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1 公立病院改革の背景1.公立病院改革の背景



公立病院の状況公立病院の状況

• 公立病院は従来、へき地医療、不採算医療、高度専門医療
等を担ってきた。

• 民間医療の普及、高度・専門化や交通網の発達等により、
民間と公立との間の役割分担が曖昧になり より柔軟かつ民間と公立との間の役割分担が曖昧になり、より柔軟かつ
迅速に対応できる民間医療に押される形となっている。

• 診療報酬のマイナス改定、医師不足、給与費の問題などが
あり、多くの公立病院で経営状況が悪化している

• 平成20年3月末において地方公共団体が運営する公立病院

は667施設あり、このうちの75.1％は赤字になっている
（地方公営企業年鑑より）



病院経営を取り巻く環境①（医療費の抑制）病院経営を取り巻く環境①（医療費の抑制）
診療報酬のマイナス改定

＊診療報酬とは

診療報酬は、厚生労働省が医療の行為（内容）ごとに定める公定価格で、２年に１度（偶数年度に）改
定されるのが通例。（診療報酬改定）
請求時には １点あたり１０円で換算し 提供した医療行為の積み上げ方式により 請求額を算定する請求時には、１点あたり１０円で換算し、提供した医療行為の積み上げ方式により、請求額を算定する。

平成１４年度から現在まで、４期連続でマイナス改定が続いており、これにより医療機関の収入額は
年々減少している。



病院経営を取り巻く環境②(従事者数の比較)
従事者数における国立病院と公立病院の比較
(病床100床あたり職員数による)

病院経営を取り巻く環境②(従事者数の比較)

(病床100床あたり職員数による)
平成14年に「独立行政法人国立病院機構法」が成立し、平成16年度から「独立行政法人国立病院機構」が

発足。昭和から平成にかけて病院再編、経営健全化が集中的に進められ、独立行政法人への移行後、平成
17年度から黒字転換を図り 平成19年度決算では「約239億円」の純利益を計上17年度から黒字転換を図り、平成19年度決算では「約239億円」の純利益を計上。



病院経営を取り巻く環境③（人件費の状況）病院経営を取り巻く環境③（人件費の状況）

平均給料月額における民間病院と国公立等病院の比較
(平成19年6月の状況比較 医療経済実態調査結果より)

医療法人(a) 国公立・公的(b) 比較(b-a)1,200,000 医療法人( ) 国公立 公的( ) 比較( )

医 師 1,097,850 950,957 △146,8931,000,000

薬 剤 師 339,245 407,540 68,295

看 護 師 310 733 356 942 46 209
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医 療 技 術 員 295,436 384,748 89,312
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事 務 276,777 382,555 105,778
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0

,

医師 薬剤師 看護師 医療技術 事務 労務

労 務 215,368 322,690 107,322

民間医療法人に比べて 国公立等病院は 医師で月額が低いほか 他

医療法人 1,097,850 339,245 310,733 295,436 276,777 215,368

国公立・公的 950,957 407,540 356,942 384,748 382,555 322,690

民間医療法人に比べて、国公立等病院は、医師で月額が低いほか、他
職種は月額が高い水準にある。



給与費比率における一般病院・国公立病院の比較

（単位 ）

(平成19年6月の状況比較 医療経済実態調査結果より)

給与費比率とは?
（単位：％）

（注）介護保険事業を実施し
ていない医療機関の集計

2005年6月調査
（医業収入＝100）

2007年6月調査
（医業収入＝100） 給与費比率の

変化幅

給与費比率とは?

企業における収益の額と給与費の額を比較し、
その割合を示したもので、一般的には「50%
前後が望ましい基準」とされているていない医療機関の集計 変化幅

給与費比率 給与費比率

一 般 病 院 50.7 53.0 2.3

前後が望ましい基準」とされている。

国 立 病 院 50.6 52.9 2.3

公 立 病 院 54.5 59.7 5.2

※公立病院は給与費比率の増が
著しく、一般病院、国立病院の倍
以上とな ている以上となっている



病院経営を取り巻く環境④（医師不足）病院経営を取り巻く環境④（医師不足）
医師不足の状況（人口10万人あたり医師数による）

区分 医師数/人口10万

全 国 平 均 206 3人全 国 平 均 206.3人

長 野 県 平 均 190.0人

諏訪医療圏平均 180.1人諏訪医療圏平均 180.1人
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病院経営を取り巻く環境④（医師不足）病院経営を取り巻く環境④（医師不足）

