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Ⅰ 外部監査の概要  

 

1 外部監査の種類 

 

地方自治法第252条の37第1項に基づく包括外部監査 

 

2 選定した特定の事件（テーマ） 

 

病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について 

 

3 事件を選定した理由 

 

岡崎市（以下「市」という。）は、「第 6 次岡崎市総合計画 後期基本

計画（平成 27 年～32 年度）」において、医師・看護師の偏在化に伴う諸

問題、特に救急医療体制に歪みが生じていることを認識しており、基本

政策の 1 つである「健やかに安心して暮らせるまちづくり（保健・医療・

福祉の充実）」として、「西三河南部医療圏において住民にとって身近で

利用しやすい地域医療体制を再構築」することを明らかにしている。地

域医療の充実の施策として「地域医療体制の充実」「救急医療の充実」

「市民病院の安定運営」の 3 つを掲げている。 

平成 27 年 3 月に総務省が公表した「新公立病院改革ガイドライン」

を受けて、市は平成 28 年 3 月に「岡崎市民病院改革プラン（平成 28～

32 年度版）」（以下「平成 28 年改革プラン」という。）を策定し、医療の

高度化、人材確保・育成及び労働環境の改善、健全経営の維持に取り組

んでいる。また、平成 28 年 10 月に示された愛知県地域医療構想を受け

て、市においても平成 29 年 2 月に改革プラン（以下「平成 29 年改革プ

ラン」という。）に新たな視点である「地域医療構想を踏まえた役割の明

確化」を追加し、平成 31 年 2 月には同年 4 月からの愛知県がんセンタ

ー愛知病院の市への経営移管に基づき策定した「岡崎市病院事業将来ビ

ジョン」（以下「将来ビジョン」という。）の考えを反映しており、これ

を踏まえて対応していくことが必要になっている。「岡崎市行財政改革

推進計画 兼 平成 29 年度実績報告書」によれば、平成 29 年改革プラン

への対応は概ね計画どおりであるものの、新入院患者数は前年度に比し

て減少しており、より一層の取り組みが必要になると思われる。 

さらに、病院事業会計の平成 30 年度当初予算規模は約 241 億円と多

額で、また近年の決算では、平成 26 年度から平成 29 年度まで毎期経常
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損失である。平成 31 年 2 月に改訂した改革プラン（以下「現改革プラ

ン」という。）の収支計画においても計画最終年度である令和 2 年度ま

で経常損失が続く厳しい見通しとなっている。 

このように病院事業は市にとって重要性の高い施策であり、当該事業

を対象として監査を実施することは大きな意義があると判断し、「病院

事業の財務事務の執行及び経営に係る事業の管理」をテーマとして選定

した。 

 

4 外部監査の対象部署 

 

岡崎市民病院 

 

5 外部監査の対象期間 

 

平成 30年度（自：平成 30年 4月 1日 至：平成 31年 3月 31日） 

ただし、必要があると判断した場合には、平成 29 年度以前に遡り、また、

一部令和元年度についても対象とした。 

 

6 外部監査の実施期間 

  

自 令和元年5月30日  至 令和2年2月6日 

 

7 外部監査の方法 

 

(1) 監査の主な要点 

 

① 医療の高度化、人材確保・育成及び労働環境の改善、健全経営の維持

の取り組みを、平成29年改革プラン等に従って実施しているか（合規性、

経済性、効率性、有効性）。 

 

② 地域医療構想を踏まえた役割の明確化、将来ビジョンの考えを踏ま

えて、必要な対応を実施しているか（経済性、効率性、有効性）。 

 

③ 病院事業の財務事務が有効かつ効率的に実施されているか（合規性、

経済性、効率性、有効性）。 
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(2) 主な監査手続 

 

① 関連書類一式を閲覧し、合規性の検証のための関連規則等との照合

を実施した。 

 

