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平成２８年度 第２回碧南市民病院運営審議会 議事録 

 

１ 日時 

  平成２９年２月６日（月）午後１時３０分から午後２時４５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）、伊藤正幸委員（副会長）、長田和久委員、生田譲委員、 

  奥村晋平委員、鈴木並生委員、角谷博夫委員、山中寛紀委員、神谷領伸委員、 

杉浦三代枝委員、禰宜田知司委員、神谷葉子委員、杉本菊代委員、神谷悟志委員、 

鈴木玲子委員、森田英治委員 

４ 欠席者（委員）２名 

  大岡一彦委員、對馬幸司委員 

５ 出席者（病院側）１４名（事務局担当、コンサルタントは含まず） 

  田市長、梶田病院長、亀岡副院長、杉浦副院長、古久根看護部長、鈴木経営管理

部長、筒井医事経営課長、齋藤管理課長、中崎訪問看護ステーション管理者、青山医

事経営課課長補佐、稲垣医事経営課課長補佐、榊原管理課課長補佐、磯貝管理課総務

係長、河合医事経営課医事担当係長、（野村医事経営課主査（事務局担当）、株式会

社日本経営川端（コンサルタント）） 

６ 欠席者（病院側）１名 

  西田副院長 

７ 傍聴者 

  １名 

８ 内容 

(1) 会議の成立について 

  鈴木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 

  本市会議公開規程に基づく傍聴者について、鈴木経営管理部長から、本日１名の傍

聴者がみえる旨報告があった。 
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(3) 田市長あいさつ 

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。

日ごろより、碧南市の行政、とりわけ、市民病院事業におきまして、深いご理解とご

協力、ご支援いただき、誠にありがとうございます。 

本日は３月議会に上程を予定いたしております、「平成２９年度病院事業会計予算

（案）」と碧南市民病院中期経営計画アクションプランの進捗状況につきまして、ま

た新公立病院改革プランについて等のご審議を賜わる訳でございます。 

後ほど、担当より説明がありますが、国は地域において必要な医療提供体制の確保

を図り、公立病院が安定した経営の下で救急医療や高度医療等不採算医療を提供する

重要な役割を継続していくため新たな改革プランの策定を義務付けました。それに基

づきまして平成２６年度当審議会においてご審議を賜わり策定いたしました碧南市民

病院中期経営計画を一部改定させていただきたいと考えております。 

２８年度は診療報酬改定の年で実質のマイナス改定となりました。今後、消費税の

増税や岡崎南部に新病院が建設されるなど経営環境はますます厳しくなることが予想

されますが、医師・看護師の確保、救急医療・災害対策医療体制の充実、地域の医療

機関との連携強化等を進めながら、このような状況に的確、適正に対処していきたい

と考えておりますので、是非よろしくご支援をお願い申しまして、簡単ではございま

すが挨拶とさせていただきます。 

 (4) 会長あいさつ 

皆様こんにちは。碧南市医師会の加藤と申します。どうぞよろしくお願い致します。 

本日はお昼時のお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。

また碧南市民病院の先生方には、日頃から大変な患者さんを、時を選ばずに快く引き

受けて下さいまして、ありがとうございます。本当に助かっています。 

言うまでもなく、碧南市民病院さんは、碧南市民にとって、なくてはならない病院

になっております。なくてはならない病院を継続的に存続させていくということに関

しましては、経営ということも大事なことだと思いますので、本日は、先程、市長さ

んも申されました、平成２９年度の予算案とこれまでの収支の状況が報告されると思

います。よろしくご審議のほう、お願いしたいと思います。 

 (5) 梶田病院長あいさつ 

皆様こんにちは。病院長の梶田でございます。今日は大変お忙しいところ、お集ま
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りいただきましてありがとうございます。 

 

