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経営健全化に向けた取り組み
～安来市立病院改革プランを実施して～

発 表 者 山崎 慎也 （島根県：安来市立病院 事務部 総務課）

共同研究者 藤原 渉、遠藤 聖子、村上 和也
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病院職員が協力しあい、何とか改革プランにのっ

とった経営ができ、総務省の公立病院実務研究

会、事例集掲載病院に載り、雑誌にも取り上げ

られました。しかし、今年度の状況を検査の部

分で見ると、件数で対前年度比７．８％減となって

います。これは前年度が非常に良かったことも

ありますが、これ以上減少させない為に検査技

師としての専門性を活かしつつ、他部門と連携

を強化し、患者サービスの向上を第一に考え、

経営効率化に貢献したいと考えています。

以上で私の発表を終わります、ご清聴いただ

き有難うございました。
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当院は平成１４年度の診療報酬マイナス改定以降

赤字となり、１９年度には内部留保資金の枯渇が

危惧される状況となりました。そのような中、

２０年に安来市立病院改革プランが策定され、経

営健全化に向けた取り組みを行っています。改

革プランに係る取り組み状況について現状を報

告します。
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安来市は、平成１６年に１市２町が新設合併し誕

生しました。人口は４万１千人で、人口減少、

少子高齢化が進んでいます。また、人口２０万人

の松江市、１５万人の鳥取県米子市に隣接してい

ます。当院は、市の中心部から約１０km離れた

広瀬地域にあります。
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当院は、昭和３０年に設立され、平成１６年の合併

により、名称が町立広瀬病院から安来市立病院

に変わりました。診療科数１４、病床数は１９９床で、

一般と療養のケアミックス病院です。また、安

来市で唯一の救急告示病院として二次救急を

担っています。
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当院から２０km圏内には、三次救急を担う約６５０

床の松江赤十字病院、約７００床の鳥取大学病院が

あり、二次救急では、当院を含め８病院があり

ます。
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２０年度の改革プラン策定にあたり、事務局は市

役所健康福祉部いきいき健康課に置かれまし

た。当院では、プロジェクトチームにより検討

を進めました。
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当院では、１８年に第１次経営健全化計画と推進

プランを策定し、約１４０項目の目標設定を行い、

毎年度、実績の検証等を行っています。２０年に

は第２次計画となりました。
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改革プランにおける当院の役割として「二次救

急を主体とした急性期医療の提供」、「人材育成

と確保」など、５項目が設定されました。
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一般会計繰出基準は、救急医療、医師・看護師

確保、院内保育施設整備等、１６項目が設定され

ました。２４年度の繰出金は５億５千万円となり

ました。
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改革プランの主な目標値と実績について、２２年

度以降、経常収支比率１００％以上を目指していま

すが、達成できていません。一般病床の利用率

は、１９年度が９３．５％と非常に高い比率でしたが、

その後は低下しています。診療単価の向上や、

救急搬送の受け入れ、給与カットによる給与費

削減等を行っていますが、常勤医師の退職等に

より、医業収益が減少し、経営指標が悪化しま

した。
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収支状況について、２３年度決算では、純損失が

８００万円でしたが、２４年度では５，０００万円となり、

赤字が膨らむ結果となりました。
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救急医療の提供は、安来市における当院の特色

の一つです。２４年度は、安来市消防本部の年間

搬送数の５６％にあたる８６７人を受け入れました。

また毎週木曜日は、週に１回の短時間ではあり

ますが、大学医により、小児科夜間救急対応を

実施しています。
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人材の確保・育成の観点では、看護師奨学金制

―８８６―



度、資格取得支援等を行っています。認定看護

師は現在３人が活動しています。また、市内で

唯一の救急救命士養成実習病院でもあり、実習

を受け入れています。
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島根県保健医療計画では、５疾病５事業のうち、

がんや救急医療等、３疾病と３事業に対応して

います。
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収益の確保に繋がった主な取り組みとして、２４

年度において、DPCは約３，７００万円、亜急性期

病床は１，６００万円の効果がありました。また医業

経営コンサルタントの支援により、DPC係数の

向上や施設基準の取得、病床再編の提案等を受

けました。
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療養病床について、国の方針を受け、医療型へ

シフトしてきましたが、収益は何とか維持して

いる状況です。また、各種健診や人間ドックに

ついて、専任医師の配置、時間帯や料金設定等、

健診が受けやすい環境づくりに力を入れていま

す。
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また、毎年実施している患者満足度調査では、

待ち時間に関する不満があります。その対策の

ひとつとして、外来待合に「げんきスタジオ」

を設置し、患者さんに健康情報番組等を見てい

ただけるようにしています。
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公立甲賀病院歯科口腔外科における化学療法中の口腔管理

発 表 者 玉井 文子 （滋賀県：公立甲賀病院 歯科口腔外科）

共同研究者 竹内 則子、小嶋 悠子、玉木 裕子、真岡 昌代、松井 竜一、村田 真里、
窪田 亮介、田中 克弥、角熊 雅彦
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今年度は改革プランの最終年度であり、２４年の

決算が厳しい結果になったこともあり、最終評

価も厳しい結果になると予想しています。しか

し安来市で唯一の自治体病院として、また国保

直診施設としての役割や使命を果たしていく必

要があります。そのためには、患者数を確保し、

収益を確保して経営の健全化を図ることが重要

であると考えています。

また、当院の本館は建設から４３年が経過してお

り、病院の立て替えも視野に入れ、今後の病院

のあり方を検討する準備を進めています。２０２５

年の医療・介護制度改革を見据え、病床再編や

在宅医療の検討、地域の医療機関との連携強化、

高度医療機関の後方支援機能の検討等、今後の

医療情勢に対応していかなければなりません。

地域住民の医療ニーズを把握し、地域に必要と

される病院となるよう、職員全員で取り組みを

行っていくことが重要であると考えています。
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近年、日本人の２人に１人が癌に罹患し３人

に１人は癌で死亡するといわれています。

超高齢化社会を迎え訪問診療や在宅看取りが

推奨されるようになり、在宅における肺炎予防

などの健康維持効果に対して歯科の介入が必要

なケースも増加する傾向にあります。

癌の治療においても他職種によるチーム医療

が求められ、歯科による口腔機能管理も必要と

されています。
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