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第９回名張市立病院改革検討委員会 会議録 

日時：平成３０年１０月２９日（月） 

                  １９：３０～２０：５５ 

場所：名張市介護老人保健施設「ゆりの里」 

１階 多目的ホール 

第１．出席者について 

１．出席委員 ９名（委員総数９名） 

No. 職 名 区 分 所 属 名 役 職 氏 名 

1 
１号委員 

(委員長) 
学識経験者 元 皇学館大学准教授 － 岩﨑 利彦 

2 １号委員 学識経験者 関西大学経済学部 教授 佐藤 雅代 

3 
２号委員 

(副委員長)

地域医療 

関係者 
名賀医師会 会長 東 明彦 

4 ３号委員 市民代表 
青蓮寺・百合が丘 

地域づくり協議会 
会長 山田 睦郎 

5 ３号委員 市民代表 
伊賀の地域医療を 

守る会 
代表 髙木 裕美子

6 ４号委員 福祉関係者
名張市社会福祉 

協議会 
会長 奥村 和子 

7 ５号委員 
医療行政 

関係者 
三重県伊賀保健所 所長 土屋 英俊 

8 ６号委員 名張市職員 名張市総務部 部長 我山 博章 

9 ６号委員 名張市職員 名張市福祉子ども部 部長 森嶋 和宏 

２．欠席委員 なし 

３．事務局（名張市側） ９名 

  伊藤院長、藤井副院長、小野副院長兼看護部長、今井副院長、 

石橋事務局長、吉岡総務企画室長、大北医事経営室長、 

辻川総務企画室総務係長、吉田総務企画室員 
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第２．会議録 

１．議事 

・第２次名張市立病院改革プラン 平成２９年度実績について 

  事務局より資料１、２に基づき説明 

＜質疑応答＞ 

○委 員 資料 1の 3ページの病床利用率が、平成 29 年度実績 87.2％とな

っているが、急性期医療でこの数字というのは、職員が非常によ

く頑張っていると思う。 

○事務局 昨年は病床利用率がとても高かったが、患者 1 人当たりの入院

単価は下がっている。また、入院患者が多いことで回転が悪くな

り、平均在院日数が昨年は約 11 日だったが、今年は約 13 日まで

延びた。色々な要素が絡み合って、高い病床利用率となっている

可能性がある。 

○委 員 病床利用率を上げるために病院として取り組んだ結果として上

がったというよりも、むしろ取り組めていないから上がっている

ということか。87.2％という数字を平成 30 年度以降も維持してい

くことはできそうか。 

○事務局  取組としては、給与体系を変えたことで少し影響した可能性が

ある。しかし、平成 30 年度の病床利用率は、4 月までは高水準だ

ったが 5 月から大きく減ってしまっており、70％まで落ちている

ときもある。その理由について正確な分析はまだしていない。 

○委 員 患者数は病院がコントロールできるものではないので置いてお

くとして、病院側がこれだけ頑張ったからこういった成果が出た

とポジティブにアピールできる項目は何か。 

資料1の1ページの平成29年度達成率50％という数字だけが独

り歩きすると、目標設定がまずかったのか、病院の頑張りが足り

なかったのか、ポジティブな評価がしづらい。頑張って成果が出

た項目があるということや、目標達成には及ばなかったが今後改

善が見込めるというように、ポジティブに評価している部分をお

尋ねしたい。 
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資料 1の 2ページの上側の表、事項別効果額の平成 29 年度トー