先程、市長さん、会長さんからお話がございましたように、今の医療環境は大変厳

しいものがございます。昨年の診療報酬の改定は実質マイナスということで、この影

響は大変大きく、大きな病院や民間でも減収が続いております。もう一つの大きな問

題として、新規の患者さんの確保というのが大変厳しくなっています。私共も大変苦

慮しておりまして、公立病院改革プランの最終的な目標である黒字化というところは

達成できておりません。現時点では、年末年始から患者数がちょっと回復して、７

８％ぐらいの病床利用率でございますが、通年で見ますと、大変厳しく、７０％ギリ

ギリというところでございます。 

病院の黒字化を目指すには、さらなる経営の改善が求められるわけですが、核とな

る医師の確保という問題では、暗雲が立ち込めておりまして、来年度４月の医師の交

代等々では、大学のほうから医師の交代が派遣をされないという事態も発生しており

ます。また、後期研修医でそのまま他の病院あるいは大学病院に進みますと、それに

対して補充はされないということがありまして、現時点で医師は５１名おりますが、

それがマイナス４ということで、５０人を切ってしまいます。もっと大きな問題は、

現在、医科の２年目の研修医が５名おるわけですが、１人もこの病院に残りません。

来年度以降、大変厳しい状況になります。医師が足りないということになりますと、

２４時間３６５日の病院の機能としては、大変大きな痛手となりまして、常勤医の負

担が増すことにもなります。今後、私共としましては、中期経営計画の中の一つの大

きな目標として、医師の確保、研修環境を良くして、新しい医師を確保するというこ

とを掲げて参りたいと思っております。 

もう一つお話をさせていただきますと、地域医療構想、地域包括ケアシステムとい

う２つのキーワードがこれからの医療界を引っ張っていくものだと思います。平成３

０年の４月には、診療報酬、介護報酬の同時改定が行われますが、これに向けては、

厚労省もハッキリと、地域包括ケアシステムを動かすための診療報酬、介護報酬の改

定だと言っております。こういった中で、私共は、平成２７年に地域包括ケア病棟を

開設、平成２８年４月には訪問看護ステーションを病院の中に移設し、碧南市の地域

包括ケアシステムの中で更なる重要な役割を担っていかなければならないと考えてお

ります。 
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地域医療構想、これは２０２５年に団塊の世代が全て７５歳以上の高齢者になると

いう事態ですが、その事態に向けて、病床の役割分担、分化をさらに進めようという

ことですが、そういった中で、私共の役割というものも必然的に色々と変化してくる

可能性もございます。今後、色々な皆様のご意見をお聞きしながら、柔軟に対応して

いきたいと考えておりますので、本日は色々なご意見をいただければと思っておりま

す。よろしくお願い致します。 

 (6) 新任委員の紹介 

  鈴木経営管理部長から「碧南市民病院運営審議会名簿」に基づき２名の新任委員を

紹介（碧南商工会議所会頭 鈴木並生委員、碧南青年会議所理事長 神谷領伸委員） 

 (7) 議題 

ア 平成２９年度病院事業会計予算（案）について 

  筒井医事経営課長から「平成２９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） 

先程の院長先生のお話の中に、先生が減るというような話がありましたが、これで

見ると、外来の収益で８％ぐらいの増加を見込んで見えますが、そういうことが可能

かどうか。一人当たりの先生の負担が多くなるし、この辺は私の思っているのと少し

違うかなという感じがします。 

一般会計負担金が２箇所出てきますが、両方で約９億円あります。これは、病院が

赤字だから市の財政である一般会計が補填している。毎年補填して見えるみたいです

が、そのように理解すればよろしいですか。 

それと、減価償却費で８億円というのは、普通の企業だと結構大きな償却ですが、

医療機器の減価償却の期間はどのくらいかというのを教えていただきたい。建物はか

なり長いと思いますが、機器については何年ぐらいか。 

それと、３千９百万円の支払い利息が計上されていますが、病院会計の中ではどれ

くらいの借入があるのかということをお聞きしたいと思います。 

（筒井医事経営課長） 

外来の収益につきましては、一人当たりの診療単価がどのくらいで推移するかとい
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う点がございます。この点につきましては、昨年度の見込み値が低かったということ

