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平成３０年度 第４回碧南市民病院運営審議会 議事録 

 

１ 日時 

  平成３１年２月４日（月）午後１時３０分から午後２時３０分まで 

２ 場所 

  市民病院２階 講義室 

３ 出席者（委員）１６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、杉浦三雄委員、山中寛紀委員、比嘉穣治委員、 

杉浦三代枝委員、禰宜田知司委員、神谷葉子委員、永坂好委員、神谷悟志委員、 

對馬幸司委員、森田英治委員 

４ 欠席者（委員）２名 

  三島孝二委員、鈴木玲子委員 

５ 出席者（病院側）１６名（事務局担当含まず） 

  市長、亀岡病院長、杉浦(誠)副院長、杉浦(厚)副院長、金澤副院長、古久根看

護部長、永谷経営管理部長、杉浦医事経営課長、伊藤管理課長、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 

６ 傍聴者 

  なし 

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１６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、本日の傍聴者はなし。 

(3)  

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。愛知県知事選挙も終わり、碧南市の投票率は４３．６％と愛知県下
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３８市中の７位、投票区では安城市に次ぐ２番目でありました。得票率は９０％を超

えて愛知県下で１位でありました。碧南市が愛知県に対して少しは面目が立ったと思

います。皆様のご協力ありがとうございました。本日は碧南市民病院運営審議会とい

うことで、医師不足については、全国の病院での共通課題であります。それは、病院

が建っている位置にも問題があり、思ったように自分の成績が上げられないなど、様々

な要素が重なって、碧南市民病院も赤字が続いている状況で本当に申し訳ないと思っ

ています。しかし、市民にとっては、安心安全が一番重要なことであります。これは、

本当に大事に考えながらやっていかないといけないと思っています。来年度から３年

間にわたって病棟改修をして、今日の議題にもありますが、医者のインセンティブ手

当を高めて業績につなげて、やれることはなんでもやりながら、ここ数年は厳しい状

況が続きますが、乗り越えて、碧南市民病院を良い状態につくっていきたい、また、

市民の皆様が安心できる状態をつくりたいと考えておりますので、今後とも皆様のご

支援ご協力をお願い申しあげまして挨拶とさせていただきます。 

(4) 会長あいさつ 

  皆さまこんにちは。本日は昼の忙しい時間帯に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、碧南市民病院の先生方には日頃より大変な患者さんを快

く引き受けていただいて助かっています。ありがとうございます。本日は、先程市長

からもお話がありました、医師不足で医師 1 人にかかる負担が増えることもあり、医

師の処遇改善の１つとして、特殊勤務手当の条例改正について協議がありますので、

ご協議の程よろしくお願いいたします。 

(5) 亀岡病院長あいさつ 

  皆さまこんにちは。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。資料を

使って説明させていただきます。本日は来年度予算及び新しい手当についてご協議い

ただくのですが、その前に今年度の経営状況について説明いたします。４月から１２

月までの第３四半期での状況です。入院診療分については、診療科稼動額が９月は昨

年並みでしたが、全体的には昨年度より少ない状況です。総合計で昨年と比較すると

入院延患者数が３，３０３名減、稼動額が１８２，２４７，３１０円減となります。

外来についても同様に昨年度と比較すると外来延患者数が１１，８１０名減、稼動額

が１３５，０４８，８１６円減となります。昨年と比べて患者数及び診療稼動額共に

減少している大きな要因は、医師数の減少です。特に消化器内科医師の減少が大きく
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影響し、現在は診療制限をせざるをえない状況です。つられるように、内科全般の患

