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第２回 大和高田市立病院改革プラン評価委員会 議事録 

 

開催日時  令和元年 11月 28日（木）17時 00分から 18時 10分まで 

開催場所  院長室 

出 席 者  （大和高田市）松田副市長、森本財務部長、河本財政課長 

（大和高田市立病院） 岡村院長、森下副院長、中山副院長、仲川副院長、川

口副院長、安川事務局長、松山技術局長、田中看護局長、井上経営企画室室長、

柿迫総務課長、森本医事課長、米田管理課長、上田参事 

（㈱亀岡合同総研） 岩井取締役 

（㈱麻生） 武田マネージャー、前川(庶務)  

配布資料  大和高田市立病院改革プラン評価表（進捗状況）、資料①、取り組み例、大和

高田市立病院公立病院改革プラン 

 

 

次  第  １．委員の紹介 

２．委員長の選出について 

３．改革プランの説明 

４．平成 30年度の決算報告と改革プラン数値の比較 

５. 改革プランの取組状況 

６．外部委員からの意見 

７．今後の日程等 

 

 

１. 委員の紹介 

 

〈安川事務局長の司会により開始、各委員の紹介を実施〉 

 

２. 委員長の選出について 

【安川事務局長】 

 まず、最初に委員長の選出をさせて頂きたいと思います。委員長につきましてはどな

たにして頂けばよろしいでしょうか。ご意見あるようでしたらお願いいたします。 

 

〈質疑等なし〉 

 

〈質疑等なかった為、事務局の方で岡村院長を委員長に選出する事を決定。〉 

 

３. 改革プランの説明 

〈岡村院長の司会進行により開始> 

 



2 

 

〈上田参事より「資料①」をもとに説明を行った。> 

 

≪説明要旨≫ 

 前回の改革プランから新改革プラン策定までの推移説明。 

 改革プラン作成時の収支計画の試算方法について説明。 

 現行プランの最終目標は、プラン期間中に累積欠損金をゼロにし、令和 2 年度年度

末に 374百万円の利益剰余金をつくることとなっている旨説明。 

 

４. 平成 30年度の決算報告と改革プラン数値の比較 

 

〈上田参事より「資料①」をもとに説明を行った。> 

 

≪説明要旨≫ 

 平成 30年度の決算、令和元年度の決算見込の報告と改革プランとの差分について

説明を行った。 

 平成 30年度末の累積欠損金は 289百万円となっており、令和元年度において累積

欠損金を解消するためには純利益 89百万円、資本剰余金の取崩 200百万円が必要

であるところ、現状、病床稼働率は低位で推移しており、実現は難しい状態である

旨説明。 

 累積欠損金における、改革プランの目標数値と平成 30年度決算数値との比較説明

を行い、目標値と決算値の間で約 231 百万円の乖離が出ており、プランの修正が

必要となる旨説明。 

 昨年度の第 1回改革プラン評価委員会にて、平成 30年度の決算値が決定した時点

で、改革プランの数値を見直すことが決定している旨説明。 

 プラン通りの数値を令和 2 年度末に目標を達成しようとする場合、令和 2 年度に

おいて、病床稼働率 85.4％（令和 1年度見込 77.1％）、入院単価 49,525円（令和

1年度見込み 48,820円）が必要になる旨説明。 

 修正プランの例として、①当初のプラン通り令和 2 年度末に最終数値に到達する

②令和 2 年度末に累積欠損金を 0 にする③期間を１年延長し令和 3 年度末に累積

欠損金を 0にする④その他、の 4案を提示。 

 修正案③となった場合の収支状況について説明。 

 収支改善に向けた各種取組について説明。 

 

【岡村院長】 

只今、上田参事より、現状の収支状況がプランから剥離していること、収支改善に向けた

様々な取組についての説明、そして計画変更案の提示がなされましたが、何かご質問等ござ

いましたら、挙手をお願い致します。特に今年度は収支が悪い状況にありますが、取組途中

のものが多くございます。まだ結果こそ出ていないものの、状況が良くなっている取組もあ

り、多くの取組でなんとか結果を出したいと、職員一同取り組んでいる状況でございます。 
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【松田副市長】 

資料の確認であるが、資料①の 6頁について、平成 30年度から令和 2年度にかけて職員

数は 459人から変わらないものの、給与費は増加している。給与費については、何か見込を

勘案した数値になっているのか。 

 

