
1 

 

第２３回赤穂市民病院の医療を考える懇談会 議事録 

 

１．日 時   令和元年１０月１７日（木） １５時００分～１６時００分 

 

２．場 所   赤穂市民病院 講義室 

 

３．出席者 

 （市民団体代表）  赤穂市自治会連合会    赤穂地区自治会連合会会長 清水 政幸  

赤穂市 PTA連合会     会長            丸尾 友明 

赤穂市老人クラブ連合会  会長            有吉 一美 

赤穂市消費者協会     副会長           平岡 登美子 

           赤穂労働者福祉協議会   副会長          鈴池  収 

（保健医療関係者） 赤穂市医師会       副会長           渡辺 節雄 

相生・赤穂市郡歯科医師会 副会長・赤穂支部長     赤井 高之 

赤相薬剤師会       理事            山本 義人 

関西福祉大学       事務局次長         末政 圭介 

            

（赤穂市民病院）  藤井院長、横山院長代行、白石副院長、中島明副院長、田渕誠副院長、

喜多川副看護部長、三木薬剤部長、田渕亨臨床検査技師長、長坂事務局

長、山本総務課長、中島卓経営企画担当課長、渡代財務課長、正木介護

老人保健施設事務課長、西岐医療課長、富田医療計画係長 

 

４．欠席者 

 （市民団体代表）  病院ボランティア                    髙木 永子 

（保健医療関係者） 関西福祉大学       看護学部 学部長      難波 峰子 

学識経験者                      三木 隆嗣 

行政           健康福祉部長       西田 佳代 

 （赤穂市民病院）  高原診療部長、大井診療部長、山本診療放射線技師長 

 

５．資料事前配布 有 

 

６．議事 

事務局 

ただ今から「第 23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。 

まずはじめに、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 

本日は大変お忙しい中、「第 23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。また、日頃より当院に対しましてご指導、ご鞭撻、ご支

援をいただきまして、誠にありがとうございます。 

当院は良い医療を効率的に地域住民とともにをモットーに開かれた病院を目指しており

ます。近年、経営環境が厳しいなか、地域住民の健康維持に努力しているわけですが、そ

れとともに一層の経営改善も図っております。 
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本日は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、今後の当院

の運営に活かしていきたいと思いますので、どうか忌憚のないご意見をよろしくお願いい

たします。どうもありがとうございます。 

 

  医療課長より委員紹介、資料確認 

   

（１）報告事項  

① 市民病院改革プランについて 

病院関係者 

それでは市民病院改革プランについて説明いたします。 

実績額については議会の決算認定を受けるまでは実績見込み額となりますので、ご了承く

ださい。 

1ページの「収益収支の状況」をご覧ください。 

平成 29年 3月に策定しました赤穂市民病院改革プランの計画額と実績額の増減について

ご説明いたしますので、30年度の実績と比較のところをご覧ください。 

まず、収益関係で病院医業収益の中の入院収益ですが、7億 6040万 9千円減の 46億 5,995

万 8 千円となっております。減収の要因につきましては、患者数が減少したことによるも

のです。 

次に外来収益ですが、8億 5,012万 2千円減の 21億 6,337万 7千円となっております。

減収の要因としましては、外来患者数の減少及び、院外処方の実施により、投薬料が減少

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、室料差額の収益の減、国庫補助金の減等によりまし

て、4,439万 3千円減の 3億 8,907万 3千円となっております。 

結果、経常収益は 16億 2,348万 3千円減の 77億 2,004万 3千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、3,126万 8千円減の 40億 2,469万 5千円

となっております。これにつきましては、職員数の減によるものとなっております。 

次に材料費ですが、7億 825万 6千円減の 17億 8,374万 4千円となっております。 

次に経費ですが、5,449万 9千円増の 17億 6,949万 9千円となっております。その主な

要因としましては、応援医師に関わる報償費の増が主な要因となっております。 

次に減価償却費ですが、8,364万 3千円減の 6億 9,790万 5千円となっております。 

結果、経常費用は 7億 7,923万 7千円減の 89億 7,638万 4千円となっております。 

経常損益は計画では 4億 1,209万 6千円の赤字を予定しておりましたが、実績額では 8億

4,424万 6千円悪化の 12億 5,634万 1千円の赤字となっております。 

次に特別利益ですが、15万 9千円減の 134万 1千円となっております。 

次に特別損失ですが、758万 9千円減の 341万 1千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 8億 3,681

万 5千円悪化の 12億 5,841万 1千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 49億 2,797万 9千円が累積