何故、医師が不足しているか？

① 臨床研修制度の変更

医師免許取得後の臨床研修について 2年以上の研修を義務化し 研修先となる医師免許取得後の臨床研修について、2年以上の研修を義務化し、研修先となる
医療機関の選択が研修医の意向により選択できるようになったこと。

これにより、主として首都圏にある大病院、有名病院に研修医が集中し、これまで
師派遣機能を担 きた大学 師 が生 る も 大学 師派医師派遣機能を担ってきた大学医局で医師不足が生じるとともに、大学から医師派

遣を受けてきた地方の公立病院でも医師不足が深刻化していること。

② 医療サービスに係る関心の増加

患者意識の変化とともに、医療事故やサービスに係る関心が高まり、その対応が患者意識の変化とともに、医療事故やサ ビスに係る関心が高まり、その対応が
新たな業務となって勤務医にとって過剰負担傾向にあることから、開業医志向が高
まっていること。

③ 女性医師の増加

女性医師が増え 結婚や出産等を契機に家庭に入ることが多くな たことにより女性医師が増え、結婚や出産等を契機に家庭に入ることが多くなったことにより、
医師不足が生じていること。



平成19年12月24日平成19年12月24日
総務省が「公立病院改革ガイドライン」を策定

公立病院ガイドラインは、関係地方公共団体が公立病院
改革に係るプランを策定する際の指針を示し、改革の実施
に関する技術的な助言を行うに関する技術的な助言を行う

関係地方公共団体は 各々の地域と公立病院が置かれた関係地方公共団体は、各々の地域と公立病院が置かれた
実情を踏まえ、ガイドラインを参考に病院の改革に関する
プランを策定し、これを着実に実施することが求められる。プランを策定し、 れを着実に実施する とが求められる。

（既に中期経営計画や施設整備計画等が策定されている（既 中期経営計画や施設整備計画等 策定され る
場合でも、ガイドラインの提示を踏まえ、既存の計画等に
ついて必要な見直しを行うとともに、改革プランを策定する
ことが求められる ）ことが求められる。）



地方公共団体における地方公共団体における
公立病院改革プランの策定

関係地方公共団体は、各々の地域と公立病院が置かれた
実情を踏まえ、ガイドラインを参考に病院の改革に関するプラ実情を踏まえ、ガイドラインを参考に病院の改革に関するプラ
ンを策定し、これを着実に実施することが求められる。

改革プ 策定にあた は改革プランの策定にあたっては、
○果たすべき役割及び一般会計負担の考え方を明記する
○経営の効率化として 経営指標に係る数値目標を設定する○経営の効率化として、経営指標に係る数値目標を設定する