【上田参事】 

職員数は年度末の人員数であり、年度途中では 470名近くになると想定しております。給

与費に関しては、各種手当や人事院勧告の影響等を勘案した見込の数値となっております。 

 

【松田副市長】 

現状の職員数は 470名程ということか。 

 

【上田参事】 

定数は 470 名で、年度途中の医師の異動や退職者も出てくるため、最大 470 名程になる

と思います。年度末には最終的に少なくなりますので 459名程になると見込んでおります。 

 

【井上経営企画室室長】 

今の定員の話というのは、公立病院においては非常に大事な観点であると思います。只今

の副市長のご指摘は、今後の医療機能の拡大に向けて、例えば、新しい取り組みをするため

に医療職員や事務職員が増えることによって、年度末の定員数が増えるのではないか、とい

うご指摘だと思います。このあたりの明確な数値は把握しておりませんが、今後、タスクシ

フティングという事で、医療従事者の業務負担を減らすための職員を追加するという方針

が、厚労省からも政策としてあがっております。また、当院でも人員が足りないだろうと思

われる部門については、人数は未定ですが、医療職の増員も計画しておりますので、今後人

員数が増加する方向にある、ということに関しては、この委員会でもご評価頂ければと考え

ております。 

 

【上田参事】 

補足ですが、資料①の 6頁の職人数に関しては、正規職員の数になります。 

 

【岡村院長】 

職員数については、今後も増加する可能性がありまして、人件費の増加も想定されますが、

その中でいかに収支を改善するのかと言えば、収益の向上に向けた取組が必要になる、とい

うことになるかと思います。ご質問が無ければ次に進みたいと思います。それでは、もう少

し具体的な取組みについて井上室長より説明をして頂ければと思います。 
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５. 改革プランの取組状況 

〈岡村院長の司会進行により開始> 

 

〈井上経営企画室室長より「取り組み例」をもとに説明を行った。> 

 

≪説明要旨≫ 

 救急医療管理加算の取組事例について説明。 

 新運用の開始により、救急医療管理加算の未算定率は約 50%から約 20%に減少、月

別の平均診療報酬は 60%上昇し、審査機関からの査定減は 46%減少した旨説明。 

 最終的な改善成果として、2018 年 8 月〜年度末にかけ、約 1,800 万円の増収とな

った旨説明。 

 他の取組においても改善を進めていくためには、改善を院内の「標準ルール」とし

て定着させる仕組みづくりが必要であり、そのためには、職員 1 人 1 人が課題を

認識し、課題解決に向けた新しい施策を定め、その施策を実行していくマネジメン

ト能力を身につけることが重要となる旨説明。 

 職員の改善能力向上にあたり、人材育成に関する取組（新たなコンサルタントの導

入、他院幹部による講義等）や、データ分析システムの導入を行った旨説明。 

 来年度以降の懸念事項として、人事院勧告による給与改定や働き方改革などによ

り給与費の増加が予想されることから職員の更なる生産性の向上が必要となるこ

と、事務局の体制として課長職数名が今年度末に退職予定であり、業務の継続性や

高めてきた専門性の喪失について対策が必要となること、が挙げられる旨説明。 

 

【岡村院長】 

只今、井上室長より改革プランの取組状況と来年度以降の懸念事項に関して説明があり

ましたが、何かご質問はありませんでしょうか。 

 

【松田副市長】 

救急医療管理加算の対象患者について、予定外入院が対象になると思うが、二次救急によ

る救急搬送の患者さんがそのまま入院に至る場合、予定外入院になるという理解で良いか。 

 

【井上経営企画室室長】 

予定入院以外の全ての患者が対象となり、例えば、救急車搬送ではなく、偶然外来に来院

した患者の体調が悪く、入院に至った場合でも、要件に当てはまれば加算の対象となるが、

おっしゃる通り、救急車搬送による患者さんも要件に当てはまる場合が多いため、二次救急

輪番等で患者さんに多く来て頂ければ、この加算も多く算定できるということになります。 

 

【松田副市長】 

というとは、二次救急に関する取り組みが功を奏している、と言えるのか。 
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【井上経営企画室室長】 