② 経済性・効率性等の検証のために、どのような事務処理や業務改善等

がなされているかについて、担当部署に対して質問及び関連書類の調

査・分析等を行った。 

 

③ 必要と考えた業務等の現地視察を行った。 

 

8 外部監査人補助者 

 

楠 元   宏（公認会計士） 

小 林 宏 洋（公認会計士） 

相 宮 秀 紀（公認会計士） 

小 笠 原 育 生（公認会計士） 

長 野 友 憲（公認会計士） 

桝 岡 芙 美（公認会計士） 

田 中 麻 友 美（日本公認会計士協会準会員） 

服 部 恭 昌（日本公認会計士協会準会員） 

山 田 麻 登（弁 護 士） 

 

9 指摘・意見の件数 

 

45件（内訳：指摘 14件、意見 31件） 

 

 

 

【本報告書の記載内容に関する留意事項】 

〇報告書中の表の数値は、端数未満の金額は切り捨て、比率は四捨五入している。したがっ
て端数処理の関係上、合計とその内訳が一致しない場合がある。 

〇外部監査を通じて発見した、指摘すべき事項、意見を付すべき事項について、それぞれ、
（指 摘）、（意 見）として記述した。それぞれの内容は以下のとおりである。 

（指 摘）「法令や規則等に違反している事項、著しく不当な事項等」 

（意 見）「規則違反ではないが、自治体運営の有効性・効率性・経済性を踏まえた 

結果、改善することが望ましい事項」 
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Ⅱ 岡崎市病院事業の概要 

 

1 設置根拠及び理念・基本方針 

 

(1) 設置根拠 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第2条第2項の病院事業に係る企

業を岡崎市が設置したものである。 

なお、平成31年4月1日に愛知県がんセンター愛知病院が岡崎市へ経営移

管され、岡崎市民病院と2病院体制となっている。 

 

(2) 理念・基本方針 

 

岡崎市民病院は、「私たちは、地域住民に信頼され期待される病院である

よう常に努力します。」との理念の下、次の5つの基本方針を掲げている。 

 

• 人間愛を基本とした患者中心の医療を行います。 

• 公正で安全な医療を提供し、医療の質の向上に努めます。 

• 地域の急性期中核病院として高度医療、救急医療を推進します。 

• 地域の医療、保健、福祉施設や行政機関と連携して効率的医療を行いま

す。 

• 医療従事者の教育、研修に努めます。 
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2 事業概要 

 

(1) 組織 

 

平成 30年 4月 1日現在の岡崎市民病院の組織は次のとおりである。 

 

出典：平成 29年度年報 p.258を監査人が加工 

（注 1）医療技術局の下に、リハビリテーション室、放射線室、放射線治療室、臨床検査
室、臨床工学室、超音波検査室、診療技術室及び栄養管理室がある。 

（注 2）医局の下に、内科、血液内科、内分泌・糖尿病内科、腎臓内科、脳神経内科、呼吸
器内科、消化器内科、循環器内科、腫瘍内科、心療精神科、小児科、脳神経小児科、
新生児小児科、外科、消化器外科、内視鏡外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、
呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、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、歯科口腔外科、麻酔科、救急科、
臨床検査科、病理診断科及び救命救急センターがある。 

看

護

専

門

学

校

額

田

北

部

診

療

所

額

田

宮

崎

診

療

所

地

域

医

療

連

携

室

こ

ど

も

発

達

医

療

セ

ン

タ

ー

薬

局

看

護

局

事

務

局

地

域

連

携

係

　

医

療

福

祉

相

談

係

情

報

管

理

係

　

医

療

シ

ス

テ

ム

係

感

染

対

策

室

医

療

安

全

管

理

室

医

療

情

報

室

総

合

研

修

セ

ン

タ

ー

医

療

技

術

局

(

注

1

)
院

長

医

療

事

務

係

　

電

算

管

理

係

経

営

管

理

係

　

用

度

係

総

務

課

医

事

課

総

務

係

 

