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４．欠席者 

 （市民団体代表）  赤穂労働者福祉協議会   副会長          鈴池  収 

 （保険医療関係者） 行政           健康福祉部長       西田 佳代 

 （赤穂市民病院）  中島副院長、阿河診療部長、高尾診療部長、高原秀診療部長、大井診療

部長、宗行救急部長 

 
５．資料事前配布 有 

 

６．議事 

事務局 

ただ今から「第 22回赤穂市民病院の医療を考える懇談会」を開催いたします。 

早速ですが、当院の藤井院長よりご挨拶を申し上げます。 

院長あいさつ 

本日はお忙しい中、「第 22回赤穂市民病院の医療を考える懇談会」にお集まりいただきまし

てありがとうございます。 

当院は開かれた病院をモットーにしておりまして、まず当院の現状を説明させていただき、

その後皆様のご意見を受けまして、今後の運営に生かしていきたいと思っております。  

どうか忌憚のないご意見をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 



 医療課長より委員紹介、資料確認 

   

（１）報告事項  

① 救急部の実績について 

病院関係者 

   平成 29年度の救急収容人数は 1,700件で、平成 28年度と比べ 38件の減となりました。 

内訳として、赤穂消防が 898件と１番多く、続いて上郡が 369件、相生が 255件となって

おります。 

   救急収容者数は 1月が多く 188 件、理由として感染症や低体温の患者が多くある時期だと

思われます。月平均では 141件です。 

平成 30 年度消防本部別救急収容人数ですが、平成 29年度の 8月までと比べると 675件、

平成 30年度 8月までで 690 件となっており、横ばいです。 

   季節的に、今から収容人数の増加が考えられます。 

救急搬送については、断らないよう努力しています。 

   救急患者数ですが、17：5～8：20及び休日の患者状況です。 

   平成 29年度は、平成 28年度同様、内科、循環器科、消化器科、小児科を含めた内科系の

受診が 60％を占めています。整形外科も約 10％と努力しています。 

救急車搬送された患者のうち、約 60％が入院となっています。 

   救急患者数ですが、平成 29年度 4月～8月までトータル 2,966人で、平成 30年度では 2,574

人で 392人の減です。救急搬送より外来患者数の減少が見られます。 

患者の専門医受診希望される傾向も見られます。 

今後、耳鼻科の常勤医の減少に伴い、地域の皆様にもご迷惑をかけると思いますが、医師

及び職員協力のもと、頑張っていきたいと思います。 

これからも地域医療に貢献できるよう努力していきたいと考えます。  

院長 

   ありがとうございました。続いて説明をお願いします。 

 