タルの目標効果額と実績効果額の差は大きいが、項目を一つずつ

見ていくと、病床利用率が高かったことによる増収や、当初の目

標を大きく上回る数値で達成している項目があるので、それらの

中で特に病院側の取組によって良い効果がもたらされているとい

うようなアピールが出来る部分を教えて欲しい。 

○事務局 市立病院が担ってきた役割の中で一番の目玉として、以前から

市長も申し上げているところだが、資料 2の 1ページの下部に「小

児医療の継続」という項目がある。No.23、24 の小児患者数の増加

については、市立病院として小児医療に力を入れてきたため目標

を達成している。 

また、No.26「専門外来担当非常勤医師の確保」について、専門

外来の増設にも力を入れており、昨年は皮膚科を開設した。 

○事務局 病床利用率については、経営会議を毎月 1 回開催しており、そ

こでベッドコントロールについて議論している。特に退院に関し

て、退院の許可を出すのは主治医だが、実際にいつ退院して頂く

かについては、ご家族と相談した上で病棟の看護師が退院日を決

めるという形で連携をしている。その結果を経営会議で毎月報告

して情報を共有している。 

次に、資料 2 の 1 ページ、中項目③のところで、当院は地域医

療支援病院の承認を受けており、特に力を入れているのが在宅医

療である。No.17「在宅医療救急システムの拡充」、No.18「訪問診

療件数の増加」、No.19「在宅支援看護外来の充実」は、いずれも

目標数値を超えており、看護部が特に力を入れている部分である。

また当院が一番大切にしているのは、中項目②の「一次医療機

関との連携」であり、No.13「紹介率の増加」、No.14「逆紹介率の

増加」である。地域の診療所等からの紹介と、当院で治療を終え

た方を地域の診療所等へお返しする逆紹介が重要であると考えて

いる。どちらの数値も前年度から少し下がっているが、現在行っ

ている取組として、市立病院の診療の強みや、新たなスタッフの

紹介等をまとめた資料を持って、医師と事務職員が各診療所へ紹

介・逆紹介のご案内にお伺いするということを地道に毎年行って

いる。そうしたことが地域からの紹介に繋がっているのではない

かと考えている。引き続きこの部分は力を入れていきたいと考え
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ており、まずは患者さんを紹介頂いて、その患者さんの入院中に

出来るだけの治療を施させて頂くことで、収益の改善に結びつけ

ればと考えている。そういった取組を継続して行っている最中な

ので、次回はもう少し良い報告が出来ればと思っている。 

○事務局  ベッドコントロールは看護部が担っており、病床利用率 87.2％

というのは本当に常に満床状態だった。他院からの転院もある中

で、土曜日と日曜日は 1日に約 20 人が入院するので、そのために

ベッドを空けておかなければならない。ベッドコントロールには

非常に気を遣いながら、看護師長を集めてどの患者さんに退院し

て頂くか検討する退院調整会議を週 1 回開催してきた。また、患

者さんに「入院したばかりなのにもう退院させられた」という印

象を与えないようにするため、昨年から在宅支援看護外来を立ち

上げ、患者さんに安心して自宅に帰って頂けるよう、患者・家族

のニーズに応えられるような支援の方にも力を入れてきたところ

である。 

 人材育成に関して、在宅支援看護外来の立ち上げにあたっては

専門性の高い看護師が必要なため、認定看護師資格の取得を推進

している。当院には現在 5 名の認定看護師が在籍しており、新た

に 2名が資格を取得する予定である。 

 こういった取組は収益に中々寄与してくる部分ではないが、そ

ういった積み重ねによって、病床利用率を高い水準で維持しなが

らも患者を断ることなく、治療後も在宅に安心して帰って頂ける

ように努めている。 

○委 員  資料 2の 2ページの No.44「看護部門と診療部門の連携強化」に

ついて、5年間効果額合計は、この項目が 5億 6,000 万円と突出し

て多い。入院期間Ⅱでの退院患者割合が少し減っているようだが、

目標数値は達成できそうか。 

○事務局 No.44 は 5 億 6,000 万円の効果額となっているが、これは No.45

「病床の有効利用（病診連携強化に伴う患者増を含む）」、No.51「手

術件数の増加（手術室実施分のみ）」、No.52「手術室の運用改善」

といった取組の効果額を含むトータルの金額となっており、ベッ

ドコントロールのみでこの効果額を出しているわけではない。平

成 28 年度は 2億 4,100 万円に対してマイナス約 6,900 万円で、平
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成 29年度は 5,100 万円に対して約 1億 2,400 万円の増収となって