移

管

準

備

係

 

人

事

管

理

係

施

設

室

管

理

係

医

　

　

局

　

(

注

2

)



6 

 

(2) 施設の概要 

 

① 設備 

 

平成 30年 4月 1日現在の岡崎市民病院の設備は次のとおりである。 

 

敷地面積 101,366.98㎡   

区分 
建築面積 

（㎡） 

延床面積 

（㎡） 
構造 

病棟 4,076.051 28,685.059 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上 8階、地下 1階 

診療棟 3,662.590 11,239.515 鉄筋コンクリート造 地上 4階、地下 1階 

検査棟 1,868.706 6,630.137 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上 3階、地下 1階 

医療センター棟 800.675 2,298.143 鉄筋コンクリート造 地上 4階 

西棟 2,187.720 11,203.190 鉄骨鉄筋コンクリート造、地上 5階、地下 1階 

救命救急センター棟 2,164.700 2,553.040 鉄骨造 地上 3階 

ゴミ処理棟 376.150 565.550 鉄筋コンクリート造 

医療ガス・ブロワ室 

・マニホールド室 
57.152 57.152     〃 

ポンプ・ガバナー室 64.800 64.800     〃 

駐輪場 27.096 27.096   

託児所 206.195 198.740 木造平屋建 

立体駐車場 2,221.700 3,908.970 鉄骨造 地上 2層 3段 156台駐車可能（患者） 

平面駐車場 19,411.000 19,411.000 572台駐車可能（患者） 

合計 17,713.535 86,842.392   

出典：平成 29年度年報 p.255を抜粋 
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② 病床数 

 

平成 30年 4月 1日現在の岡崎市民病院の病棟・診療科別の病床数は次

のとおりである。 

 

区分 2階西 3階南 4階南 4階北 5階南 5階北 6階南 6階北 

特別室 
 床  床  床  床  床  床  床  床 

          1 (1)   1 (1) 

個室 10 (10) 12 (12) 13 (13) 10 (10) 13 (13) 10 (10) 12 (12) 10 (10) 

無菌室                 

2人室 4 (2) 2 (1)   12 (6) 2 (1)   2 (1)   

4人室 36 (9) 40 (10) 40 (10) 24 (6) 40 (10) 40 (10) 40 (10) 40 (10) 

ICU                 

CCU                 

HCU                 

ECU                 

NICU                 

合計 50 (21) 54 (23) 53 (23) 46 (22) 55 (24) 51 (21) 54 (23) 51 (21) 

 

区分 7階南 7階北 8階南 8階北 ECU 
救命救急 

センター 

周産期 

センター 
合計 

特別室 
  床   床   床   床   床   床   床     

              2 (2) 

個室 12 (12) 10 (10) 13 (13) 5 (5)     8 (8) 138 (138) 

無菌室       7 (7)       7 (7) 

2人室 2 (1) 4 (2) 2 (1) 2 (1)       32 (16) 

4人室 40 (10) 40 (10) 40 (10) 36 (9)     12 (3) 468 (117) 

ICU           10 (3)   10 (3) 

CCU           5 (3)   5 (3) 

HCU           15 (6)   15 (6) 

ECU         15 (7)     15 (7) 

NICU             23 (1) 23 (1) 

合計 54 (23) 54 (22) 55 (24) 50 (22) 15 (7) 30 (12) 43 (12) 715 (300) 

出典：平成 29年度年報 p.256を監査人加工、（ ）は部屋数   
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病棟 定床数 診療科  病棟 定床数 診療科 