欠損金となっております。 

医業収支比率、経常収支比率等の経常指標は記載のとおりとなっておりますので、前年度

に比べて悪化しております。 

続きまして、2ページをご覧ください。 
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30 年度資本収支の状況ですが、資本的収入につきましては、計画額より 2 億 6,763 万 9

千円減の 6億 9,163万 6千円となっております。 

次に、資本的支出につきましては、計画額より 3億 297万 5千円減の 12億 1,362万 9千

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 5,732万 9千

円より 3,533万 6千円改善し、5億 2,199万 3千円の不足額となっております。 

続きまして、3ページをご覧ください。 

入院、外来の延べ患者数、一日平均患者数、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、延べ患者数は 19,272人減の 85,118人、一日平均患者数は 52.8人

減の 233.2人、診療単価は 2,823円増の 54,747円、一般病床利用率は 13.3％減の 58.9％

となっております。 

外来につきましては、延べ患者数 24,269人減の 167,271人、一日平均患者数は 99.5人減

の 685.5人、診療単価は 2,800円減の 12,933円となっております。 

診療所につきましては、延べ患者数は 128人減の 2,872人、診療単価は 808円増の 7,475

円となっております。 

続きまして、4ページの第 6次病院事業健全化計画をご覧ください。 

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し、30 年度

取組んだ状況を示しております。主な取り組み状況を簡単に説明させていただきます。 

平成 30 年度は患者を主体とした病院づくりとして、若手医師の確保、救急体制の充実、

院外処方の実施等の充実に努めてまいりました。 

次に特色ある病院づくりの安全・安心な医療の推進としまして、院外処方せんへの検査値

記載の実施、感染防止や医療安全対策における他の医療機関との連携を実施しました。 

次に継続を前提とした安定経営の推進としまして、医師、看護師の確保、経営改善のため

に医療経営コンサルタントを導入しました。 

5ページから 8ページには、診療科別の診療単価や患者数、地区別、年齢別の患者数を示

しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。以上で説明を終わります。 

 

②2病院会の目的について 

院長 

昨年度から播磨姫路圏域となったところですが、これまでは西播磨医療圏域ということで

ありました。西播磨というのは医療資源が非常に乏しく、対人口比で医師の数が兵庫県で

も少ない地域で、そこを補う意味で姫路と合併させて播磨姫路圏域ができました。 

3年後に姫路駅前に姫路循環器病センターと製鉄記念広畑病院が合併して県立病院ができ

ます。736床の病院で兵庫県の県立病院で一番大きな病院となります。その病院を中心に西

播磨も合わせて医療を賄うということであります。患者さんの流れをみましても、赤穂の

方が姫路まで通うというわけにはいきませんので、赤穂を中心に上郡、赤穂、相生の 3 つ

の地域で医療をある程度完結しているということで赤穂準圏域が設定されました。 

中核病院である赤穂市民病院と赤穂中央病院を中心に、準圏域内の医療機関と連携を行い、

それぞれの役割に応じた病床確保や医師確保を行う。医師確保については、県養成医師派

遣や県立新病院からの医師派遣等の支援を実施ということであります。 

今年の 3月から赤穂中央病院と赤穂市民病院の連絡会という形で発足して、今度 7回目を
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行う予定です。救急医療の協力、お互い医師不足であり、得意分野と苦手分野があり、救

急分野で助け合おうということです。当院の産婦人科は 2 年程前に常勤医師が不在となり

産科を閉めており、赤穂中央病院に産婦人科診療をお願いしています。消化器内科、循環

器科、小児科については赤穂中央病院から応援をと言われています。救急のホットライン

や連絡ルートを確立するということで患者さんに迷惑をかけないようにしていきたいと考

えております。 

経営が厳しい状況で質の高い医療、住民サービスの側面としてやってきたが、公立病院と

して医療の質を落とさないように民間病院から経営手法も学ぼうとしています。 

月に 1回、幹部職員が集まって会議をし、看護部や医療技術部の交流も行っています。 

当院の優れているところ、赤穂中央病院の優れているところをお互い情報交換しながら、

レベルアップを図るとともに連携を深めて、地域住民により質の高いサービスを提供する

ことが目的であります。 

 