者数が減少、診療稼動額では腸内検査の患者減少に伴い、診療稼動額も減少している。

しかしながら、整形外科や神経内科については患者数が増加しています。医師１名あ

たりで 1億円の収入が見込まれると言われるなか、医師が５名も減少している現状で、

稼動額で３１７，２９６，１２６円の減少でとどまることは、碧南市民病院に勤務す

る医師が頑張っている証だと思われます。病床利用率は地域包括ケア病棟の昨年度利

用が低い状況もあり、利用率向上のために職員全体で色々と考えて頑張ったため、地

域包括ケア病棟の利用率は上昇しています。１１月や１２月などの近い状況では、全

体として病床利用率が７０％近い数字が出せるようになりました。１月に入りますと

インフルエンザが流行して患者数が急増して、一般病棟がほぼ１００％近い病床利用

率で、患者を入院させるのに苦労する状況です。このように経営状況は厳しいですが、

医師を確保する努力はしています。医師が少ないからと言い訳をいうだけではいけな

いので、診療報酬の算定率を向上し、算定できる保険点数は算定していくことにしま

した。１つの例ですが、救急医療管理加算があります。救急車で患者が搬送されたと

きに算定できる診療報酬ですが、算定できる条件が緩和、明確ではないため、当院で

は積極的に算定していくことにしました。積極的な算定について、支払基金などの保

険審査機関からの査定や指摘を受けていないので、積極的に算定した分が収入の増加

となっています。そのほかにも、ＤＰＣという保険制度で、効率的に算定ができるよ

うに、医師及びコメディカルに啓蒙活動をしています。あとは、患者数を増やす努力

をしていきます。患者数を増やすためには、救急患者や紹介患者を増やすなどを１つ

の動機づけとして、本日ご協議いただく条例改正となるわけです。このような活動を

続けていますことをご理解いただきまして、挨拶とさせていただきます。 

(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 比嘉穣治委員） 

(7) 議題 

ア 平成３１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３１年度病院事業会計予算（案）について」（参考資料

１）に基づき説明を行った。 

（加藤丈博会長） 
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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） 

平成３０年度決算での入院患者数や外来患者数よりも平成３１年度予算の入院患者

数や外来患者数が大きく増える見込みになっておりますが、なにかで患者の増加につ

ながる対策があるのですか。もう１点で、資本的収入に財産収入、資本的支出にその

他投資の各々に５億円と記載がありますが、引き出して、それを預け入れする必要が

あるのですか。預け入れができる現金があるのなら、定期預け入れをせずに現金で使

えば、市の負担金も減るので良いのではないでしょうか。 

（医事経営課長） 

まず、定期預金の方からですが、資金の余裕がある部分を資金運用という意味合い

で、長期預金として金融機関に預けることで預金利息をいただいております。 

（委員①） 

一般会計出資金が約３億７千万円あるが、長期定期預け入れをしなければ、市から

の出資金をもらわなくても企業債の償還金は捻出できるのではないですか。 

（医事経営課長） 

一般会計出資金については、公営企業法の繰り出し基準に基づいて、企業債の償還 

元金の２分の１について、市から繰り入れをいただくものでして、これは資本金に充

当されるというものであります。一方で、現金預金の方で、運転資金の中で若干余裕

のある部分を定期預金として、病院の資金運用というなかで金融機関に預け、利息を

得ているということで、別として考えていただければと思います。 

(委員①) 

    一般会計出資金とは、市の本会計から病院に対して補助金として出すお金ではない 

のですか。 

（医事経営課長） 

  はい。市の財政からいただけるお金であります。 

（委員①） 

それを金融機関に預け入れる必要はあるのですか。償還に充てれば、市からの出資

金をもらわなくてもできるのではないでしょうか。 

（医事経営課長） 

   病院としては、１０数億ほどの現金を持っており、その中で通常の運転資金を行っ
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ています。その中で余剰金があれば、資金運用という形で預け入れをしております。

また、別にですが、市からは出資金という形で入金され、経営の方が回っている状況

であります。 

（委員①） 

   運転資金なら預け入れては使えないのではありませんか。 

（経営管理部長） 

   ここにある出資金とは目的が決まっており、償還金に対する２分の１を市から出資 

していただくことで、出資金はすべて企業債の償還金に充てられますので、別の目的 

に使うことではありません。また、この定期預金する５億円は過去に経営が良かった 

時のお金であり、それを運用として今まで長い間で繰り返し定期預金として預けて利 

息を稼ぐという形で資産運用を行っています。経営が悪いのが続きますと、これもで 

すが、そのうちで償還金に充てられるようになります。ただ、現在では、まだ５億円 

は預け入れできていると思っていただければいいです。 

（委員①） 

年間で９億９千万円の市からの補助金があるなかで、５億円を現金で病院が持って 

いるのはおかしくないですか。５億円あるなら、市からの補助金の額を減らすことが

妥当ではありませんか。 

（経営管理部長） 

  ９億９千万円のうち、３億５千万円は企業債償還に対するお金と言いましたが、残 

りのお金は何かと言うと、公立病院の宿命として、救急医療をやっていかなくてはな 

らない。救急医療というのは、通常黒字で経営できるものではなくて、非常に赤字に 

なるものです。それについては、市からお金を出してやっていくものになります。ま 

た、一般の病院でなかなかできない周産期医療や小児医療などの公立病院の役割とし 

て果たさなければならない医療についても、国の基準に基づいて市からお金を出して 

も良いとされています。 

（委員①） 

   市からの繰り入れがなければ、救急医療などをできないことは理解しているが、余

裕があるという発言があると市からの出資金はいらないのではないかと思われます。

定期預金の金利も今はほとんどない状態であるから、定期預金で預け入れしなくても、

市からの繰入金をもらわないのが、税金を使わなくてもすむのでよいのではないです
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か。無駄に税金を使っているのではないかと疑ってしまいます。 