 床    床  

8階南 55  一般内科  5階北 51  消化器内科（主科） 

8階北 50  血液内科    全科 

  整形外科  4階南 53  呼吸器内科 

  眼科    呼吸器外科 

7階南 54  整形外科（主科）    循環器内科 

  耳鼻いんこう科  4階北 46  小児科 

  皮膚科    小児外科 

7階北 54  泌尿器科    眼科（8階北満床の場合） 

  脳神経内科（主科）    開放病床（小児：3床） 

6階南 54  脳神経外科  循環器センター 54  循環器内科（主科） 
  脳神経内科  （3階南）   心臓血管外科 

  歯科・口腔外科  2階西 50  内分泌内科 

6階北 51  婦人科    腎臓内科 

  消化器内科    一般内科 

  外科    救急科 

  全科  母性 20  産科 
  一般内科  NICU 23  NICU 

5階南 55  外科（主科）  集中治療センター 30  全科 

  形成外科  ECU 15  全科 

  消化器内科  合計 715  

  腫瘍内科     
  総合診療科     

  総合内科     

  一般内科     

  開放病床（成人：2床）     

出典：平成 29年度年報 p.257を監査人加工 

 

(3) 沿革 

明治 11年  5月 「愛知県公立病院岡崎支病院」が亀井町興蓮寺に開設。 

昭和 23年 7月 岡崎市へ譲渡移管され、「市立岡崎病院」となる。 

昭和 25年 2月 若宮町に新築開院。123床。 

昭和 56年 4月 新生児集中治療室（NICU16床）開設。救命救急センター開設。 

平成 元年 4月 臨床研修病院の指定。 

平成 8年 11月 災害拠点病院（地域災害医療センター）の指定。 

平成 10年 12月 岡崎市民病院として高隆寺町に移転開院。650床に増床。周産期セン
ター開設。 

平成 25年 10月 西棟稼働開始。700床に増床。 

平成 27年 9月 救急救命センター棟稼動開始。715床に増床。 

平成 28年 4月 愛知県がん診療拠点病院指定。 

平成 29年 4月 循環器センター稼働開始。 

平成 31年 4月 地域がん診療連携拠点病院指定。 

出典：岡崎市民病院 HP「沿革」より抜粋、監査人加工 

（https://www.okazakihospital.jp/about/outline/history/） 



9 

 

(4) 経営状況 

 

① 岡崎市民病院の財政状態および経営成績の推移 

  

ア）貸借対照表 

 

平成 28年度～平成 30年度の貸借対照表の推移は次のとおりである。 

 

     (単位：百万円) 

区分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

資産の部       

固定資産 26,558 25,873 25,134 

  有形固定資産 24,041 23,382 22,746 

   土地 2,822 2,822 2,822 

   償却資産 48,796 49,384 48,758 

   減価償却累計額 △27,577 △28,839 △28,900 

   建設仮勘定 - 15 66 

  無形固定資産 0 0 9 

  投資その他の資産 2,515 2,489 2,378 

   投資有価証券 1,499 1,499 1,399 

   長期貸付金 84 83 90 

   貸倒引当金 △38 △32 △39 

   長期前払消費税 966 935 923 

   破産更生債権等 36 31 31 

   貸倒引当金 △36 △31 △31 

   その他投資 3 3 3 

流動資産 10,544 9,547 9,776 

  現金預金 5,707 4,825 4,813 

  未収金 4,618 4,509 4,583 

  貸倒引当金 △40 △37 △38 

  有価証券 - - 100 

  貯蔵品 258 249 318 

  前払費用 0 0 0 

繰延資産 123 - - 

資産合計  37,226 35,420 34,910   
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     (単位：百万円) 

区分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

負債の部    

固定負債 18,288 17,259 16,540 

  企業債 14,082 13,540 12,782 

  リース債務 60 16 128 

  引当金 4,146 3,702 3,629 

流動負債 3,767 3,567 4,165 

  企業債 835 957 1,007 

  リース債務 164 43 46 

  未払金 2,070 1,853 2,363 

  引当金 611 612 653 

  その他流動負債 86 100 95 

繰延収益 3,644 3,533 3,405 

  長期前受金 15,398 15,823 16,043 

  収益化累計額 △11,753 △12,289 △12,638 

負債合計  25,700 24,360 24,112 

資本の部    

資本金 12,070 12,070 12,070 

剰余金 △545 △1,011 △1,272 

  資本剰余金 3,425 3,425 3,425 

  利益剰余金 △3,970 △4,436 △4,697 

資本合計 11,525 11,059 10,798 

負債資本合計 37,226 35,420 34,910 

出典：岡崎市病院事業会計決算書（平成 28～30年度）△はマイナス 

 