（２）協議事項 

  ①市民病院改革プランについて 

  病院関係者 

それでは、6ページの「収益収支の状況」をご覧ください。 

平成 25年 3月に策定いたしました、赤穂市民病院改革プランの計画額と実績額との増減に

ついてご説明いたしますので、平成 29年度の実績と比較のところをご覧ください。 

まず、収益関係、病院医業収益の中の入院収益ですが、5億 3404万 8千円減の 48億 2,267

万 4千円となっております。 

減収の要因につきましては、患者数の減少によるものです。 

次に、外来収益ですが、2億 4428万 5千円減の 26億 428万 4千円となっております。 

減収の要因につきましては、外来患者数及び外来単価の減少したことによるものです。 

次に、その他医業収益につきましては、入院患者数の減による室料差額収益の減や国庫補

助金の減等によりまして、5,119 万 1千円減の 3億 8,227万 5千円となっております。 

結果、経常収益は、8億 3849 万 2千円減の 82億 8,406万 8千円となっております。 

次に、費用関係、病院医業費用の給与費ですが、4,654万 7千円増の 40億 288万 6千円と

なっております。これについては、給与改定の影響等によるものです。 



次に、材料費ですが、１億 6,320万 4千円減の 22億 6,279万 6千円となっております。 

次に、経費ですが、863万 7千円減の 17億 836万 3千円となっております。 

次に、減価償却費ですが、１億 2,211 万 9 千円減の 5億 3,812 万 6 千円となっております。 

結果、経常費用は 2億 7,668万 5千円減の 91億 9,723万 6千円となっております。 

経常損益は、計画では 3億 5,136万 1千円の赤字を予定しておりましたが、実績額は 5億

6,180万 7千円悪化の 9億 1,316万 8千円の赤字額となっております。 

次に、特別利益ですが、54 万 9千円減の 95万 1千円となっております。 

次に、特別損失ですが、356 万 4千円減の 743万 6千円となっております。 

結果、特別利益・特別損失を含んだ当年度末の未処理欠損金は、計画額に比べて 5億 5,879

万 2千円悪化の 9億 1,965万 3千円となっております。 

利益剰余金の累積につきましては、当年度末未処理欠損金の 36億 6,956万 8千円が累積欠

損金となっております。 

医業収支比率、経常収益比率等の経営指標は記載のとおりとなっておりますが、前年度に

比べて悪化しております。 

続きまして、7ページをご覧ください。 

平成 29年度資本収支の状況ですが、資本的収入につきましては、増築棟の竣工稼働が平成

29 年 8 月となったことなどから平成 29 年度に予算繰り越しをしたことにより、計画額より

22億 3,282 万 7千円増の 38億 4,084万 6千円となっております。 

次に、資本的支出につきましても、資本的収入と同様の理由により、計画額より 15億 4,678

万 6千円増の 36 億 7,795万 6千円となっております。 

結果、資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、計画時の不足予定額 5 億 2,315 万 1