○病院間の機能重複を避け、再編・ネットワーク化について
検討をする検討をする

○地方公営企業法全部適用、地方独立行政法人化、指定管
理者制度など経営形態の見直しを検討する理者制度など経営形態の見直しを検討する

ことが求められたことが求められた。



2 岡谷市の状況2.岡谷市の状況



経営統合後に実施した経営改善の取組み

①患者サ ビ 職員 融和 意識改革等 ②医師 診療体制 確保①患者サービス、職員の融和、意識改革等
・病院事業及び各病院における意思決定、

経営分析機関の設置、整理
・病院間における人事交流の推進

②医師、診療体制の確保
・医師派遣大学への訪問
・医学生を対象の臨床研修説明会への参加
・医師募集ホームページの充実病院間における人事交流の推進

・病院広報紙「オーエン」の創刊
・各部署における勉強会、研修会の実施
・病院運営モニター会議の設置（岡谷病院）
病院ボランティアの設置（岡谷病院）

医師募集ホ ム ジの充実
・医師紹介業者への情報登録
・看護学生病院実習夏季セミナーの開催

（塩嶺病院）
・病院ボランティアの設置（岡谷病院）
・経営改善職員提案の実施
・標榜科目名の変更、整理（20.7）
・クレジットカード決済の導入（20.5）

④病診連携等への取組
・特別初診料の徴収
・地域連携室の設置・診療所への院長訪問

③建物及び医療機器等の整備
・建物及び医療機器の整備の促進

・地域連携室の設置・診療所への院長訪問
・地域医療連携室だよりの創刊
・諏訪地域病々連携実務担当者会議等に

よる情報交換

・オーダリングシステムの導入（20.10岡谷病院）

・検診システムの導入（21.3塩嶺病院）

・新ＣＴシステム導入による病院間等におけ
る情報交換の簡素化

⑤収入確保と経費節減⑤収入確保と経費節減
・診療報酬算定精度向上への取組
・未収金等への対応に向けた嘱託徴収員の配置（岡谷病院）
・亜急性病床の増床（岡谷病院）
・一般病床数の見直し（20.6塩嶺病院 210床⇒199床）
・循環器・呼吸器センターの設置（20.7塩嶺病院）
・糖尿病センターの設置（21.1岡谷病院）
・画像情報のフィルムレス化画像情報のフィルムレス化
・ボイラ燃料転換工事（岡谷病院）
・一括契約、共同購入の実施



岡谷市病院事業の将来像（果たすべき役割)
(茅野市) (諏訪市)(茅野市) (諏訪市)

市内開業医(44診療所) 市内開業医

諏訪中央病院 床

約650床約350床

諏訪中央病院(362床)
(茅野市、原村、諏訪市の組合立)

(下諏訪町) (岡谷市)諏訪赤十字病院(455床)
(地域医療支援病院)

約850床

高度医療 岡谷市病院(491床⇒約300床)
市立岡谷病院…292床
岡谷塩嶺病院 199床

祐愛病院 床

入院診療

岡谷塩嶺病院…199床

【果たすべき役割】
◎高度、特殊医療の推進

・循環器、呼吸器センター

祐愛病院(49床)
諏訪湖畔病院(327床)

諏訪全体の病床数(約2300
入院診療

循環器、呼吸器 ンタ
・糖尿病センター

◎市内診療所等の後方支援
◎地域に不足している診療の実施

◎生活習慣病健康診断、人間ドック等の実施

諏訪全体の病床数(約2300
床)の40%を岡谷市が占めて
いる。

市内開業医(32診療所)
内科(25)  皮膚科(3) 透析(1)
小児科(15) 泌尿器科(2) など

町内開業医(13診療所)

◎生活習慣病健康診断、人間ドック等の実施

小児科(15) 泌尿器科(2) など
外科(7) 耳鼻咽喉科(1)
整形(3) 眼科(3)外来診療



病院の経営状況について①(患者動向)病院の経営状況について①(患者動向)

人(人)



人(人)



病院の経営状況について②(医業収益及び費用)
(千円)

取扱患者の減少

→ 医業収益の減少→ 医業収益の減少

※平成20年度は概算

(千円)

医業費用の増加 →

※平成20年度は概算



病院の経営状況について③(損益、資金の推移)

(千円)
患者減 → 収益減+費用増

→ 収支の悪化→ 収支の悪化

※平成20年度は概算

(千円)

資金状況の悪化 →

※平成20年度は概算



3 岡谷市の病院改革3.岡谷市の病院改革



改革の３つの視点① 経営の効率化

岡谷病院
( 床)

塩嶺病院
( 床)

平成21年度

(292床) (199床)

経常損益
△55,652千円

経常損益
△165,860千円

医療機能は現在の機能を
維持する

職員数…264人 職員数…178人

集約病院

平成22年度
経常損益 △221,512千円 職員数…442人

(250～300床)

経常損益
△126,181千円

職員数…394人

,

集約病院

平成23年度

集約病院
(250～300床)

