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１ はじめに 

 周防大島町公営企業局（以下「公営企業局」という。）の周防大島町立東和病院（以下

「東和病院」という。）、周防大島町立橘病院（以下「橘病院」という。）、周防大島町立

大島病院（以下「大島病院」という。）の３病院を取り巻く環境は、国の医療費抑制政策

に伴う診療報酬のマイナス改定や医師不足の影響に加え、地方交付税の大幅削減等によ

り大変厳しい状況にある。 

 中でも、平成１６年度から始まった医師臨床研修制度の影響は多大であり、平成１５

年４月と平成２１年１月の各病院の常勤医師数を比較すると東和病院は内科医４名、外

科医２名、整形外科医２名の８名から内科医５名、外科医１名、整形外科医１名の７名

と現状では１名の減であるが、内科医が３月末、１名退職予定で補充の目処がたたない

ため６名となり当直も及ばない状況となる。橘病院は内科医２名、眼科医１名、皮膚科

医１名の４名から内科医２名、眼科医１名の３名に減少している。大島病院については

内科医２名、外科医２名、産婦人科医１名の５名が内科医３名、外科医２名、皮膚科医

１名の６名で１名増員しているが、周防大島町で唯一の産婦人科医が退職後補充できず

診療を休止している。 

 黒字経営が続いていたが、医師不足による診療体制の縮小と、診療報酬改定のマイナ

ス改定が影響し、平成１８年度は６，３００万円、平成１９年度は５，９００万円の赤

字となり、今年度も同様に赤字見込みである。 

このような状況を踏まえ、病院を継続させるためには医療を中心とした保健・福祉を

一体化し包括的な体制を整えることと、更なる経費節減等に努めることが必要でありそ

のために今後は抜本的に改革を行いこの難局を乗り越えて行かなければならない。 



 