もあり、人数としては若干増える程度で計上していますが、診療単価は少し高めに設

定させていただいております。 

 あと、ご質問いただいている中で減価償却費が８億円あるというところでございま

すが、この点につきましては、私共の病院の電子計算システム、電子カルテと呼んで

おりますが、これが６億円から７億円の設備投資費用になり、５年で償却することに

なります。そういったものがございます。医療機器については、基本７年で償却させ

ていただいております。また、病院の建物でございますが、通常、役所等ですと５０

年、６０年ということですが、病院の場合、２４時間稼動しておりますので、３９年

ということで減価償却に係る期間が設定されております。 

（稲垣医事経営課課長補佐） 

企業債がどれほど残っているかという質問が最後にございましたが、新たに借り入

れる８億円を足して、２９年度末はおよそ３１億５千万円の企業債残高になります。 

 

議題「平成２９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 平成２８年度碧南市民病院中期経営計画アクションプランの進捗状況について 

  筒井医事経営課長から「平成２８年度アクションプランの進捗状況」（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） 

医師不足の問題は非常に深刻だと思います。冒頭に院長先生が医師の確保が難しい

とおっしゃいましたが、大学の医局からの医師の派遣が難しいということですが、実

際、市民病院という公的病院で医師を確保するには、大学の医局を通してのお願い以

外の方法で、医師を確保することは可能ですか。 

（梶田病院長） 

可能でございます。公的な募集ということで、募集をかけることは当然可能です。

いくつかの病院が今までやられたことはございますが、短時間の面接等々で医師の資

質を見分けることは大変困難でありまして、その後、大変に苦労されたというお話も
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聞いております。私共としては、現状は、研修医をうまく育てて、その方々に後期研

修医として残っていただく。その方が大学のほうに帰られる。そうすることで、また

大学のほうから人を派遣していただく、というようなサイクルができれば非常に有り

難いと思っております。やはり根本は、研修医の確保というところにあると思ってお

ります。 

（委員②） 

新研修医制度が始まってかれこれ１０年ぐらい経つと思いますが、今までは結構、

市民病院に後期研修で残られて、そのまま診療科に入って育って見えた先生方があっ

たと思いますが、その方達がいなくなると、医師不足が急速に進んでいってしまいま

す。医師の確保について、何か良いアイデアがあれば、是非取り入れていっていただ

きたいという希望でございます。 

（委員③） 

全部で４９項目だとご説明いただきましたが、その中で、△、未実施というのが、

約３分の１ございます。これに対して、何故こうなったかという要因はわかっている

のでしょうか。それに対して、このように手を打とうとしているから、３月に評価す

ると未実施が△になり、△が○になるというような説明をいただかないと、ただ○で

した、△でした、未実施でした、と言うだけで審議しろと言われても困ります。 

（筒井医事経営課長） 

逐次、各部門のほうには、ヒアリングを実施しているところでありますが、ご報告

させていただいた内容は、９月末の状況ということでご理解いただきたいと思います。

これがどのようにうまく進んでいくのかという点については、私共もコンサルタント

にお願いしている関係がございますので、一部指導を仰ぎながら、進めておるもので

ございます。 

先程も申し上げましたように、医師の確保、看護師の確保という点につきましては、

非常に厳しい点も多々ございまして、これについては未実施ということで、今、本当

に苦慮しているところでございます。 

来年の７月に実績報告させていただく時には、各委員の皆様には、ほぼ計画どおり

に全部が進んでいるような説明ができるように、後期についても、指導してまいりた

いと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（委員③） 
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よく問題点を洗い出して、それに対して、しっかり手を打っていただいて、それで、