救急の搬送件数が上がった昨年の 8月、9月においては、当然、救急搬送件数が大きく影

響していると考えられますが、昨年の 12月以降に病床が混雑し、救急搬送の件数が下がっ

た時期においても、救急医療管理加算の算定率は、比較対象期間である 2018年度前半と比

べて高い率で推移していることから、今まで取り漏れていた加算を取れるようになった、と

いう効果も大きいように思われます。 

 

【岡村院長】 

この課題については、保険部会という会で査定額が多かったため、取り組みの対象として

調査したところ、実は未算定率も非常に高いということが分かりまして、今回の取り組みに

至り、効果が上がったということになります。こうした取り組みを 1つ 1つ始め、徐々に成

果が出始めたところです。特に皆様にお聞きしたいのが、先程、上田参事より説明がありま

した、プランの期間延長についてですが、どの様にお考えでしょうか。 

 

【森本財務部長】 

1年延長することに問題はないのでしょうか。 

 

【上田参事】 

当初の期間中に達成することがベターではありますが、現状を考えると厳しい状況であ

りますので、１年延長出来ればと思っております。 

 

【森本財務部長】 

病床稼働率 81％という数値は現実的な水準だと思いますので、1 年延長することに関し

ては、私もその方が良いと思っております。 

 

【松田副市長】 

我々も想定内、という考えがありまして、１年延長するということが、想定の内のことで、

許容範囲内ということであれば良いと思いますが、そもそも現行のプランは議会へ提示し

たものですよね。そうであれば、議会への説明なり理解を求めていく必要はあると思います

し、いつ出すのか、というタイミングの問題もあると思います。恐らく決算報告の際に合わ

せて出すということになるのではないか、と思いますが。 

 

【森本財務部長】 

今回、平成 30年度の決算数値に置き換えるということで、このタイミングになるのでは

ないかと思います。 

 

【安川事務局長】 

今年度の 12月は時期を逸していると思いますので、なるべく早いタイミングで議会に通

知する必要があると考えております。その際に、達成が可能であると裏付けられる根拠を精
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査した上で、議会に伝える必要があると思いますので、しっかりと準備を行い、年度を跨ぐ

かもしれませんが、早ければ今年度 3月を目標に準備をしていきたいと思います。 

 

【岡村院長】 

今回の取組の中で一番重要なのは稼働率を上げるという事になります。現状はまだ結果

が出ておりませんが、年間稼働率 81%という水準は十分に達成可能なのではないかと考えて

おります。 

 

６. 外部委員からの意見 

 

【岡村院長】 

 外部委員の方々からご意見を頂ければと思います。まずは、㈱亀岡合同総研、岩井様から

宜しくお願いします。 

 

【岩井取締役】 

私から 2点ございます。1点目が、改革プラン評価表の 14頁、19頁のアンケート評価の

中で、接遇面の評価が高いと感じた一方、施設面での評価が低い点が気になりました。2点

目は財務面において、評価表の 1頁目で職員の給与費が平成 30年度のプランを上回ってい

る点が気になりました。これは人事院勧告や働き方改革による影響等、仕方のない面もある

と思いますが、また、1点確認なのですが、資料①の 5頁目について、定年退職者の増加と

いうのは、早期退職者が出たという事か。 

 

【上田参事】 

早期退職者ではなく、前年度よりも定年退職者が増加しており、66 百万円の増加となっ

ております。 

 

【岩井取締役】 

引当金の取り崩しではないということか。 

 

【上田参事】 

定年の年になると予算化になりますので、一旦引当金に積んでいたものを定年退職され

る年に見込みの金額を予算化致します。 

  

【岩井取締役】  

来年以降、事務職の定年退職者が増えるという事は、人件費も更に増加するということか。 

 

【上田参事】 

その通りです。また、退職者の後任として市役所から代わりの人員が来た場合、その方の

引当金を積み直すことになりますので、2,3年おきに人が変わると病院の引当金が増えると
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いう意味合いになります。理想としては定年退職者が出た後、若い職員が入ってきて、定年

まで勤める、という形が理想ではありますが、人事交流もありますので、引当金を持ち出す

ことが結構な負担になっております。 

 

【岩井取締役】 

病院内の改革だけではどうしようもないことも出てくる、ということでしょうか。 

 

【上田参事】 

現状、経営形態が一部適用になっており、市長部局の中に入るので病院独自で人事権は持

てない状態となっております。全部適用になれば話は変わると思いますが。 

 