経常損益
＋9 850千円

給与費削減、施設集約により、
経常収支の黒字化を図る

職員数…383人

＋9,850千円

改革プランにおける経営の効率化(経常収支の黒字化)は、実際に確保が内定している場合を除いて、医師の増
員を見込むことが認められていない。



給与費削減に向けた取り組み給与費削減に向けた取り組み

患者数は減少しているが、職員数は減っていない。患者数と職員数のバラン
スが大きく崩れてきたことが収支悪化につながっている

年 度
区 分

平成18年度
(決算実績) 前年比

平成19年度
(決算実績) 前年比

平成20年度
(決算見込) 前年比

スが大きく崩れてきたことが収支悪化につながっている。

取扱患者数
入院患者数 132,400人 ▲5,249 126,895人 ▲5,505 122,491人 ▲4,404

外来患者数 223,988人 ▲6,031 209,767人 ▲14,221 194,521人 ▲15,246

職員数 458人 ▲5 456人 ▲2 456人 ±０

現在は病院が２つあるため、重複する部門においても人員の確保が必要
施設を集約することで人員等を削減し、患者数と職員数のバランスをとる。

年 度
区 分

平成21年度
(計画1年目) 前年比

平成22年度
(計画2年目) 前年比

平成23年度
(計画3年目) 前年比

入院患者数 120 815人 ▲1 676 95 630人 ▲25 185 95 892人 ▲262
取扱患者数

入院患者数 120,815人 ▲1,676 95,630人 ▲25,185 95,892人 ▲262

外来患者数 200,871人 ＋6,350 202,500人 ＋1,629 204,000人 ＋1,500

職員数 442人 ▲14 394人 ▲48 383人 ▲11



施設集約に向けた動き施設集約に向けた動き

現在の経営状況を踏まえ、新病院建設に先行して施
設集約を行い、経営改善を図る改

重複する部門の人員等を削減し 経費の抑制を図る重複する部門の人員等を削減し、経費の抑制を図る

◎施設集約の時期…平成２２年４月を目途

◎集約の方法………平成２１年度第１四半期中に方針を決定



岡谷市から病院事業への経費負担の考え方岡谷市から病院事業への経費負担の考え方

一般会計から病院事業への経費負担については、総務省自治財政局
長通知の繰出し基準 改革プラン実施に伴う繰出し基準及び地方交付長通知の繰出し基準、改革プラン実施に伴う繰出し基準及び地方交付
税算入額を基本とし、開設者と協議に基づく額とする。

① 病院の建設改良に要する経費のうち起債（借入）分を除く1/2
② 病院事業会計で負担する起債元利償還金の2/3（14年度以前分）

な 年度 降ないし1/2（15年度以降分）相当額

③ 救急に要する経費（特別交付税措置分相当額）

④ 小児医療に要する経費（特別交付税措置分相当額）④ 小児医療に要する経費（特別交付税措置分相当額）

⑤ 共済追加費用に係る経費（特別交付税措置分相当額）

⑥ 高度かつ特殊な医療（4疾病5事業）に係る損益赤字額（病床数に⑥ 高度かつ特殊な医療（4疾病5事業）に係る損益赤字額（病床数に

係る普通交付税措置額を上限とする）

循環器 呼吸器センタ の運営経費・循環器･呼吸器センターの運営経費

・糖尿病センターの運営経費

⑦ 今後の病院再編に伴い 一時的に負担超過となる経費⑦ 今後の病院再編に伴い、 時的に負担超過となる経費



数値目標

平成20年度
（見込み）

平成21年度
（計画初年度）

平成22年度
（計画2年度）

平成23年度
（最終年度）

○ 財務に係る数値目標

（見込み） （計画初年度） （計画2年度） （最終年度）

経常収支比率 95.30% 97.30% 98.20% 100.10%

給与費比率 62.90% 60.20% 59.40% 57.30%

病床利用率 65 50% 67 40% 89 10% 89 10%病床利用率 65.50% 67.40% 89.10% 89.10%

○ 医療機能に係る数値目標

平成20年度
（見込み）

平成21年度
（計画初年度）

平成22年度
（計画2年度）

平成23年度
（最終年度）

○ 医療機能 係る数値目標

年延入院患者数 122,491人 120,815人 95,630人 95,892人

年延外来患者数 194,521人 200,871人 202,500人 204,000人

入院診療単価 33,852円 36,045円 36,351円 36,351円

外来診療単価 11,427円 12,094円 12,094円 12,094円



改革 視点② 編改革の３つの視点② (再編・ネットワーク化)

【再編・ネットワーク化】

平成21年度に長野県が策定する「再編・ネットワーク化に係る計画」の
内容を踏まえ、今後検討する。



病院を新設し、新病
院に集約し、地方独
立行政法人として運立行政法人として運
営

既存の病院に集約既存の病院に集約
し、地方独立行政法
人として運営

指定管理者制度に
より、医師の派遣を
受けて運営



改革の３つの視点③ （経営形態の見直し）改革の３つの視点③ （経営形態の見直し）

【経営形態の見直し】

現在の「地方公営企業法の全部適用」のほか 「指定管理者制度」 「地現在の「地方公営企業法の全部適用」のほか、「指定管理者制度」、「地
方独立行政法人（非公務員型）」など、認められる経営形態の中で、今後、
他の自治体病院の動向を踏まえながら、慎重に検討を進める。他 治体病院 動 を踏 、慎 検討を 。