いるが、平成 29 年度は病床利用率が上がったことで手術件数も増

えたので、そういった効果額も含めて約 1 億 2,400 万円の効果額

が出た。 

平成 30 年度以降も、最終的な効果額である 5億 6,000 万円に近

づけていくため、引き続き様々な項目に取り組んでいかなければ

ならないと考えている。 

○委 員  病床利用率 87.2％を維持するために非常に苦労したというのは

よく分かるが、その一方で在宅医療の支援を充実させると、入院

期間を厳密に守って患者さんに退院して頂き、その後は地域の診

療所等で診てもらうということになるから、病床利用率は下がる

可能性の方が高い。ところが、病床利用率が上がって、在宅医療

も成果を上げているのに収支が厳しいというのは、単純に考える

と理解が難しい。 

○事務局 おっしゃるように、退院支援が順調で早めに退院することにな

ると病床利用率は下がっていくが、平成 29 年度の平均在院日数は

少し長く約 13 日となっている。その理由は、退院調整に時間をか

けてしまったことや、主治医が多忙で患者に説明する時間がなく

退院の時期がずれてしまったことなどが挙げられる。 

また、当院は DPC 病院であり、制度上、入院当初の 2 週間の単

価が高くなっているが、在院日数が長くなって入院期間Ⅱ以上に

なると単価の低下が顕著に表れてくる。そのため、入院期間が延

びたことで単価が下がってしまったので、利益にあまり繋がらな

かったが、単価がもう少し高ければ収益も多かった。 

当院にとってどれだけの病床利用率で回していくのが良いの

か、急性期病院としてのニーズがある中で、単価を上げて手厚い

看護も両立していくのは個人的には難しいと思っている。 

○委 員  在宅医療への支援が上手く回っているのであれば、病床は次の

患者さんのために空けておかなければならないので、利用率は下

がる。しかしながら、利用率を下げないで頑張って頂いていると

いうことは、パンク寸前まで頑張ったということだろうか。病床

利用率が上がり、在宅医療も充実させたが、収益は下がったとい

うのは、全てを了解とは言いにくい。普通以上に努力して頂いて
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いるということが見えにくいのではないか。 