【松田副市長】 

公務員は最終職場から退職金を受取るという制度的な縛りがありますよね。確認ですが、

退職手当に関しては引当金をまず計上しなければならず、例えば市役所の職員が 22歳から

60歳まで働く場合は、それに見合う金額を病院が計上するということになるのか。 

 

【上田参事】 

病院の引当金の考えになりますが、毎年 11月 1日時点で在籍している職員が退職した場

合の引当金を計上することにしております。メンバーが変わると金額も変わりますので、例

えば、あと 1 年で退職する職員が異動してきた場合は、約 2,300 万円の退職金を支払うこ

とになるため、病院の引当金として積み直すということになります。 

  

【松田副市長】 

それは制度的に病院に在籍している期間分だけを積むのではなく、公務員として在職し

ていた期間分の引当金を積むという事ですね。逆に、都合よく退職の 1年前に病院から異動

した場合は、病院は負担をしなくて済む、ということですね。 

 

【上田参事】 

おっしゃる通りです。また、医師の場合においても、公立病院から異動されてきた場合は

同様の考え方になります。今は若い医師の異動が多いので、医師に関しては、大きな負担に

はなっておりませんが。 

 

【岩井取締役】 

逆にそうした制度面で、医療職の皆さんのモチベーションが下がらないようにして頂け

れば、と思います。 

 

【武田 マネージャー】 

まず、先程話に出ておりました改革プランの期間延長の扱いに関してですが、改革プラン

の期限が令和 2 年度末に切れて、恐らく総務省から次の改革プランのガイドラインの様な
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ものが、早ければ来年度中で遅ければ再来年度になる可能性もある。新しい計画では恐らく

ガイドラインの内容を踏まえる必要があると思いますが、現状は予想がつかない状態です

ので、他の自治体病院でも、当面は今のプランの延長線上で、令和 3年度までの延長を検討

されている病院が多い状況です。次に、今の大和高田市立病院の経営状態に関してですが、

我々も毎月の状況については拝見させて頂いているのですが、経営状況が良いと評価され

ている他の病院でも、同じように人事院勧告に伴う給与費の増加等で、軒並み悪くなってい

るという印象を持っております。その中で大和高田市立病院に関しては、1つは病床稼働率

について、今年度に関しては少し低下してきているという現状があります。紹介と救急に関

しては取り組みを続けてきて頂いておりますので、まだ十分着手出来ていないところに関

して、より一層、取り組みを強くしていく必要があると我々自身も感じております。もう 1

点、診療単価に関しては、来年度診療報酬改定がございます。診療報酬改定の中で、今のと

ころ、急性期に関しては旧 7:1の要件の引上げが言われておりますし、もう一つの収益の柱

である地域包括ケアに関しても要件の厳格化が言われております。ただし、診療報酬改定の

本体はマイナスになるだろうと言われておりますが、必ずプラスになる部分も設定されま

すので、そこを上手く使って、診療報酬改定をきっかけに診療単価の引き上げを我々として

は図りたいと考えております。来年度の 4月以降、病棟の構成や運用の仕方を変えていく必

要が生じてくると思いますので、我々もなるべく早く情報をキャッチして病院の中で共有

させて頂ければと思っております。計画として未達である、ということは事実ですので、

我々も 1 年でも早く前倒しで計画が実現できるよう、ご支援を続けていきたいと思ってお

ります。 

 

【森本財務部長】 

計画の延長に関しては先程、申しました通りです。収支改善というところに関しては、費

用面での取り組みはやり尽くしているのではないかと思うのですが、他に具体的な取り組

みはあるのですか？ 

 

【上田参事】 

改革プラン評価表の 1頁なのですが、給与費と材料費以外のものに関しては、プランより

も良くなっております。ほぼほぼ、やり尽くした感はあるのですが、まだまだ経費削減でき

るところはあると思います。実際に、来年度の予算になりますが、診療局で図書購入費を 3

百万円程削減できるようになっております。 

 

【井上室長】 

図書購入費については、私の方から説明させて頂きます。従来、約 6百万円の図書購入費

を使っておりました。当然、急性期病院として常に勉強は行わないといけません。但し、必

要なものに集中投資をしたり、出来るだけ紙から電子化にして利用しやすくしたり、という

ところを含めてコスト削減を行いました。業界的に、医師から図書の購入はもういい、と言

って頂くのは非常に珍しいのですが、当院の場合は皆様に頑張って頂き、約 300万円となり

ました。先生方のご協力を含めてこれだけコスト削減ができたことはとても良いことだと
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思います。また、支出という訳ではありませんが、先程の救急医療管理加算の例で査定が減