平成 30年度における対前年度増減分析は次のとおりである。 

 

ⅰ）資産の部 

 

固定資産については 25,134百万円と対前年度で 739百万円減少して

いる。これは取得による償却資産の増加 1,804百万円と、減価償却によ

る減少 2,241百万円が主な要因である。 

 

ⅱ）負債の部 

 

流動負債については 4,165 百万円と対前年度で 598 百万円増加して

いる。これは改修工事および機器購入に伴う未払金 510 百万円の増加

が主な要因である。 
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ⅲ）資本の部 

 

利益剰余金のマイナスである欠損金は4,697百万円と対前年度で260

百万円増加している。これは平成 30年度の当年度純損失が 260百万円

であり、この赤字計上額が増加分に相当する（イ）損益計算書参照)。 

 

イ）損益計算書 

 

平成 28年度～平成 30年度の損益計算書の推移は次のとおりである。 

 

    (単位：百万円) 

区分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

医業収益 18,232 18,290 19,359 

 入院収益 12,706 12,522 13,289 

 外来収益 5,040 5,259 5,591 

 その他の医業収益 484 508 478 

医業費用 19,807 19,991 20,834 

 給与費 10,156 10,081 10,752 

 材料費 4,692 4,812 5,181 

 経費 3,236 3,351 3,218 

 減価償却費 1,632 1,655 1,600 

 資産減耗費 20 24 12 

 研究開発費 68 67 68 

医業損益 △1,574 △1,700 △1,474 

医業外収益 2,045 2,043 1,924 

 受取利息配当金 22 16 16 

 他会計負担金 1,329 1,347 1,199 

 補助金 27 25 28 

 長期前受金戻入 455 453 469 

 その他の医業外収益 209 200 210 

医業外費用 1,103 1,091 966 

 支払利息及び企業債取立諸費 241 227 212 

 繰延勘定償却 136 123 - 

 長期払消費税償却 111 108 95 

 雑損失 614 632 657 

経常損益 △632 △748 △516 

特別利益 291 302 394 

 固定資産売却益 - - - 

 過年度損益修正益 6 0 39 

 引当金戻入 7 5 2 

 長期前受金戻入 277 297 352   
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    (単位：百万円) 

区分 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

特別損失 21 20 138 

 固定資産売却損 3 - 19 

 過年度損益修正損 18 20 119 

当年度純損益 △363 △465 △260 

出典：岡崎市病院事業会計決算書（平成 28～30年度）△は損失 

 

平成 30年度における対前年度増減分析は次のとおりである。 

 

ⅰ）入院収益 

 

医業収益のうち入院収益は 13,289 百万円であり、対前年度比で 767

百万円（6.1％）増加している。これは、入院延患者数が 212,403人（1

日平均 582人）と前年度と比較して 3,232人（1日平均 9人、1.5％）

増加したことと、患者 1人当たり入院単価が 62,570円と前年度と比較

して 2,701円（4.5％）増加したことによるものである。 

 

ⅱ）外来収益 

 

医業収益のうち外来収益は 5,591百万円であり、対前年度比で 331百

万円(6.3％)増加している。これは、外来患者数が 289,278 人（1 日平

均 1,186人）と前年度と比較して 1,380人（1日平均 5人、0.5％）減

少したものの、患者 1人当たり外来単価が 19,328円と前年度と比較し

て 1,232円（6.8％）増加したことによるものである。 

 

ⅲ）給与費 

 