千円が 6億 8,604万 1千円となり、1億 6,289万円となっております。 

続きまして、8ページをご覧ください。 

入院・外来の延患者数、１日平均患者数、診療単価、一般病床利用率などを計画額と比較

しております。 

入院につきましては、延患者数は 16,870 人減の 8 万 7,155 人、1 日平均患者数は 46.2 人

減の 238.8人、診療単価は 3,839 円増の 5万 5,334円、一般病床利用率は 11.7％減の 60.3％

となっております。 

外来につきましては、延患者数は 12,475人減の 17万 7,835人、1日平均患者数は 51.2人

減の 728.8人、診療単価は 324円減の 1万 4,644円となっております。 

診療所につきましては、延患者数は 110人減の 2,890人、診療単価は 329円増の 6,996円

となっております。 

続きまして、9ページ「第 6次病院事業健全化計画（平成 29年度実績）」をご覧ください。 

この表は、第 6次病院事業健全化計画において重点課題としていたものに対する 29年度の

取り組み状況を記載しております。 

主な取組み状況ですが、患者に信頼される診療体制の充実に努めてまいりました。   

1 患者を主体とした病院づくりの患者に信頼される診療体制では、透析病床の 10 床増床、

最新医療機器の PET-CTの導入、健診センターの新設、等を行いました。 

さらに、患者様に切れ目のないリハビリの提供を行うため、休日リハビリを開始いたしま

した。 

また、総合診療科を内科から独立させ、特色ある診療科として診療にあたっております。 

Ⅱに掲げています特色ある病院づくりでは、第二期構想の推進という大きな事業の終え、

「患者に信頼される診療体制」の強化を図っていくように考えています。 



今後におきましても、引き続き医療レベルを向上させ、患者様に選ばれる病院になるよう

取り組んでまいります。 

続きまして、10 ページから 12 ページの資料につきましては、平成 25 年度から平成 29 年

度の診療科別、地区別、年齢別の入院、外来患者数の推移を付けておりますので、ご覧いた

だければと思います。 

以上で説明を終わります。 

院長 

 ありがとうございました。 

委員  

市民病院として、健全な経営とは？儲け過ぎても赤字過ぎてもダメ。 

市民に優しく、医療機器を揃えて、市民の健康をできるだけ優先する。 

経営の基準をどこに置くのか。他の公的機関と比べて損得なければ市民としても安心。 

院長 

経営については、赤字が続いている。独立採算なので赤字を積み重ねるのは良くない。 

赤字が大きくなっているのは非常に問題。 

経営改善に力を入れるため「経営企画課」を院内に立ち上げて健全な経営を目指す。 

効率的な事業を行う。健全な経営を目指すことが病院の存続に繋がると考えている。 

院内で議論しているところ。病院管理者である市長とも協議しながらやっている。 

委員  

道筋を聞かせてほしい。 

院長 

公立病院であり公務員なので、患者数が減っているが、私立病院のように職員を減らす事 

はできない。基本的には、経費を削減しながら患者を増やす。患者に選ばれる病院を目指す。 

病院関係者  

患者数が減っているので、患者を集めることに視点をおいて各部門と協力している。 

先生に足を運んでいただいたり、透析患者を増やすために送迎の強化などやっている。 

委員  

歯科医師会では、訪問診療に力をいれている。患者が困っている。 

高齢になると車いすになったり、病院に行きたいのに足がなかったり。有年、上郡は特に 

大変。そういうところに行っている。取組みとして考えられたらどうか。 

院長  

公的病院として、災害医療に力を入れていく。私立病院は経営を考えて効率の悪いところ 

を省くが、公的病院としては、地域の困っている人の力になりたい。 

診療所にも医師を派遣して地域医療を支えている。災害拠点病院でもある。 

そういうところをおざなりにしないよう考えている 

委員  

慢性肝炎、C型肝炎の専門医は今三井先生だけだと聞いているが、専門医が 2人いないと 

治療ができない？ 

リウマチ患者の治療はしている？精神科医は？ 

院長 

 一般的な C型肝炎の治療は行っているので問題ない。 

リウマチ患者の治療は、リウマチ膠原病科、整形で行っている。精神科医は退職した。 

 