ると何が減るかと申しますと、返金差金が減ります。これは他に使えるという意味で言うと、

業務の整理を行うことで、こうしたところからコストの削減が出来ますし、管理課が保守や

委託業務を見直す中で、入札や同じ金額を払うにしても内容を良くして貰おうという事で

色々評価をして頂く等、こうしたところの地道な積み重ねを、まだまだできるだろうし、す

るべきだろうと思います。ただ民間病院に比べるとまだかなり緩やかな印象を持っており

ます。 

 

【森本財務部長】 

私の預かる一般会計の方でもまだ経費削減の方法はあると思っております、また色々と

教えて下さい。 

 

【井上室長】 

こちらこそよろしくお願い致します。 

 

【河本財務課長】 

先程の計画の期間延長というところで、令和 3年度に向けては、歳入面の改善により回復

基調に持っていく計画になっていると理解しているのですが、病床稼働率 81％というとこ

ろで、達成を目指していくという事でよろしいでしょうか。 

 

【上田参事】 

令和 2 年度以降は 81％を見込んでおり、81％という数値も可能な数値だと思っておりま

す。平成 30年度の実績でも出ておりますので。 

 

【河本財務課長】 

収入の入院単価について、今年度約 48,800円から、先程のシミュレーションで令和 2年

度以降約 49,300 円、約 49,800 円と約 5%増加しておりますが、先程の診療報酬等による改

善を見込んでいるという理解でよろしいですか。 

 

【上田参事】 

そうですね、栄養指導や服薬指導の件数増加等、地道な取組によって増やしております。 

 

【岡村院長】 

また、DPCの機能評価係数という係数がありまして、その係数をいかに上げられるかとい

うところについても、経営企画室を中心に取り組んでいるところです。 

 

【井上室長】 

もう一つ追加させて頂きますと、既存の病床の有効活用というところで、看護局を中心に

ハイケアユニットという一番単価の高い病床の稼働を上手くやって、そこで加算を取ろう
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という動きや、単価の内容を見た上で適切な病棟に入って頂こうという動き等がございま

す。単価を上げるという部分に関しては、今入院している患者さんの単価をどうやって上げ

るのかというところと、掛ける、入る患者さんをどう増やすか、この 2本柱を、おっしゃる

通り、やっていく必要があるかと思っております。 

 

【岡村院長】 

ありがとうございます。それでは最後になりますが、松田副市長いかがでしょうか。 

 

【松田副市長】 

先程、退職手当の話も出て、かつ、取組の最後の方は体制面の話が出ておりますので、

その観点から言うと、制度上致し方がないという面を今後どう捉えていって、実行してい

くのか。少し質問になりますが、経営形態を改革したり、見直しをしたりするとすれば、

市からの人事交流による影響、という局面を、もっと病院サイドの判断で職員を配置でき

るという方向へ進む可能性が出てくるのですか？ 

 

【上田参事】 

突然、経営形態が全部適用になったところで、今の病院職員でも中堅クラスが空白にな

っておりますので、育つのに時間はかかりますし、突然に良くはならないので、そこから

5年、10年掛けて、という事になると思います。病院の事務は複雑ですので、言葉は悪い

ですけれども、市役所から突然来られても、いきなり即戦力になるかどうかというと疑問

なのですが、安定するには最低 5年はかかると思います。今は、普段の仕事で多忙な状態

ですので、もう少し余裕を持って経営分析等に力を注ぎたいと思っております。出来れば

そうしたところを、市役所からもご協力頂ければありがたいのですが。 

 

【松田副市長】 

もちろん聞く耳は十分持っているつもりですが、そうした話ではなく、元々、累積欠損

金や退職手当分も思い切って引当制にして数字を積み上げた訳ですよね。ということは 

人事交流で、そういう方式で行く限りは、ある種宿命的に、例えば、今後、定年する 10

年ぐらい前の人が病院に異動する可能性もあり得る訳ですよね。という事は新たに引当金

を積むという事になりますよね、上げざるを得ないという。 

 

【上田参事】 

ただ、定年間際の人と 30代の人が来る場合では、引当金の額は違いますので。 

 