○事務局 在宅支援看護外来では、退院時の在宅医療支援だけではなく、

退院された後のフォローにも関わっている。退院支援については、

地域医療連携室に退院支援の専従看護師を 2 名配置して、患者さ

んにも家族の方にも少しでも満足頂けるような退院支援ができる

ようにということで力を入れて取り組んでいる。 

また、特に整形外科病棟では、自宅に帰られてからも困りごと

がないように、退院前訪問を看護師が行い、退院する前から在宅

医療の支援をしたことで入院期間が延びたという事情もある。 

○委 員  病院での治療が終われば後は地域の診療所中心で診て頂くとい

う方針で、地域医療連携室での支援を充実させるという方向性は

素晴らしいと思う。そういった取組の現時点での成果が数値とし

て表れているということはよく分かった。方向性は素晴らしいの

で上手く PR できれば良いと思う。そうした取組がスムーズに進め

ば在院日数がさらに短くなり、地域の開業医がフォローするとい

う体制と併せて、国民医療費の減少にも繋がるのではないか。 

○委 員  資料 1 の 2 ページ、事項別効果額について、トータルで平成 29

年度がマイナス 7,787 万 7 千円というのは寂しい結果である。さ

らに言うと、元々はプラス約 7,000 万円だったのがマイナス約

7,000 万円ということは、約 1億 4,000 万円目標を達成していない

という見方をしてしまう。 

 事項別効果額の「第 2 次改革プラン実施計画による収支効果額

小計」の平成 29 年度目標効果額 6,192 万 9 千円に対して、1億 510

万 3 千円という結果が出ているのは、当初の予定よりも大分頑張

ってしまったということか。頑張りすぎた結果、経費が多くかか

ったというのは当然見込めた結果であるが、結果的に「収益増に

伴う経費及びその他経常的収支」が大幅にマイナスになっている

ことが、トータルでのマイナスの全ての要因となっている。 

 そう考えると、当初の計画で目標としていた約 6,000 万円のプ

ラスであればトータルでもプラスだったのに、頑張りすぎて良い

結果が出たが経費が嵩み過ぎたという理解で良いのか。例えば、

医療従事者の確保の分の大幅なマイナスは医師の手当が増えたと

いうことだろうし、支出削減のところのマイナスは時間外が増え
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たということで、その他にも沢山の費用がかかっているというこ

とだと思う。 

そうであれば、立てた目標に関してはある程度達成できたが、

それに付随する部分の結果が振るわなかったという説明をされた

方がよいのではないか。ただし、頑張りすぎた結果、赤字が大き

くなるのであれば、どこまで頑張ることができるかという収支の

計算は予めしておいて頂きたい。多くの患者さんに対応した結果、

経営面ではこれだけの支出が増えたが、目標達成に向けて努力を

したことで一定の結果が出ているということを、積極的に説明し

て頂きたい。最初から結果は大幅にマイナスであると言われるよ

り、見て欲しい部分を主張して頂くことで、今年度分の結果も見

据えて、継続的な説明の仕方が出来るように準備をして頂きたい。

○事務局  ポジティブな視点で実績を説明できるよう考えていくべきとい

うご意見を頂いた。実際のところ、「収益増に伴う経費及びその他

経常的収支」欄の数値は、計画を立てた時点で推計した収入と費

用よりも想定外に費用が膨らんでしまっている。例えば、法定福

利費や退職給付引当金、人事院勧告による給与改定の影響分など、

当初見込んでいた数値からずれが生じている。 

 患者数の増加によるその他の経費については、給食委託料、臨

床検査業務委託費、医薬品費、光熱水費などの経常的経費に加え

て、平成 28 年度と比較して平成 29 年度は医師数が増えているの

で医師に係る人件費も増えているが、費用の増加に伴いもう少し

収益が伸びれば良かったとみている。 

○委 員  当初の想定には無かった経費がそれなりにあるという説明だ

が、元々の計算に入れていなかった費用が本当に多いのであれば、

皆さんの頑張りをそれだけで打ち消してしまうことになるので、

そこは別掲なり注記なりとして示した方が良いと思う。 

○事務局  先ほど申し上げた別掲にすべき費用は約 8,000 万円あるので、

今後は想定外の経費も分かるような示し方を検討したい。 

○委 員  約 8,000 万円であれば、別掲とすることで実績効果額の数値は

プラスになる。「収益増に伴う経費及びその他経常的収支」の 2年

間累計は約 1 億 8,000 万円のマイナスとなっているが、ある意味
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では目標達成ということにもなる。どの順番で数字を解釈するか