２ 公立病院として今後果たすべき役割 

  現在、周防大島町の人口は２０，５００人であり高齢化比率は４６．４％となって

いる。人口推移は１０年間で約１５％、ここ３年間でも７％あまり人口が減っている

過疎地域である。 

  年齢別患者数                      （平成２０年１０月） 

東和病院 橘病院 大島病院 計 
年齢 

入院 外来 入院 外来 入院 外来 入院 外来 

0～ 9 0 2 0 14 0 11 0 27

10～19 0 13 0 30 0 12 0 55

20～29 0 21 0 16 0 24 0 61

30～39 0 55 0 27 0 15 0 97

40～49 31 85 0 40 0 50 31 175

50～59 0 278 0 106 0 159 0 543

60～69 215 649 36 305 79 308 330 1,262

70～79 576 1,498 145 1,003 295 917 1,016 3,418

80～89 1,332 1,266 569 733 713 983 2,614 2,982

90～ 640 199 238 103 613 209 1,491 511

計 2,794 4,066 988 2,377 1,700 2,688 5,482 9,131

  上記のように、患者の高齢者比率が非常に高く、大島郡外患者の比率についても、東

和病院は入院５．６％、外来４．１％、橘病院は入院０．２％、外来２．３％、大島

病院も入院４．１％、外来５．１％しか大島郡外患者がおらずほとんど周防大島町の

患者が多数を占めている現状である。 

従前より周防大島町は東西に長く１病院に統合が難しい条件であり、特殊な診療科

については基幹病院に常勤医師を置いたうえで、他の病院へは応援診療を行い、たと

えば整形外科は東和病院、眼科は橘病院、皮膚科は大島病院というように、それぞれ

診療科に独自性を保たせ３病院での総合病院化を目指してきた。また公共交通機関が

不便のため患者様の利便性を図る上で現在島内に無料の患者送迎車を運行している。 

このような状況下では、今後も高齢化率の高い当地において急性期並びに慢性期を

軸とした診療体制を確保の上、３病院を継続していく考えである。 



３ 一般会計における経費負担の考え方 

区分 繰出基準（総務省通知） 繰出基準

企業債償還利息

企業債償還元金

建設改良費

患者輸送車
経営に伴う収入をもって充てることができないと認
められるに相当する額

同左

リハビリテーション医療
リハビリテーション医療の実施に要する経費のう
ち、経営に伴う収入をもって充てることができないと
認められるに相当する額

同左

看護師養成所
附属看護師養成所において看護師を養成するため
に必要な経費のうち、経営に伴う収入をもって充て
ることができないと認められるに相当する額

同左

救急医療
救急病院等を定める省令の規定により告示された
救急病院における医師等の待機及び空床の確保
等救急医療の確保に必要な経費に相当する額

入院料（救急告示病床×入院料）+宿日
直料

附属診療所
附属診療所の運営に要する経費のうち、経営に伴
う収入をもって充てることができないと認められるに
相当する額

同左

高度医療
高度な医療の実施に要する経費のうち、これに伴う
収入をもって充てることができないと認められるもの
に相当する額

平成１４年度以前は１０００万円、平成１
５年度以降は5000万円以上の医療機器
に対する維持費

保健衛生行政
集団検診、医療相談等に要する経費のうち、これに
伴う収入をもって充てることができないと認められる
ものに相当する額

がん検診事業、健康管理センター（室）
事業分に対するもの

不採算地区
不採算地区病院の運営に要する経費のうち、経営
に伴う収入をもって充てることができないと認められ
るに相当する額

同左

研究研修費 医師及び看護師等の研究研修に要する経費の1/2 同左

研究研修費（経営研修） 病院事業の経営研修に要する経費の1/2 同左

共済追加費用

当該年度の４月１日現在の職員数が地方公務員等
共済組合法の長期給付等に関する施行法の施行
の日における職員数に比して著しく増加している病
院事業会計に係る共済追加費用の負担額の一部

（現在の職員数-Ｓ３７年度職員数（１１０
人））*交付税措置単価

病院事業会計に直接入らない補助金等
　　国民健康保険調整交付金
　　病院新築に伴う合併特例債分

※基準内分については、交付税措置額を上限とする

病院の建設改良費及び企業債元利償還金のうち、
その経営に伴う収入をもって充てることが出来ない
と認められるものに相当する額（建設改良費　1/2、
企業債元利償還金　1/2（平成１４年度以前分は
2/3））

５　救急医療の確保に要する経費

４　公立病院附属看護師養成所の運営に要する経費

３　リハビリテーション医療に要する経費

２　へき地医療の確保に要する経費

基
準
外

１　病院の建設改良に要する経費

建設改良費

９　不採算地区病院の運営に要する経費

繰出項目

同左

基
準
内

１２　病院事業会計に係る共済追加費用の負担に要する経費

１１　病院事業の経営研修に要する経費

１０　医師及び看護師等の研究研修に要する経費

８　保健衛生行政事務に要する経費

７　高度医療に要する経費

６　公立病院附属診療所の運営に要する経費

１　病院の建設改良に要する経費

 



