使用しておりますが、その保守契約が今年

の７月で切れます。これ以上延長できないという事になります。そこで３回に渡って

院内の医師と放射線の治療、放射線治療装置について検討した結果、放射線治療装置

を廃止させていただくことになりました。今は非常に新しい放射線治療の方法、それ

を行う新しい放射線治療装置等あります。ですが、それには放射線治療の専門医が必
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要になります。治療装置そのものも非常に高額です。今後の病院の経営を考えますと

かなり圧迫してしまいます。それが一つの理由です。もう一つは周辺にがんの拠点病

院があります。そういう病院と連携をすることでがんの治療の患者さんにはご迷惑を

かけることなく治療を継続できると考えております。もう一つはがん患者そのものが

減少してきている。今お手元にある横長の資料をご覧いただくと平成２４年度から２

８年度までの患者数を見ておりますが、一番下の放射線治療の平成２４年１３７２例、

月平均１１４件の放射線治療を行っておりましたが、平成２８年になりますと５６４

件、月平均４７件というように大変患者数が減ってきております。新しい装置を導入

しても、大幅な赤字ということから大変残念ではありますが放射線治療装置は更新せ

ずに廃止をして周辺の施設と連携をとっていくという方針となりました。何卒ご理解

をお願いしたいと思います。以上です。 

 

（加藤丈博会長） 

他にご質問、ご意見がある委員の方は見えますでしょうか。 

（委員⑧）（對馬幸司委員）（議事録公開時には氏名は省略します） 

  先ほど、質問のなかでよく分からなかったものですから、一点質問させていただき

たいと思います。その他のところの在宅医療サポートセンターの中の患者相談窓口を

新たに設置するという説明がございまして、それは福祉についての説明ですか、それ

とも医療についての説明ですか。というのは医療相談室があるものですから、その加

減がどうなるのか、病院のなかに認定看護師さんが見えるものですからどういう性格

のものかを教えていただきたいです。 

（委員⑨） 

  意見ですが、先ほどの修学資金の貸付ところで死んだときはどうなるのだというご

質問がありましたが、一般大学等では奨学金の返済の問題が非常に大きな問題となっ

ております。卒業と同時に正規雇用とならず非正規雇用になり、奨学金の支払いがで

きないとブラックリストに載ってしまい卒業と同時に新たな貧困が生まれてしまう。

非常に大きな問題になってしまいます。少しご考慮いただければありがたいなと思い

ます。これは意見です。以上です。 

（齋藤管理課長） 

 患者相談室の話ですが、患者相談窓口はもともとございました。場所的に非常に分
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かりにくい場所にありましたが、基本的には医療の相談です。医療の相談に、苦情と

かそういったものを含めたという事で、今現在は総合案内の南側に衝立で覆った状態

で患者相談窓口ということで出しております。これがほかの組織の中にあるのですけ

ど、４月からは別の組織という格好で充実を図りたいという事です。 

 

他にご質問、ご意見がある委員の方は見えますでしょうか。 

ご質問も無いようですので、これで本日の会議を終了させていただきます。 

なお、平成３０年度碧南市民病院運営審議会の開催日につきましては、７月２日、２月

４日の月曜日を予定しておりますので、よろしくお願い致します。 

本日は長時間にわたりまして、ご協議いただきましてありがとうございました。これを

もちまして、平成２９年度第３回碧南市民病院運営審議会を終了いたします。 

 

（全ての予定を終了） 