【松田副市長】 

50ぐらいの人が異動で移ると一気に引当金が上がりますよね。これは病院が努力をして

いないという問題ではなく、制度的にそうだと。そして、現実的にその人が定年を迎える

と、本当に費用化して病院が退職金を支払うことになる。そこは経営の数字上は、本来の

話とは別にして、大きなところだと思います。その観点から言うと、すぐに制度改変をし
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てやれるものではない、ということは、よく分かるのですが、公立病院である限り宿命と

してずっと続いくのかなと思います。そして、もし、そういう方向を進むしかないとした

ら、そういうリスキーな部分が絶対的にあるということを前提に、収支を考えていかない

といけないと思います。そうであるならば、なおさら、収益部分を上げていくか、経費部

分を下げていくか、あるいは色々な要素で、病床利用率を上げるとか、DPC係数を良くし

ていくとか、不断の努力をフル回転するしかないように思います。そうした取り組みをさ

れるというのは良いことだと思うのですが、やはり、どこかで経営形態の見直しというの

は避けて通れないのかなと思います。そうした事を今日は、改めて感じたところです。 

 

【岡村院長】 

今回、経験のある事務職員を病院独自で採用できないか、ということを市役所にお願い

しましたら、市役所の方で早速、経験のある若い診療情報管理士を病院独自で採用できる

ように動いて頂いておりまして、非常にありがたく思っております。そういう方が徐々に

育っていって、病院の事務の力、病院そのものの力が上がってくるのではないかと思って

いるところです。 

 

【松田副市長】 

それは実際に挑戦させて頂いております。自治体では日常レベルで話したことがあるの

ですが、より精通した職員の動き方を、真剣に考えていって、挑戦していっても良いので

はないかなと思います。あまり抽象的なことを言っても分からないので、安川事務局長と

も話をした例からいうと、彼は事務局長として病院に来てくれました。一生懸命やってく

れているし、やってくれることだと思うのですが、例えば、その片腕になるような、病院

経営に精通した事務職員を、専門調達の様なかたちで、なんとか大和高田市が採用できな

いか、病院が採用できないか、という話を実際に何度かさせて頂いております。可能性が

あると思われるのでしたら、実際、どういう方法で世の中に出していったら良いのか、と

いうことを現実に考えても良いのではないかな、と思います。病院の中でも議論して頂い

て、実現がすぐにできるかは別にして、最終的には市長が意思決定者でおられるわけです

から、そこのコンセンサスを考えて、やってみないと分からないのですが、実行する価値

はあるのかなと思います。それともちろん、市の病院という事で、市の人事交流に関して

は、当然、市としては責任を持ちながら、かつ、新しい手法を入れていきたい、という思

いです。持続して貰おうと思ったら、そうするしかないと思います。本日はこうしたとこ

ろで、私の意見とさせて頂きます。 

 

【岡村院長】 

ありがとうございました。今後の日程に関してですが、年に 1回で良いのか、というと

ころに関してご意見ございませんでしょうか。 

 

【安川事務局長】 

議会にプランの期間延長案を提出するにあたって、改めてご協議頂かないといけない場
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合があるかもしれませんので、今の時点では、年に 1回という事で良いと思いますが、何

かあれば臨時で開催をさせて頂くということでも良いのかな、と考えております。 

 

【井上室長】 

質問ですが、議会にプランの変更案を提出する前に、この委員会で正式に改訂版を承認

する必要があるということは無いでしょうか。必要があるのであれば、絶対にこの会議を

開いてから議会に提出をする、という手順になると思いますが。 

 

【岡村院長】 

もう一度会議を開くという事でしょうか。 

 

【井上室長】 

 本日、決裁はありませんよね。決裁の無いものをそのまま議会に提出して良いのかどう

かというところで、必要なければ構わないのですが、決裁が必要であれば、必ず委員会を

開いてから議会に提出、ということになると思いますが、いかがでしょうか。 

 

【森本財務部長】 

委員の皆様からの意思決定は必要になるとは思います。 

 

【井上室長】 

そうであれば、議会に提出する前に次の会議をやらなければならない、ということにな

りますか。 

 

【安川事務局長】 

なりますね。ただ、その辺も含めて、院内の考えもまとめた上で、外部の方々もお交え

した上で、協議をさせて頂ければと思います。 

 