（経営管理部長） 

    市からのお金は国の基準に基づいて計算されて出資しているお金であり、無駄なお

金と言う訳ではありません。余分にもらっている事でもなく、必要なお金をいただい

ているという事になります。 

（委員①） 

   国が基準でこれだけ払いなさいと決めているということなのですか。 

 （経営管理部長） 

   碧南市は不交付団体でして、国からお金をいただいていない団体ですので、その部

分も国からお金をもらう事はないのですが、市が赤字の場合は、その分を国に交付税

として国からいただけることになっているので、この基準に基づいて計算したお金で

出していることが正規な計算方法であるということです。病院会計も数十億という、

非常に大きい会計であるため、５億円といってもすぐになくなってしまう金額であり

ます。職員の退職給与の引当金などのお金を十分に持っていないと、いざという時に、

一時借入みたいな対応となってしまうため、十分な預金を持って運営することが健全

な運営と思っていますのでよろしくお願いいたします。 

（委員①） 

   市民の税金である５億円がたいしたことがないと言われると少し違うように感じま

す。説明がよく理解できませんので、この議案は反対いたします。 

 （経営管理部長） 

   真意はそこではありませんでして、病院収益は数十億でありますので、その準備金

として、５億円をもっております。普通預金で寝かしておいても仕方がないため、活

用させていただいております。来年度の資金計画をみながら、少しでも収益を上げさ

せていただく努力ということでご承知願いたいと思います。 

（ 市長） 

   ５億円を預けておりますが、これを無駄に使っている訳ではなく、預け入れている

だけなのです。 

（委員①） 

   それならば、始めから出資金として市からもらわなければ良いのではないかと思い

ます。 
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 （ 市長） 

   市としては、余分に出している訳ではなく、出す場合は補助金として出すことにな

ります。西尾市は補助金を出しているが、碧南市は今のところは出していません。法

律に基づいたなかでやっている段階ですので、とりあえず、それを通り越してどうだ

ということは今現在では考えていません。 

 （医事経営課長） 

   もう１つの質問でありますが、平成２５年度の入院患者数をみますと、約９万２千

人の延入院患者がいました。ここ数年はかなり患者数が落ち込んでおりますが、新規

の入院患者を増やすことと、入院日数が短くなっている部分がありますので、適正な

入院日数にしていくことで、延入院患者数を少しでも目標に近づけていきたいと考え

ております。 

 （加藤丈博会長） 

ほかにご意見はございますか。ございませんようでしたら、次の議題に入らせてい

ただきます。 

イ 碧南市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

  伊藤管理課長から「碧南市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について」

（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②） 

   １ついいですか。このような手当は他の市町村の基幹病院でも行われているのか。 

 （管理課長） 

   他の病院でも行われており、近隣の西尾市民病院では緊急搬送手当などがありまし

て、津島市民病院や西知多総合病院でも同じように行われています。愛知県下１７病

院のうち、手当のいずれかを実施している病院は１１病院あります。 

 （委員③） 

   この手当は病院から支給されるもので、患者さんが負担するようなことはないのか。 

 （管理課長） 

   患者さんの負担はありません。 

 （委員④） 
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   これは研修医も同じ扱いなのか。 

 （管理課長） 

   研修医については調整中であります。 

 （委員④） 

   私が一番危惧をしているのは、市民病院が全体的に医師の高齢化が進んでいること 

です。若手の次の世代を担っていくような医師をどんどん育てていかないといけない。 

１つには大学病院の中が非常に大変でなかなか派遣していただける医師の確保もでき 

ないような状況のなか、これだけの医師不足でどのように実績を上げていくのか、維 

持できる以前に市民病院全体が存亡の危機にさらされているような状況ではないかと 

私は思っています。もし、派遣していただける医師が来ないというようなことになれ 

ば、先生方が退職されてしまうと、いったい誰がここをやっていくのかというような 

状況になっていると痛切に感じまして、非常に心配で仕方がない。どのようにやって 

いくのが一番良いのかを本当にしっかり考えていかなければならないですし、もう１ 

つ、医療の中で無駄なコストをできるだけ省くということも必要です。以前から考え 

ているのは、紹介した患者さんの返事を丁寧にいただいておりますが、画像や検査デ 

ータも細かくＣＤ－Ｒなどで添付していただけて、レターパックなどで早々に送って 

いただけていますが、これだけ、ＩＴ化が進んだ時代のなか、病院も診療所も画像や 

検査データを双方が共有して診る事ができるシステムを試験段階で協議している。し 

かしながら、全然進んではいない。そのような電子的なやりとりができれば、双方に 

診療報酬が算定できるわけだし、通信関係の費用も削減できるのではないかと思う。 

そのようなメリットもあるため、積極的にやっていただきたいと思います。現場の先 

生方が働きやすいようなことをできるだけ実現できるよう進めていただけるよう、ま 

た、現場の意見が、そのように形で実現できるようなシステムづくりを是非とも進め 

ていただきたいと思っています。 

（加藤丈博会長） 

    他にございますか。ございませんようでしたら、次の議題に入らせていただきます。 

ウ 平成３１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 

  訪問看護ステーション中崎管理者から「平成３１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」（参考資料３）に基づき説明を行っ
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た。 

