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診療費未収金問題と平戸市民病院の取り組み

発 表 者 松本 裕哉 （長崎県：国民健康保険平戸市民病院 総務班）

共同研究者 押淵 徹、増田 賢志

近年、全国の病院窓口で患者一部負担金の未

払いが増加し、それによる未収金が病院の経営

を圧迫しており、病院経営上大きな問題となっ

ています。当病院においても、同様に例年未収

金が発生しており、様々な対策を行ってきまし

た。この未収金対策について報告します。
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平戸市民病院は、長崎県の北西部、平戸島の

ほぼ中央に位置し、診療科目としては、内科、

外科をはじめ、計７診療科目、総病床数１１０床を

有する病院です。
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経営状況ですが、表のとおり平成２０年度は、

約４，２００万円の純損失を計上していますが、平成

２１年度からは毎年純利益を計上しています。近

年は医業収益の伸びも見られ、収支改善が見ら

れます。平成２４年度も５，８００万円程度の純利益を

計上しています。
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昨年度の財政状態は表のとおりで未収金は約

２億円で総資産に占める割合は７．３％になりま

す。内訳としては２月、３月分の診療報酬が主

なもので、保険者負担分として、約１億７，０００万

円です。そして、患者の一部負担金の未収金は、

患者負担分の現年度、過年度分を合わせた約

１，７００万円です。
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この患者負担分の未収金が発生する主な要因

は一般的に、�所持金不足、�夜間・休日の急
な受診や退院の際に窓口が開いていないこと、

�本人の支払いの意思がないことの大きく３点
が考えられます。

更に、医療固有の側面として、医師法第１９条

の応召義務が未収金発生の根本にあると考えら
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れます。

仮に支払う意思のない悪質な患者であって

も、病院は診療を行わなければならない、ある

種、病院の弱みが存在します。
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未収金の対策としては、�診療額のお知らせ
�督促�臨戸訪問�催告�支払督促等を行って
きました。
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また、当市の未収金対策の特徴として、平成

２２年度から税務徴収部門が中心の「債権管理対

策会議」が定期的に開催されています。

この会議は、債権を持つ部署が集まり、収納

状況の報告や法的手続きの決定など公債権・私

債権の垣根を越え、情報の共有を行い、市とし

て一体となった未収金対策を行うことで大きな

成果を上げています。

更に平成２４年度は、新規の対策として４点ほ

ど取り組みました。

１点目に業務フローを見直し、所定の様式で

の請求書送付と、本人、保証人催告書送付を毎

月発送するようにしました。これにより、診療

費の発生から、収納までの一連の流れの確立が

できました。
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２点目に請求、督促、催告の際に、郵便振替

用紙の同封の徹底を行いました。患者サービス

向上の観点からも遠方の方、開院時間に来院で

きない方が近くの郵便局 ATMで支払い可能な

この制度の活用促進を行いました。なお、昨年

度から事前に患者氏名、住所、未納額等を入力

し、患者が扱いやすい工夫をしました。結果と

して、取扱件数は２３年度の１０７件から２４年度２９１

件と２．７倍に増加し、未収金回収に確実に効果が

出ています。
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３点目は事務部局での未収金対策会議の定例

化です。滞納者の居住地区により各自担当を分

けていますが、全員が各担当者受持ちの債権情

報を共有し、今後の対策、方向性を決定する場

を確保しました。

４点目に法的手段となる（支払督促、少額訴

訟）の選択を判断し、裁判所を通して行う支払

督促を実施しました。

平成２３年度までは、債権管理対策会議を主導

する税務部門に依頼していましたが、手法を学

び病院単独で訴訟提起しました。

昨年度は、支払督促対象が少なく２件でした

が、２件とも債務者から異議が出され通常訴訟

へと移行しました。結果的に債務者と和解をし、

分割での納付がなされています。

今年度は、保証人、相続人への支払督促や訴

訟も数件検討しています。
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従来の対策に新規対策が加わり、結果として、

例年以上の未収回収に繋がりました。

平成２４年度末現在の過年度分未収金の収納率

は、平成２３年度の５０．５９％から６９．４８％に上がり、

過年度未収金額も約７５０万となっています。

�È�'È�Í¬É�\�

�Í¬��q§���ª«

ÝÜaTf ¬�a�f

��245:� 383 17,749,673
�c30�de 77 8,111,472

�5:�Í¬���

順調に未収金は減りつつありますが、今後検

討すべき課題もあります。

１つに市外・県外の未収金への対応です。昨

年度、郵便振替や福岡地方への臨戸訪問で件数

は減ったものの、福岡県に４件、大阪府に２件、

神奈川県に１件が残っています。遠方でもあり、

度々訪れることができず、最終手段である支払

督促等の法的手続きは、訴訟になった場合、相

手方住所地での口頭弁論にもなる可能性があ

り、費用の面でも安易に実施できずに今後の対

応を検討中です。

２つ目に未収金の発生防止策の検討です。今

までは、未収金の回収に重きを置いていたとこ

ろもありますので、今後は、収納方法の拡大な

ど未収金発生を防止する環境づくりに重点をシ

フトしていく必要があります。

最後になりますが、病院の診療費の時効は３

年となっています。何の対策もしない場合、病

院の損失へと繋がります。未収金回収への近道

は、職員も患者も互いに未収金への意識が薄れ

ないうちに早めにアクションを起こすことだと

感じました。

また、この未収金問題は、病院従事者全員が

認識することで更に減らすことができると考え

ています。今後は、このような問題があること

も全員が意識して、職員一丸となって未収金ゼ

ロを目指して更に対策に取り組んでいきます。
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