（２）協議事項 

  ①市民病院をより良くするための意見、方策について 

  委員 

入院、外来収益ともに実績値が低いということで理由として、患者数の減少という説明で

あったが、患者数減少の要因はどのように捉えているか？ 

  院長 

患者数の減少に関しては 1つ目に周辺人口の減少、高齢化。2つ目にどの病院も経営が厳

しいため、患者さんを集めている。姫路の病院では佐用、たつの市まで患者を集めに行っ

ている。3つ目に平均在院日数が短くなっている。昔は 18日だったが、現在は 13日となっ

ている。4つ目に診療科の偏在。それらの複合要因で患者数が減少したと考えている。 

  委員 

稼働日を増やすという考えはないか？条例を改定して土曜日を開ける前向きな考え方は

ないか？ 

  院長 

1週間の労働時間は労働基準法で決まっており、土曜日を開けるとなるとシフト勤務をし

ないといけない。平日、職員を減らすということについてはいろいろと検討しないといけ

ない。全国の病院の状況をみても公立病院で土日開けている病院は少ない。赤穂市長とも

協議しながら考えないといけない問題であると思っている。 

  委員 

市民病院自体が開業医とは違う医療をされていると思う。開業医にはない設備がある。高

齢者はいろんな病気を持っており、糖尿病に関して特別な医療施設を持っているのであれ

ばそれを利用するような集客が必要。居宅で困られている患者さんをどういうふうに市民

病院に来ていただいて治療していくか計画されてはどうか？ 

例えば、地域によって健康のための講義をするとか市民が知らない知識を情報提供して、

吸い上げるとか、施設に行ってどういうふうな状態なのか知って助けることがあったら協

力することも一つの方法。 

  院長 

当院は、地域医療支援病院に指定されており、地域の医療を支援する。開業医の先生から

の紹介を受ける。開業医ができない検査や治療を当院が行い、状態が安定したら開業医に
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逆紹介する。当院には歯科口腔外科があり、短期入院して治療をすることも可能。 

市民に健康意識を向上させることが病院の使命だと思うので、糖尿病教室や心臓病教室な

どを開催し、一昨年から医師、医療従事者が地域の集会所に出向いて出前講座を行ってい

る。地域住民の健康増進に寄与したいのと、営業の意味もあると考えている。特に PRが必

要であり、赤穂中央病院からも教えてもらっている。 

  委員 

歯科医師会もケアマネジャーから患者さんのお口連携通信票をいただいて、かかりつけの

歯科医に訪問診療を依頼して患者の自宅に行っている。市民病院も市民に寄り添うような

ことができればもっと良いと思う。 

  院長 

当院では通院困難な特別な器具を付けた方の訪問診療を行っているが、歯科については訪

問診療は行っていない。往診については開業医にお願いしている。 

  委員 

中央病院と市民病院は役割分担が違う。市民病院は赤字でもやらないといけない仕事があ

る。赤字でもどれぐらいの数字だったら、許されるのか？ 

  院長 

市長からも多少の赤字は仕方がないと言われているが、当院は民間が手を出さない公的な

サービス、診療所の運営などを行っている。国からの交付金も減らされており、赤穂市の

経済状況も安泰ではない。市民病院は赤穂市が経営しており、何かあれば赤穂市に負担が

かかる。それを考えて経営改善に努めている。 

  委員 

台風とかあれば災害派遣もしている？ 

  院長 

昨年度も岡山県の真備町に DMAT を派遣した。新型インフルエンザが発生した場合を想定

して訓練もしている。 

  委員 

外来診療で医薬分業にされているが、中央病院は院内処方であり、2 病院で議論されて、

院外処方にした方が利益が上がると思うがいかがか？ 

  病院関係者 

中央病院は薬を一つの卸業者からグループ病院で購入しており、薬は安く購入できている。

そういう意味で利益は上がっていると思う。 

  院長 

国は院外処方を推奨しており、当院は院外処方とした。公的病院のほとんどが院外処方に

なっている。 

  委員 

赤字が続いているが、黒字になる目途はあるのか？ 

  病院関係者 

今は資金ベースで資金が出ていっている状況。赤字を減価償却費の範囲内までにもってい

くのが当面の目標でそこを目指している。減価償却費は 7億円ある。 

  委員 

眼科、整形外科が常勤医として来られて患者数に少しは変化があったのか？14 年連続赤

字で公立病院で黒字を出すのは難しいと思うが、今年度の赤字額は多いと思う。病院祭で
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施設見学をし、立派な施設を持っているので、健診センターなどを活用してほしい。土曜

日外来診療や夜間透析をされてはどうか？ 

 