医業費用のうち給与費は、10,752百万円と 671百万円（6.7％）増加

している。次の給与費の内訳科目毎の増減表のとおり、臨時職員等に対

する給与である賃金が微減している以外は、全ての内訳科目で増加と

なっているが中でも、平成 29年度において人事院勧告により調整率が

引き下げられた等の影響で退職給付費が計上されなかったことが主な

要因である。(平成 29年度 0円、平成 30年度 363百万円) 
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給与費の内訳科目別対前年度比較 

      (単位：百万円) 

項目 平成 29年度 平成 30年度 増減額 増減率 

 給料 3,677 3,728 50 1.4% 

 手当等 3,271 3,437 165 5.1% 

 賞与引当金繰入額 610 652 41 6.8% 

 賃金 909 908 △1 △0.1% 

 報酬 181 185 4 2.5% 

 法定福利費 1,430 1,477 46 3.3% 

 退職給付費 - 363 363 皆増 

  合計 10,081 10,752 671 6.7% 

出典：岡崎市病院事業会計決算書（平成 29～30年度）△はマイナス 

 

ⅳ）材料費 

 

医業費用のうち材料費は 5,181百万円と 369百万円（7.7％）増加し

ている。次の材料費の科目別内訳毎の増減表のとおり、薬品費の増加が

主な要因である。これは、高額医薬品の増加による影響と考えられる。 

また、診療材料費は、医業収益の増加率（5.8％）と近似した増加率

となっている。 

 

材料費の内訳科目別対前年度比較 

            (単位：百万円) 

項目 平成 29年度 平成 30年度 増減額 増減率 

  薬品費 2,763 3,023 259 9.4% 

  診療材料費 2,037 2,144 107 5.3% 

  給食材料費 2 1 △0 △16.1% 

  医療消耗備品費 8 11 2 32.0% 

    合計 4,812 5,181 369 7.7% 

出典：岡崎市病院事業会計決算書（平成 29～30年度）△はマイナス 

 

ⅴ）経費 

 

医業費用のうち経費は 3,218百万円と 133百万円（4.0％）減少して

いる。経費の科目別内訳毎の増減表のとおり、委託料の減少額 132百万

円が主な要因である。 
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経費の内訳科目別対前年度比較(上位 5項目) 

            (単位：百万円) 

項目 平成 29年度 平成 30年度 増減額 増減率 

  委託料 2,355 2,223 △132 △5.6% 

  光熱水費 389 405 16 4.2% 

  賃借料 219 220 1 0.6% 

  修繕費 134 132 △1 △1.2% 

  消耗品費 54 57 2 4.0% 

出典：岡崎市病院事業会計決算書（平成 29～30年度）△はマイナス 

 

ⅵ）過年度損益修正損 

 

特別損失のうち過年度損益修正損は 119 百万円である。これは平成

29 年度以前の固定資産の廃棄処分漏れ（資産減耗費）を計上した金額

91百万円が主な要因である。 

 

 

3 岡崎市病院事業を取り巻く環境 

 

(1) 国の医療政策 

 

① 地域包括ケアシステムの構築 

 

我が国は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行し、国民の約 4

人に 1人は 65歳以上であり、令和 24年の約 3,900万人でピークを迎え、

その後も 75歳以上の人口割合は増加し続けることが予想されている。こ

のような状況の中、いわゆる団塊の世代約 800万人が 75歳以上となる令

和 7年以降は、国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込ま

れている。 

そのため、厚生労働省は令和 7年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立

生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮

らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サ

ービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進している。 
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出典：地域医療構想について（平成 27年度都道府県等栄養施策担当者会議資料 4  

平成 27年 8月 7日 厚生労働省） 

 

② 地域医療構想 

 