「指定管理者制度「指定管理者制度」
それまで地方公共団体や外郭団体に限定していた公共施設の管理・運営を、株式

会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の
団体に代行させることができる制度。

長野県内では既に長野市民病院がこの方式を取り入れています。

「地方独立行政法人（非公務員型）」
地方独立行政法人法に規定される「住民の生活、地域社会等の公共上の見地から

その地域において必要な事業で、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する
必要はないが 民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがある必要はないが、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがある
と地方公共団体が認めたものを、効率的かつ効果的に行わせることを目的として、こ
の法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人」。 制度上、設置する地
方公共団体から独立した法人格を有することから 地方公共団体の全部適用と比べ方公共団体から独立した法人格を有することから、地方公共団体の全部適用と比べ
て経営者の権限が強化される。

地方公共団体が設立する法人ではあるが、地方独立行政法人における、役員及び
職員の立場は公務員とはならない。

全国的にも導入された事例は少なく、導入に際しては検討が必要。



新病院建設の実現に向けて

岡谷市、岡谷市病院事業では、平成25年度の新病院建設（市民病院の存続）を目指し

て、改革プランに掲げた「経常収支の黒字化」を確実に実現するため、随時、プランの点

平成21年度

検・評価並びに必要な見直しを実施していく。

岡谷病院 塩嶺病院

平成22年度

平成23年度

集約病院

平成23年度

新病院構想の検討等

集約病院

・施設集約方針の決定(～6月)
平成25年度を目途

施設集約方針の決定( 6月)
・設計、工事の実施(～3月)

・集約体制の定着、強化
経営改善の実施・経営改善の実施

・経常収支の黒字化 岡谷市新病院

経営基盤強化を積極的に進める



4 新病院構想(案)の検討4.新病院構想(案)の検討



岡谷市病院事業 新病院構想（案）

１．理 念
「人々に愛され、信頼される病院を目指します。」

２．基本方針

(1) 地域医療の展開

(2) 特化した医療の実施(2) 特化した医療の実施

(3) 保健医療活動の展開

３．具体的な基本方針の施策具体的な基本方針 施策

(1) 地域医療の展開

① 救急医療（二次救急）の実施

② 一般医療の実施

③ 地域連携の強化

(2) 特化した医療の実施

① 循環器・呼吸器センターの設置①

② 糖尿病センターの設置

(3) 保健医療活動の展開

① 検診センターの設置① 検 設置

４．建設予定地
文化センター跡地

(現市立岡谷病院敷地は駐車場等として利用)(現市立岡谷病院敷地は駐車場等として利用)



５．診療科

下記に掲げる診療科は 現時点における両病院の標榜科目を掲げたものであるが 今後の医療下記に掲げる診療科は、現時点における両病院の標榜科目を掲げたものであるが、今後の医療
制度の動向、医師確保の状況及び病々連携等を考慮する中で決定してまいりたい。

内科 心療内科 精神科 神経内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 糖尿病内科 腎臓内科、心療内科、精神科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、糖尿病内科、腎臓

内科、内分泌・代謝内科、肝臓内科、感染症内科、人工透析内科、疼痛緩和内科、アレルギー科、

リウマチ科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺・内分泌外科、

肝臓・胆のう・膵臓外科、心臓血管外科、胸部外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻い

んこう科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、病理診断科

（内 訳）
① 循環器・呼吸器センター関係診療科（４科）

呼吸器内科、循環器内科、呼吸器外科、心臓血管外科

② 糖尿病センター関係診療科（２科）

糖尿病内科、内分泌・代謝内科

③ 救急医療関係診療科（６科）③ 救急医療関係診療科（６科）

内科、神経内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科

④ 一般医療関係診療科（２０科）

心療内科 精神科 消化器内科 腎臓内科 肝臓内科 感染症内科 疼痛緩和内科心療内科、精神科、消化器内科、腎臓内科、肝臓内科、感染症内科、疼痛緩和内科、

人工透析内科、アレルギー科、リウマチ科、消化器外科、乳腺・内分泌外科、肝臓・胆のう・

膵臓外科、胸部外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、

リハビリテーション科リ ビリテ ション科

⑤ 共通部門（３科）

麻酔科、放射線科、病理診断科



６．病床規模

一般病床 ２５０床 程度

７．外来

① 一般、専門外来

② 人工透析② 人工透析

８．諸元における各検討項目

① 緩和ケア病床の検討① 緩和ケア病床の検討