  院長 

平成 30年度と比較して今年度、入院患者は約 1割増えている。外来患者も少し増えてい

る。当院はここ 10年程毎年入院患者が減少していた。全国の公立病院も入院患者が減少し

ているが、当院は減少率が高かった。 

健診センターや市の施設をぜひ利用していただきたい。市民の方にぜひ、市民病院を利用

してもらいたいと広めてほしい。病気になる前に健診センターを利用してください。病気

をして高いお金を払うよりは健診センターを利用していただきたい。当院は PRが苦手であ

ったため、地域住民に利用してもらうよう考えていきたい。 

土曜日診療については患者サービスではあるが、コストを考えると人件費がかかるため、

経営面で試算するとなかなか難しい。夜間透析はしていないが、午後 8 時まで透析を行っ

ている。 

  委員 

医療のことはわからないが、診療所だったら閉めていると思う。行政が入っているのでそ

うはいかないと思う。どの程度の赤字なら許されるのかわからないが、公的病院としての

経営をしてほしい。老人会では健康寿命を延ばそうということで百歳体操やグラウンドゴ

ルフをやっている。公的病院としての立場を維持してほしい。 

  院長 

赤字額は市長や我々も許容できない範囲になっていることは感じており、職員にも周知し

ている。市長と協議しながら、市民の声を聞き、経営改善を図っていくというのが我々に

課せられた課題だと感じている。 

  委員 

今後、産婦人科の復活はあるのか？ 

  院長 

産婦人科復活については市長とともに努力している。現実的には全国の産婦人科医は減少

している。国は医師の働き方改革で集約化を図っており、産婦人科は 24時間 365日体制で

あり、帝王切開となると、2人の産婦人科医が必要である。そういうふうな状況で、ある大

学病院では産婦人科医師が 6～7人いる病院でないと派遣してくれない。産婦人科再開には

最低 3 人必要だと考えている。非常にハードルが高い状況であるが、地域住民の声を伺っ

ており、市長とともに努力している。現実的には市立加西病院や兵庫医大ささやま医療セ

ンターが産科を閉めると聞いている。産婦人科医は都会に行ったり、人数が多い病院に流

れている。逆風は吹いているが、今後も医師確保に努めていきたい。 

  委員 

全国の公立病院は赤字だと聞いている。設備も充実させており、赤字は仕方がないと考え

る。これからも院長はじめ職員に努力していただいて、開業医と連携してがんばってほし

い。 

  院長 

当院にはご意見箱があり、患者さんからのご意見をいただき、会議で検討している。苦情

は期待の裏返しであり、苦情がなくなれば見放されたと考えている。経営改善のために働

き方改革を行い、集患を行っていかなければならない。岡山や姫路からも当地域の集患が
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あり、今後も患者サービスの向上に努めていきたい。 

  病院関係者 

ご意見のなかで赤字ということが話題となっているが、コンサルを導入し、経営改善に努

めている。入院患者数、外来患者数も多少なりとも増えており、赤字額を少なくしている。

地域住民にもぜひ当院をご利用していただきたい。 

  病院関係者 

赤穂中央病院とうまく連携していく必要があり、中央病院で診られない患者については当

院に紹介していただく。赤穂中央病院は小児科医が 1 名であり、健診に行ってもらえない

か相談があり、協力していきたい。 

  病院関係者 

近年は急性期病院でありながら、地域とつなぐ看護が重要視されており、医療と介護の連

携を進めている。以前は介護教室という名前で行っていたが、今年度からはいきいきライ

フ教室を開催し、市民の健康増進に寄与していきたい。 

  病院関係者 

医療技術部（臨床検査部、薬剤部、臨床工学部、リハビリテーション部、栄養部、視能訓

練士、歯科衛生士）で定期的に会議をしており、赤穂中央病院とも交流している。地域住

民のためにがんばっていきたい。 

  病院関係者 

昨年度から医療経営コンサルタントを導入、経営改善に取り組んでいる。なかなか大きな

改善にはなっていないが、小さなことからコツコツと患者さんを集めたり、コスト削減を

していきたい。 

 

 閉会あいさつ 

院長代行 

本日はお忙しいなか、懇談会にご出席いただき、ありがとうございました。 

今回提案いただいた、健診センターの活用、立派な施設を活用する、産婦人科、乳腺外科

のことを考えていきたいと思う。 

今回は公立病院という立場で参加させていただいて赤字に対して非常に寛容であると感

じた。このままの赤字では立ちいかなくなると思うので、今の施設を活用して市民病院を

盛り上げていきたいと思いますので、市民の皆様のご支援を引き続きよろしくお願いいた

します。本日は誠にありがとうございました。 

 

   

 