半年先、一年先には○になる見通しがあります、というような説明をしていただける

ように今後努力していただきたいと思います。 

（委員④） 

アクションプランの中を見ますと、たくさん書いてありますが、こういうことが先

生の負担になっているのではないかと非常に危惧しています。私も市民病院に通院し

ておりますが、現実に見ていますと、先生や看護師さんはすごく負担が多いなと思い

ます。 

アクションプランの中に「救急患者を断らない体制づくりと救急隊との連絡」とあ

りますが、実際に先生がいないのにこういうことが可能なのかどうか。できないこと

を載せておく事はプレッシャーになるのでは。実際に先生が不足していて２４時間体

制ができない中、項目で未実施というのも腑に落ちない。やれないということは、も

ともと計画自体が無理じゃないかという感じがします。 

先程、コンサルタントが作ったと言ってみえましたが、実態を十分理解していない

人が作ったアクションプランであって、先生達が本当に理解してやってみえるのか。

先生、看護師さんが一番病院の基本ですから、一番肝心な人達がきちっとやれること

をアクションプランにするべきではないかという感じがします。 

（鈴木経営管理部長） 

救急外来を断らない、確かに正規の医師がいない科もありますから、それはなかな

か難しいというのはあります。そういった中で、医師の確保はしていかないといけな

い。医師だけではなく、看護師も医療技術職も充足していかないといけない。そうい

った中で医師の負担軽減としては、医療秘書や診療クラークが医師の変わりに入力を

して、なるべく医師の負担を減らすようなことを考えて、頑張ってやっていきたいと

思っていますのでよろしくお願いします。 

（委員④） 

コンサルタントというのは無責任なもので、コンサルタントがつくったものを全部

やることのほうが大変かなと感じたものですから。 

（梶田病院長） 

ご意見、ありがとうございます。アクションプランについては、職員のほうから提

案していただいて、それを私共がまとめて作り上げたものでして、必ずしもコンサル
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タントに１００％丸投げということではございませんので、そこのところはご了解く

ださい。 

こういう２次の病院、２次といっても地域包括ケア病棟もありますので、１．５と

いってもいいのかもしれませんが、こういう病院で救急患者を支えていかないと、こ

れがまた次の３次の病院の負担にもなりますので、やはり、大きな目標としては掲げ

る必要があるのだろうと思います。ただ現実問題としては、先程言われたように、診

療科によっては２４時間３６５日の体制ができないということで、夜間、休日をお断

りするところは出ておりますが、その中でも当院の医師は頑張って救急車を受け入れ

ておりますので、救急車をお断りする数としては５％ぐらいで、他府県からすれば、

大変良いと聞いておりますので、そこのところはご了解いただきたいと思います。 

 

議題「平成２８年度碧南市民病院中期経営計画アクションプランの進捗状況」につ

いて、ご審議いただき了承された。 

 

ウ 新公立病院改革プランについて 

筒井医事経営課長から「中期経営計画（改定版）（案）」（別紙資料）に基づき説

明を行った。 

㈱日本経営川端氏から「地域医療構想の概要について」（別紙資料）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。 

 

（質問なし） 

 

議題「新公立病院改革プラン」について、ご審議いただき了承された。 

 

エ 平成２９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２９年度訪問看護ステーション事業計

画」（別紙資料）、「平成２９年度訪問看護事業特別会計予算（案）」（別紙資料）、
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「平成２９年度居宅介護支援事業計画」（別紙資料）、「平成２９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。 

 

（質問なし） 

 

議題「平成２９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。 

（筒井医事経営課長） 

事務局としては、ご用意させていただいている項目はございません。 

（加藤丈博会長） 

議題はすべて終了しましたが、この際どんなご質問、ご意見でも結構ですので、あ

ります方はご発言をお願い致します。 

（委員⑤） 

介護保険特別会計の収支で、歳入より歳出のほうが多いが、赤字分は病院の会計か

ら補填されるのですか。 

（筒井医事経営課長） 

これは、法律で特別会計というものを設定するようになっておりますので、病院会

計には含まれない。そういう取り扱いになっております。 

（委員⑤） 

特別会計ということは、市のほうで補填するということですか。 

（筒井医事経営課長） 

病院会計とは独立された会計でございます。 

（中崎訪問看護ステーション管理者） 

介護保険特別会計は高齢介護課が全体の所管となっておりまして、そのうち市が運

営する介護サービス事業の会計が介護サービス事業勘定となっております。こちらで
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やっている訪問看護事業と居宅介護支援事業所の事業、地域包括支援センターでやっ

ている事業も介護サービス事業勘定に含まれるので、歳入に関しましては、こちらで

やっている２つの事業分ですが、歳出については包括支援センターの臨時職員の賃金

も入っているので、歳入と歳出が合わないということになっております。 

（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。 

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２９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１０日、

２月５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２８年度第２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） 