令和7年にはいわゆる団塊の世代が75歳以上となり、医療と介護のニー

ズを合わせ持つ高齢者が増大すると予想されている。そのため、医療介護

総合確保推進法により、医療と介護の一体的な提供を可能とする体制整

備が進められている。 

地域医療構想は、高度急性期、急性期から回復期、慢性期までの病床の

機能を4つに区分し、将来の医療ニーズの予測を踏まえ、関係者の協議に

よって地域に必要とされる医療提供体制の整備を進めるものである。 

地域医療構想と地域包括ケアシステムは、車の両輪の関係にあり、お互

いが補完しあうことで、医療と介護の連携を推進している。 
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出典：地域医療構想について（平成 27年度都道府県等栄養施策担当者会議資料 4   

平成 27年 8月 7日 厚生労働省） 

 

【参考】病床の機能の 4区分 

高度急性期機能 

 

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が
特に高い医療を提供する機能 

急性期機能 

 

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて医療を提供す
る機能 

回復期機能 

 

急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリ
テーションを提供する機能。特に、急性期を経過した脳血管疾
患や大腿骨頸部骨折等の患者に対し、ADL（Activities of Daily 

Living：着替え，入浴などの日常生活動作）の向上や在宅復帰
を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能 

慢性期機能 

 

長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能。長期にわた
り療養が必要な重度の障害者、難病患者等を入院させる機能 

出典：愛知県地域医療構想 
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③ 公立病院改革 

 

公立病院は地域における基幹的な公的医療機関として、地域医療の確

保のため重要な役割を果たしているが、多くの公立病院において、経営状

況の悪化や医師不足等のために、医療提供体制の維持が極めて厳しい状

況になっていた。そのため、総務省は平成19年12月24日付けで「公立病院

改革ガイドライン」を策定し、病院事業を設置する地方公共団体に対し、

公立病院改革プランの策定を要請し、これを踏まえた経営改革に取り組

んでいる。 

その一方で、地域医療構想の策定等の医療制度改革を推進しており、今

後の公立病院の改革は、こうした医療制度改革と密接な関連があり、連携

を十分にとって進めていく必要がある。 

そのため、総務省は平成27年3月31日に、病院事業を設置する地方公共

団体に対して、新公立病院改革プランにおいて、地域医療構想を踏まえた

役割の明確化、経営の効率化、再編・ネットワーク化、経営形態の見直し

の4項目を策定し、病院機能の見直しや病院事業経営の改革に総合的に取

り組むことを要請した。 

 

 (2) 愛知県地域保健医療計画 

 

医療法第30条の4は「都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情

に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るための計画を

定めるものとする。」と定めている。 

愛知県は、平成28年10月に策定した「愛知県地域医療構想」を踏まえた2

次医療圏の見直しを行うとともに、急性期から在宅医療までの医療提供体

制の構築と医療・介護連携による地域包括ケアシステムの構築により、県民

が適切で質の高い医療を受けられる体制の確保を目指した「愛知県地域保

健医療計画」を平成30年3月に公示している。 

当計画は平成30年度～令和5年度の6年間を計画期間とし、その目的及び

性格は次のとおりである。 
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目的 愛知県地域保健医療計画は、県民の多様な保健医療需要に対応し、疾病予防か
ら治療、リハビリ、在宅ケアに至る一貫した保健医療サービスが、適切に受けら
れる保健医療提供体制の確立を目指すことを目的とし、次の3つの基本方針の下
に、行政関係者、保健医療関係者、県民などが一体となって共に保健医療の確保、
推進を図っていくための計画として策定します。 

1 地域医療の体系化及び地域の特性に配慮した医療機関の機能分担、業務連携
を推進し、効率的な医療提供体制の確立を図ります。 

2 疾病予防等の保健対策を推進し、生涯を通じた健康づくりを支援します。 

3 保健医療従事者の確保、資質の向上及び人材の有効活用を図ります。 

性格 1 愛知県の保健医療対策の今後の基本方針を示すものです。 

2 2次医療圏での保健医療対策の推進方向を示すものです。 

3 医療機関及びその他関係機関などが整備を進めるに当たっての指針となるも
のです。 

出典：愛知県地域保健医療計画 

 