委員 

非常勤でもいいから、専門的な治療にも力を入れてほしい。 

急性期を目指すのか、慢性期を目指すのか？レスパイト入院は損かもしれないが。 

在宅、看取り等、市民病院なら交代でもできるのでは？ 

慢性期、急性期、両方目指せればいいが、例えば発達障害は姫路まで行かないとだめ。 

週一回でもやってもらえたら。特殊性、少し損してもこれはするみたいなのがあれば。 

休診が多い。突然言われるが、患者も困る。そのあたりも配慮してほしい。 

外来の受付は、派遣か知らないが、あまり詳しくない。詳しい人がいれば安心できる。 

院長 

 順番に答えると、急性期か慢性期かと言われると、どちらかというと急性期をめざしてい 

きたい。慢性期に引き継ぐという意味で、地域包括ケア病棟を作ったので、急性期を目指し 

ながら慢性期もやっていく。 

 中央病院がたくさん施設をもっているが、そのあたりのすみ分けをしていかなければ。 

特殊外来は、経営上良くない。コストパフォーマンスが良くない。人件費も高額になる。 

あくまでも住民サービスとして力を入れたい。 

在宅医療の問題については、皆さんご存知かも知れないが、地域の中核病院は医師不足。 

2004年の医師研修医制度により、今は若い医師が自由に研修する病院を選べるので、大学 

から派遣する能力が無くなっている。 

今年からは新専門医制度により、3～5年目の医師が病院を自由に選べるといったことから 

競争になっている。生活環境とかで、都会の病院を選ぶ医師が多い。 

結果的に本院も数は確保しているが、医師の高齢化が目立っており、問題となっている。 

中堅の医師を確保するのが課題となっている。そういう意味で、病診連携が今後必要。 

レスパイト入院は儲かる範囲。地域包括ケア病棟でもやっている。 

社会保障費の抑制という政策によって、かなり制限を受けている。 

  休診については、当院は当直業務をやっており、当直明けの医師に続けて勤務させるのは

無理で、休診せざるを得ない。夜中に働けば翌日は休ませる。学会出張等もある。ご理解い

ただきたい。 

病院関係者 

  発達障害については、専門医がいる。療育センターを作る余力はないので、当院で言語指

導等を行っている。 

アレルギーは、頻度が高いのでやっている。小児はしているが、大人まで手が回らない。 

 院長 

受付については、詳しすぎるといろんなことを言ってしまうので「偉そう」といった苦情 

がくる。スムーズに案内してもらって、あとは医師が引き継ぐ形にしている。 

看護師もいるが、あまり詳しく言わないよう指導している。 

委員 

  一人暮らしが増えており、老人も多い。 

実際問題として、家族で過ごすのがいいかと思う。 

院長  

病院に来られたら受け入れる。退院を想定し、一人暮らしが難しければ施設を紹介する。 

病院関係者 

入院前から帰りたい所へ帰っていただけるよう、看護師、MSW が協力して退院調整をして

いる。どうしても一人暮らしが大変なら施設へ。待っている間は病院で待機する形。 



院長 

  診療報酬制度が関係してくる。平均在院日数で金額も変わってくる。非常に難しい問題。 

介護予防も含めて、保険、医療、行政も含めてやっていかなければならない。病院だけで

は解決できない。 

委員 

  病院祭のツアーに参加した。透析の部屋は見られなかったが、40床になってどうか。 

病院関係者 

  血液透析は 65名、腹膜透析は 25名。コンサルが入って月水金の率を上げていこうという

話になっている。午後の部分を埋めていく話を重点的にしている。 

新規の患者を増やすため、稼働率が少ない部分、余裕がある部分を増やしていきたい。 

院長 

健診センターはスペースが広いが、まだ利用が少ないので、医師、事務で各種団体に営業 

活動をしている。 

病院関係者 

  本日、健診センターのパンフレットを配っている。 

8月から PET 検診も始めたので、関係各位に PRをお願いしたい。 

委員 

  今診療情報提供書を中央受付に届けて取りに来ているが、遠い人は返信用封筒を使う等、

ご検討いただきたい。出向かなくて済むようなやり取りができないかといった要望がある。 

病院関係者 

  受付は、地域医療室が中心となってやっている。 

直接持って来る方が早い場合は持って来ているが、医薬連携懇話会で、FAXも OKと聞いて 

いる。確認後回答する。 

委員 

訪問看護ステーションの収益について、計画は毎年似たような数字だが、実績はそこまで

なかなかいかない。経費が高い。患者がいないのか、訪問する NSがいないのか。 

院長 

収益をふやさないといけないといった努力目標になっている。 

委員 

人員的な問題？計画どおりいかないのは何故？患者の減少なのか、診療科の偏在なのか。

開業医からステーションに頼むことはないのか？ 

院長 

それはある。 

病院関係者   