４ 経営効率化にかかる計画 

 （１）目標数値設定の考え方 

  東和病院 

      入院について、看護師確保に伴う入院患者数増加による増収及び平均在院日数の

短縮化による医学管理料の増収、又、ＣＴ、ＭＲＩ等の撮影を月平均３人増並びに

検査入院及び救急患者の増を図り下記の目標値とする。 

   入院収益単価の増加（月額単価増加目標） 

    入院患者数増加及び在院日数短縮に伴う医学管理料等   2,000,000 円           

    ＭＲＩ      18,670 円×3 人                       56,010 円 

ＣＴ       12,850 円×3 人            38,550 円 

    各種検査の施行アップ分                100,000 円 

救急患者増による単価アップ              100,000 円 

        計                     2,294,560 円 

      外来については、入院と同じくＸ線等の増加、救急患者の受け入れ増を図り外

来管理加算と特定疾患指導料の算定件数を増加する及び人工透析患者の受け入れ

増を図る。 

外来収益単価の増加（月額単価増加目標） 

    外来管理加算算定  570 円×3 人×20 日          34,200 円 

        特定疾患指導料   870 円×3 人×20 日         52,200 円 

    ＭＲＩ       18,670 円×3 人                     56,010 円 

ＣＴ        12,850 円×3 人           38,550 円 

人工透析患者増(1 名分)                       324,000 円 

各種検査の施行アップ分                  50,000 円 

救急患者受け入れ増による単価アップ           50,000 円 

    計                       604,960 円 

  橘病院 

   入院収益単価の増加（月額単価増加目標） 

    在院日数短縮に伴う医学管理料等及び病床利用率のアップ 500,000 円 

    ＣＴ及びその他の単純撮影                30,000 円 

    各種検査の施行アップ分                 70,000 円 

        計                      600,000 円 

   外来収益単価の増加（月額単価増加目標） 

    外来管理加算算定  520 円×5 人×20 日          52,000 円 

        特定疾患指導料  1,470 円×3 人×20 日         88,200 円 

    ＣＴ及びその他の単純撮影                30,000 円 



各種検査の施行アップ分                 50,000 円 

    計                      220,200 円 

大島病院 

大島病院 

 基準看護：新病院移転後、病床区分を変更し平成２２年度半ばに一般３９床を急

性期病床と位置付けし、１５：１から１３：１に変更、年間１，７００万円の

増収を目指す。 

（２）事業規模・形態の見直し 

    東和病院の伊保田・和田出張診療所については、毎日患者送迎車を運行してお

り、徒歩で歩いてこられる患者様が多数を占めているので、住民の理解を得つつ

廃止の検討をする。 

    訪問看護ステーションについても、２箇所あるのを１箇所に集約し人員の確保

と２４時間サービスの充実を図る。 

 （３）経費節減・抑制対策 

    常に、業務の見直しを図り、必要最低限の人員で効率的な勤務形態や内容の見

直しを検討する。 

    医薬品については、ジェネリック医薬品（後発医薬品）の採用拡大を図り平成

２３年度に３０％の使用を目指す。 

    経費については、消耗品費、光熱水費の徹底した節減。（ガス、ガソリン、重油

については入札を実施済み） 

 （４）収入増加・確保対策 

  現在行っている、健診活動や国保人間ドック等を積極的にＰＲし、町外への患

者の流失を防ぐ。 

    診療報酬改定時は、事務のみでなく医師・看護師等の医療スタッフにも情報提

供や研修会を行い請求点数の増と返戻の防止を図る。 

５ 再編・ネットワーク化計画の概要及び当該病院における対応計画の概要 

 再編・ネットワーク化計画の概要及び当院における対応計画の概要 

  当地域において、公営企業局の３病院は必要不可欠な病院であり、具体的な統合や

再編のプランを作成し公表することは住民にとって生活に直接係わるため、影響が多

大である。 

  また、現状では出来うる限り３病院を存続していく考えのため、具体的な計画及び

協議並びにスケジュールは考えていない。 

  ただ、東和病院の２出張診療所については、両地区には無料の患者輸送車を運行し

ており、徒歩で来院できる患者様が多くを占めているため廃止を考えている。 

  現在、訪問看護ステーションも２箇所で運営しているが、２４時間対応サービスを



行うため１箇所に集約し職員確保とサービスの充実に努める。 

 

６ 経営形態見直しに係る計画 

 経営形態見直し計画の概要 

  周防大島町は、平成１６年１０月に大島郡４町（東和・橘・久賀・大島）が町村合

併し誕生した。合併協議会の病院検討会議では新町移行に伴い、大島郡国民健康保険

診療施設組合をどのような経営で行うか協議した。地方公営企業法の全部適用や地方

独立行政法人の導入メリット、デメリットを比較し、その結果公立病院として採算性

と公共性を同時に確保するための有効な経営形態を生かすために地方公営企業法の財

務適用から全部適用へ移行することが最適という結論のうえ、現在に至っている。 

  そのため、現時点では経営形態の見直しは考えていない。   