【中山副院長】 

質問になりますが、先程、㈱麻生の武田様からお話があったように、病院改革プランが

無効になるかもしれないというところで、プランの延長について議会に提出したものの、

またすぐに新プランに変えないといけない、ということになってしまうと、議会の混乱を

招く可能性がありますので、プランの提出は新しいガイドラインが出た後でも良いのでは

ないかと思ったのですが、いかがでしょうか。 

 

【井上室長】 

武田さんにお伺いしたいのですが次の改革プランのワーキングは何か動いていますか。 

 

【武田マネージャー】 

 いえ、まだ動いてないです。 
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【井上室長】 

だとすると、次のガイドラインが出るまでに少なくとも 1年から 2年はかかると思いま

すので、今年度の 3月に出すのであれば、出たからすぐに計画を変えないといけなくなる

可能性はとても低いと思いますが、武田さんいかがでしょうか。 

 

【武田マネージャー】 

 現状のプランが令和 2年度までの計画ですよね、私としては、ガイドラインが出るの

が、早ければ令和 2年度中、遅ければ令和 3年度中になり、計画開始年度が令和 4年度に

なると思いますので、令和 3年度が空白の 1年になると考えています。大体どの病院様も

そのように考えていて、その 1年の分に関しては、1年の延長など単年度の計画で考えて

いこうとしております。要は、令和 4年度まで引っ張った場合においては、新しいガイド

ラインが出た場合に修正が必要になるということになります。 

 

【井上室長】 

 そうすると、1年延長であれば、今年度 3月に出す分に関しては、やり取りは無さそう

だ、ということですよね。良い確認だったと思います。ありがとうございます。 

 

【岡村院長】 

 3月に議会に出す前に決裁を取るという事は修正案を確実に作って頂いて、もう一度こ

の委員会で協議するということになりますが、その点についてはいかがでしょうか。 

 

【安川事務局長】 

まずは、3月を目標にとは思っていますが、院内でしっかりと案を練ってからご提示さ

せて頂きます。議会にすぐ出せるような精度のものを提示したいと思います。 

 

【岩井取締役】 

通常の株式会社の株主総会でしたら、みなし決議等の考え方がありますが、この委員会

に関してはいかがでしょうか。皆様忙しいと思いますので、例えば、賛成の院長委任等の

可能性はあるのでしょうか。 

 

【松田副市長】 

事務局長に確認なのですが、議決を要するとか、ルールの背景は特にないのではないで

すか。実質的に病院としてこの計画を出していこうという意思形成が出来れば原案は出来

上がると思いますし、恐らく、この委員会にがちがちに固めた設置要綱の様なものは無い

のではないでしょうか。無いのであれば、先程言って頂いた方法でも良いですし、一番や

りやすい方法で合意形成を現実的に図れば良いのではないかと思います。 

 

【安川事務局長】 
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 もう一度、規定等を見直しまして、委任して頂ける方向であればそのようにさせて頂き

ますし、もう一度こうした場を開かなければならない場合は、また設置させて頂ければと

思います。 

 

【松田副市長】 

 必ずしも会議を開かなくて良いという意味ではないですよ。これだけのメンバーで例え

ば、過半数とか 2/3以上のメンバーが出席して、その場で合意が取れれば、全体として合

意形成がなされたという見方をしても良いのではないかという意味です。文書で委任すれ

ば良いという意味ではなく、ただ出席できない人はもちろんそれでも良いのですが、出席

できる人は時間を合わせて頂き、議論すること自体は大変意義があると思いますので、ま

ずは集まれる機会を作ってスタートすれば良いと思いますが。 

 

【安川事務局長】 

 私も要綱を隅から隅まで読んでいないので申し訳ないのですが、院内の方針を大きく転

換することにもなりますので、皆様にもご認識頂いた上で変更になったという過程は必要

になると思います。その伝え方としては、こうした場を開くのか、或いは、文書で報告さ

せて頂きお目通し頂く、という方法もあるのかなと思います。 

 

【岡村院長】 

院内でしっかりと意見を固めてそれから皆様に諮りたいと思います。その後で市長の承

認を経て、議会に提出したいと思います。そうしましたら、次回の評価委員会の開催日に

関しましてはこちらで検討させて頂き、いつという事は決めずに閉めさせて頂ければと思

います。 

 

〈岡村院長の挨拶により閉会〉 

 

以上 