この計画は、現場の意見が反映された計画ではない。 

収益が上がっていないことに関しては、訪問介護事業は右肩上がりになっているが、居宅 

介護支援事業がほぼ赤字で、そちらの補てんを訪問看護の収益がもっている。あと、市内の

ケアマネが少ない。ケアマネは医療者ではないので資格がない。短期間で退院調整しなけれ

ばならない。民間病院は非常勤職員が多いが、当院は公的病院で正規職員を多く抱えている

ため人件費も高い。 

委員 

職員健診について、8：20 までに来ないと困るということでお叱りのメールが教員全員に 

配信された。無理なら前日泊まるように指示がでたが、実際来てみると 3、4人しかいない。



サービス業なので、営業をされるならその辺も考えていただきたい。 

保険証や診察券を出すよう言われ、「健診で保険証を出すことはない」と言うと、紙に書い 

ていると言われた。記録をするのに番号がいるといった理由で言われた。 

院長 

 サービス精神については、公的病院なので努力しているが 100％ではない。 

委員  

赤字の件、医師の給与、退職の積み立てもあり、実際こんなに赤字はないのではと言う人 

もいる。 

院長 

 支出の中には、減価償却費とか医療機器の更新、退職金の積み立ても含まれている。 

ここ数年、給付金以上に赤字がある。一般企業でいうと、出血している状況。何とかする 

よう市長からも指示を受けているし、病院としても努力している。患者に選んでもらう病院

というのを大事にし、経費削減に努めている。いろんな制限の中で努力している。今のまま

ではまずいという認識である。 

病院関係者 

 院長が言われたように、病院を運営していくうえで、医療機器の更新も必要、積み立ての 

金額も費用として計上しているので、まるまる赤字ではないと言う人もいる。 

将来的に、積み立てたお金は、病院を新しくしたり、修理したりするためのお金なので、 

今計上しているお金は確実に赤字で、病院としては解消していくのが仕事と考えている。 

公立病院として、不採算部分を切り捨てるわけにいかないので、救急、小児を行いつつ、 

運営していかなければならない。どこまでの赤字ならいいかという問題もあるが、今の状態

は赤字が嵩んでおり、あまり健全ではない。病院として努力していかなければならない。 

院長 

 市に迷惑をかけないよう努力していかなければならない。面倒を見てもらえるから大丈夫 

といった認識は持たず、病院として努力していきたい。 

委員 

看護師不足についてはどうか。 

院長 

 数年前から奨学金制度を利用している。学生に奨学金を渡して市民病院で働けば返さなく 

ていいと言う制度。それを利用する人が殆どで、それ以外の人は少ない。 

医師についても奨学金制度があり、9年間地域の病院で働くという制度もあり、その制度 

で本院に来られる先生もいる。 

委員 

食事の評判は？ 

院長 

 月に一回当直し、ご飯を食べているが美味しいと思う。好みの問題。 

病院関係者 

 栄養部長を兼務している。アンケートでは好評。「薄い」と言う意見もあり、塩分の説明を 

している。選択食も出している。委託なのでコストもかかっている。 

委員 

待ち時間についてはどうか。 

病院関係者  

外来の医師によって違う。 



院長 

 地域医療支援病院であり、外来をコンパクトにして、かかりつけ医との連携を取るように 

している。市民病院に来たいと言う患者が多いので困っている。外来をコンパクトにして、 

入院に重点を置くようにしている。入院を増やすには、救急を断らないようにし、紹介患者 

を増やす。 

待ち時間については、以前より軽減してきたと考えている。 

委員 

 駐車料金を取る病院もある。 

 公的病院は、どうしてもサービスを重視しないといけない。 

例えば、診療所は儲けにもならないが、地域のことを考えると切り捨てられない。 

一般病院ならあかんところは切り捨てる。赤字にならないのが一番いいが、赤字幅がどの

程度ならいいのか。 

市民病院の経営が良くないと言った話があるが、我々にはどの程度なら認められるのかが

わからない。医師不足が大きな問題。 

年度がわりになると外来患者が減るが、ある程度経つと元に戻る。 

今の病院は若い先生ばかりという噂で、他の病院へ行く人も確かにいる。 

食事については、糖尿なら塩分を控えるのが当然。文句をいうのがおかしい。 

院長  

診療所は不採算部門だが、私立病院は経営の悪いところを切るが、公立病院としては赤字 

でもやらないとだめ。どこまで許されるかというと難しいが、今の赤字は問題。 

病床利用率が低いのは問題。当院の職員が怠けているのではなく、医師、診療科の偏在が 

あり、研修医制度の影響や医局に派遣能力がなくて教授も強制的にいけとはいえないことも

ある。それを理由にすると前に進まないので、努力していかないといけない。 