（委員①） 

  訪問看護の歳入の療養費が増えたということは利用者が増えたということですか。 

(中崎管理者) 

  訪問看護利用者の医療保険と介護保険の割合が３対７であったが、最近は、訪問看

護の医療保険利用者が増えてきて、４対６位の割合になってきている。そのため、今

回、訪問看護の特別会計の歳入を増やしております。 

（委員①） 

  利用者の割合が変わったため、予算を変更したということですか。 

(中崎管理者) 

  はい。そのとおりです。 

（加藤丈博会長） 

  その他にございますか。それでは、その他の事項に移ります。 

 （医事経営課長） 

    事務局からのお知らせでありますが、平成３１年度の碧南市民病院運営審議会の開

催日程であります。第１回を平成３１年７月１日（月）午後１時半から、第２回を平

成３２年２月３日（月）午後１時半から、ともにこちらの会場で行いたいと考えてい

ますので、ご予定の程お願いいたします。 

（加藤丈博会長） 

     他にご質問などございますか。 

（委員⑤） 

   ３点ほどお伺いさせていただきたいと思います。１つは予算について、４ページに

ある経常経費や色々な経費を合わせて、最後のところで赤字という話になっています

が、最終的な赤字となった時のその補填はどのような財源からなされているのか教え

ていただきたい。２点目ですが、医師不足というお話を伺っていますが、新聞などで

も病院の医師の時間外がすごいという話も載っています。何十時間も残業する医師も

おり、そのような医師は死んでしまうのではないかという話も出ています。医師が残

業するということは伴う看護師を初めとした医療従事者も残業することになると思わ

れます。病院は常に動いているわけですから、沢山の方が残業していると思われます。

そのような病院の先生方や医療従事者の方々がどれだけ苦労してやっているのか、ど
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れだけ時間外勤務をされているのかなどを教えていただきたい。３点目ですが、これ

は市長さんにお答えいただいた方がいいかもしれませんが、先日の新聞で西尾市民病

院との合併の問題が載っていましたが、なにかご紹介いただけることや審議したこと

でその後ご紹介いただけることがあれば、ご紹介いただきたいと思います。以上の３

点をご質問させていただきます。 

(病院長) 

   まず、１点目の最終的な赤字の補填は、病院の内部留保金から補填ということにな

ります。先ほどの５億円も病院の内部留保金となりますが、来年度も５億円ほどの赤

字が見込まれるため、他の使い道にすることはとてもできる話ではないとご理解いた

だきたい。２点目のご質問ですが、医師の時間外は毎月見ています。おおよそですが、

月５０時間を超える方は数名おります。月８０時間を超える方が２から３名いる状況

です。そのような方は、安全衛生委員会などで協議して体調管理をしております。労

働基準法の改正で、医師の労働も色々と厳しくなる予定ですが、医師については５年

間の猶予をもって整備していくこととなっております。医師は年間で２，０００時間

という話もでており、現実的とは思えない。当院は愛知県からすると医師不足の地域

にはあたらないという見解で、年間２，０００時間の時間外労働にはならない可能性

が高い。ただ、当院も医師の偏りなどによって多くの時間外労働を強いられている場

合もあります。副院長の先生方にも時間外に働かないと回らない現状があるため、時

間外労働をしていただいています。 

 （ 市長） 

   西尾市民病院との合併の関係ですが、新聞では回答があったような感じですが、ま

だ、正式に回答はない状況です。あれは、西尾市の審議機関が、碧南市が提示した意

見に対して、１つが碧南市側の意見に賛成する、２つ目が反対する、それから３つ目

が並立して今の病院を維持したまま統合を進めるという３択で協議して、３つ目の案

で全員が賛成したという話であります。ただ、まだ正式に回答が来ていないため、現

状は回答を待っている状況であります。今年度末までで回答をお願いしたいと話はし

ており、正式な回答を待ってから考えますが、全国的にみても、並立して現状維持し

た状態で上手くいった事例はないので、効率化などは不可能ではないかと考えます。

西尾市側から提案があれば検討する価値はあると思われます。基本的には碧南市側に

総合病院をおくという線で今後ともそれを中心でやっていきたいと考えておりますの
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で、よろしくお願いします。 

（加藤丈博会長） 

     他にご質問などございますか。それでは、長時間にわたりご協議いただきましてあ

りがとうございます。これをもちまして、平成３０年度第４回碧南市民病院運営審議

会を終了いたします。お疲れ様でした。 

 

（全ての予定を終了） 