で変わってくるとは思うが、ある程度ポジティブにデータを見ら

れるようお願いしたい。 

○委 員  市民が一番注目しているのは産科の開設である。資料 2 の 1 ペ

ージ No.21「産婦人科の開設」について、平成 29 年度は準備中だ

ったので特に目標数値には表れていないが、平成 29 年度は「基本

設計・実施設計」、平成 30 年度は「施設及び機器の整備」、平成 31

以降開設準備に向けて取り組むこととなっているが、今年か来年

にはこの目標数値を入れていく計画となっているのか。少しの見

込み違いで大きくマイナスであるかのように見えてしまうので、

全体の目標数値の見直しも併せて検討してはどうか。 

○事務局  産婦人科の開設については、平成 28 年 9 月議会において市長が

表明したものであるが、ちょうど当時この改革プランを策定して

いた時期であり、その際には平成 31 年度中の開設を目標に取り組

むという表現としていた。したがって、その時点のスケジュール

で行けば、ここに記載している計画で取り組むということだった

が、実際には、平成 29 年度は基本設計も実施設計も着手していな

い。また平成 30 年度現在、県を通じて国へ増床についての相談を

行うところや、伊賀地域医療構想調整会議の中で協議して頂くと

いうところにも未だ至っていない。その前段の、地域の医療機関

に相談を申し上げているという状況である。改革プランにおいて

も計画を見直してはどうかというご意見を頂いたが、現状として

は予定通りには進んでいない。 

○委 員  何か表現を変えてはどうか。 

○事務局  改革プランは、委員会に諮って協議して頂き、素案を作成の上、

市の計画としてパブリックコメントなど一定の手続きを経て策定

したものなので、それを修正するためには当然ながら委員会に相

談申し上げることになる。具体的に今そうした検討をしてはどう

かという提案を頂いたと認識させて頂きたい。 

○委 員  ゆりの里について、資料 2 の 3 ページ No.70～73 に記載されて

いる。平成 32 年度の入所利用率の目標 97.9％に対して、平成 28
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年度は 89.8％、平成 29 年度は 85.0％となっているが、今後の見

通しはどうか。 

○事務局  ゆりの里の入所利用率については、平成 28 年度末に多くの退職

者があり、一定数の補充を行ったがすぐには仕事に慣れないこと

もあって、入所率を中々上げられなかったという事情がある。目

標数値を未だ達成していないが、現在は職員の体制も整ってきた

ので、徐々に入所率を上げている途中である。 

○委 員  今はどれくらいの入所率となっているのか。 

○事務局  約 85.4％となっている。 

○委 員  市立病院の病床数はどれくらいが適正なのか。200 床は少ないよ

うに思う。職員が頑張っているのに成果が見えないのは、病床数

が少ないことが影響しているのではないか。 

○事務局  病床数は当院だけでなく地域全体で考える必要がある。岡波総

合病院、伊賀市立上野総合市民病院、名張市立病院の 3 つの病院

で救急を回していることから、3つ全体で考えなければならない。

当院は 200 床全てが一般病床だが、今後、回復期機能などを持つ

ことを考えると、もっと病床が必要になる可能性がある。 

○委 員  岡波総合病院の移転による影響は考えられるか。 

○事務局 それも考えられるが、そういったことは本委員会というよりも、

地域全体で考えていかなければならないのではないか。 

○委 員 在宅医療を病院として支援するという形が整っていけば、病床

数が変わらずとも、平均在院日数が約 13 日から 9～10 日に短くな

る可能性がある。そうすると、同じ病床数でも上手く回転できる

ということも考えられる。 

○事務局  そういったことも考えられる。 

○委 員  資料 1 の 3 ページの延入院患者数や延外来患者数が資料 2 には
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記載されていないが、資料 1 の項目が資料 2 に全て載っているわ

けではないのか。 

○事務局  全ての項目が挙がっているわけではない。 

○委 員  資料 2の 2ページ、No.27「外来・入院患者アンケートの実施」

を平成 29 年度に 1回したということだが、この結果は公表してい

るか。 

○事務局 このアンケートの位置付けとして、市立病院では、患者さんに

意見を任意で入れて頂く意見箱というものを設置しており、毎月 1

回、その意見に対する回答を掲示するという形をとっている。そ

れを年度毎にまとめて集計し、それをもってアンケートという形

にしている。この集計結果については、ホームページに掲載はし

ていない。 

○委 員  来年のゴールデンウィークの 10 連休について、4月 30 日から 5

月 2日までの 3日間は、休診とするのか。 

○事務局 当院は公立病院なので、休診を予定している。 

○委 員 今年度、災害対応や建物の破損などで予定外の支出はあったか。

○事務局 災害等で一定の経費が今年度かかったということはない。 

○事務局 本日も様々な意見を頂いた。当院にとって適正な病床利用率が

どのような水準かを考えつつ、在宅への支援も併せて行いながら、

今後の病院運営を行っていきたい。 

２．その他 

特になし 

（以上） 