食事については、健康が大事。病院はレストランではないので、おいしければいいという 

ものではない。塩分調整等、説明するしかない 

委員 

 患者に満足される病院を目指すと言われるが、経営とか赤字とかどうでもよくて、関心の 

ないこと。待たされたとか、説明が足りないとか、その日困ったこと、嫌だったこととかの 

苦情が多い。満足される選ばれる病院と言われるが、中央病院に変わったと言う話も聞く。 

新たな患者を増やすのも大事。どんなことで困っているか、どんな要望があるか、現場を 

見ていただいて、例えば外来に時計がない、時間で診察が動いているのに時計がない。高齢

の人は携帯もなく、時間がわからないといったこともある。壁紙がはがれたままのところも

見受けられる。何年も前だが、局長が外来に様子を見に来ていた。その日あったことを言い

にいくほどでもないが、日常的なことを伝える術がない。現場を見てもらって、今来ている

患者を捕まえる努力をしてもらえたらいいと思う。 

「待たされた、愛想がない」と言った声もある。患者にとっては、看護師でもソラストで

もメディカルでも一緒。メディカルの口のきき方に驚くこともあるので、その辺も知っても

らえたらいいかなと思う。 

院長 

 幹部が現場を見て生の声を聴くのも大事。改善できることはしていきたい。 

病院関係者 

外来に行っていないわけではないが、なかなか仕事上行けないこともある。4Fまで来るの

が面倒と言わず、来ていただいてご意見を頂戴いただければ幸い。 



委員 

 近く市長選挙もある。ご存知のように産婦人科が焦点になるといったこともある。 

非常に難しいというのはわかるが、焦点になるくらい重要なことであることをご理解いた

だきたい 

院長 

産婦人科に関しては、市長と一緒に署名を県に持って行った。 

大学教授にも依頼しているが難しい。地方の病院にはなかなか来ない。 

女性医師が増えて、出産、育児で休業し、目減りしている。4 割が女性。いかに休職せず

働ける環境を作るか、そういう環境つくりが必要。引き続きリクルートしていく。 

委員 

研修医の宿舎は？ 

院長 

 単身用の宿舎がある。1K で風呂もあり都会の病院並み。1月 4千円の負担で利用できる。 

委員 

宿舎に力を入れて、市民病院がすごくいいとなると研修医も増えると思う。 

院長 

 都会の公立病院に比べるといいと思う。私立病院には負けるが。 

委員 

 診察途中に何度か診察券を預けたが、止むを得ないことなのか。ちょっとしたストレスに

なる。 

  病院関係者 

診察券は各部署で確認が必要。個人の特定に１番大事なこと。今のシステムでは省略する

のは難しい。お手数だがお願いしたい。 

委員 

 財政計画について、目標と実績が違う。入院収益と外来収益、計画と実績が違う。 

入院外来患者が減少している。減少の原因は診療科の閉鎖？ 

院長 

 目標と実績が違うのは、先の目標を立てすぎて合致していない。 

病院関係者 

公立病院改革プランで数年前になる。25年に 29年の目標。30年から 3年延ばす。 

計画を立てた時と今と現状が違う。 

病院関係者 

 目標については、5 ヶ年で計画を立てているので途中で変えられない。そのまま継続する

しかない。 

医師の数とか推計して立てているのでどうしても実情に合ってない。理由としては、配置

の状況、医師の偏在、診療科の稼働が思わしくないことが大きな要因。 

平成 29年で変わってきたのは産婦人科の医師が減ったこと。あくまでも 5ヶ年計画として

立てているので途中で変えられない。 

院長が言ったように病院としては１年ごとに見ながら考える必要はあると思うが、ご意見

をいただいて、掲示している数字を変えることはできないことをご理解いただきたい。 

院長 

いきなり開業するとか、辞める医師もいる。その都度後任を探す。4 人いた婦人科の医師

もバタバタと辞めていった。いろんな事情があるが、その中で後任を探すことになる。 



働きやすい環境を作る必要がある。 

周りの病院では、岡山で７つほど大きくなっている病院がある。 

佐用でもやっている。網干の私立病院は相生の患者を集患している。赤穂では中央病院も

やっている。その中で本院も患者を集める努力をしている。 

在院日数が短くなっている。1 日減ると 15 から 20 減る。厚労省が在院日数を減らすよう

誘導しているのもある。利用率が減っている。 

事務局 

最後に、院長代行より閉会のご挨拶を申し上げます。 

閉会あいさつ 

院長代行  

本日はお忙しい中、皆様ご参加いただきまして、ありがとうございました。 

   赤字に関しては、穏やかで安心した。赤字を受け止めて、経営改革に努めていきたい。 

今後もご指導よろしくお願いします。ありがとうございました。 

事務局 

以上をもちまして、「赤穂市民病院の医療を考える懇談会」を閉会します。 

長時間ありがとうございました。 

 

 

 