① 岡崎市が属する医療圏 

 

愛知県地域保健医療計画においては原則として、1 次医療（通院医療）

から 2次医療（入院医療）までを包括的、継続的に提供し、一般及び療養

の病床（精神病床、結核病床及び感染症病床を除き、診療所の病床を含む。）

の整備を図るための地域単位として設定する区域として、2次医療圏を次

のとおり定めている。岡崎市は隣接する幸田町と西三河南部東医療圏を

構成している。 

 

名称 区域 

名古屋・尾張中部医療圏 名古屋市、清須市、北名古屋市、豊山町 

海部医療圏 津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村 

尾張東部医療圏 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町 

尾張西部医療圏 一宮市、稲沢市 

尾張北部医療圏 春日井市、犬山市、江南市、小牧市、岩倉市、大口町、扶桑町 

知多半島医療圏 

 

半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、 

東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 

西三河北部医療圏 豊田市、みよし市 

西三河南部東医療圏 岡崎市、幸田町 

西三河南部西医療圏 碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市 

東三河北部医療圏 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 

東三河南部医療圏 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 

出典：愛知県地域保健医療計画 
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② 病床数の状況 

 

医療法第 30 条の 4第 2 項第 14 号は、病床の地域的偏在を是正し、全

国的に一定水準以上の医療を確保することを目的として、都道府県知事

が医療計画において基準病床数を定めることとされている。 

平成 30 年度～令和 5 年度の基準病床数及び平成 29 年 9 月末現在の既

存病床数は次のとおりである。 

 

病床種別 医療圏 

基準病床数 

(平成 30年度 

～令和 5年度) 

既存病床数 

(平成 29年 

9月末現在) 

療養病床 

及び 

一般病床 

名古屋・尾張中部医療圏 17,911 20,976 

海部医療圏 1,531 1,953 

尾張東部医療圏 4,141 4,438 

尾張西部医療圏 3,357 3,683 

尾張北部医療圏 4,725 5,148 

知多半島医療圏 3,147 3,266 

西三河北部医療圏 2,252 2,803 

西三河南部東医療圏 2,083 2,663 

西三河南部西医療圏 4,263 4,688 

東三河北部医療圏 229 450 

東三河南部医療圏 4,139 6,468 

計 47,778 56,536 

精神病床 全県域 10,780 12,551 

結核病床 全県域 138 181 

感染症病床 全県域 72 72 

出典：愛知県地域保健医療計画 

注 1 「療養病床及び一般病床」の基準病床数は、両病床数を合算した数値である。 

注 2 精神、結核、感染症の各病床については、全県単位で整備することとしている。 

注 3 既存病床数は、病院の開設許可病床数等を基に医療法第 7条の 2第 4項の規定に基
づき補正を行った後の数であり、既に承認された病床整備計画を反映した数である。
平成 18年 12月 31日以前に使用許可を受けた有床診療所の一般病床は含まれてい
ない。平成 29年 10月以降の病院・有床診療所の許可、廃止届等により変更される。 

 

西三河南部東医療圏は、既存病床数が基準病床数を超える病床過剰地

域となり、病院の開設、増床は原則として許可されない医療圏となってい

る。 
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③ 保健・医療施設等 

 

西三河南部東医療圏には平成 29 年 10 月現在、保健施設として岡崎市

保健所、幸田町保健センターが設置されている。また、医療施設等として

は、病院 15施設、診療所 258施設、歯科診療所 178施設、助産所 8施設、

薬局 150施設が設置されており、市町別では次のとおりである。 

 

保健・医療施設                    （平成 29年 10月 1日現在） 

区別 保健所 
保健 

センター 
病院 診療所 

歯科 

診療所 
助産所 薬局 

岡崎市 1 0 14 233 164 7 138 

幸田町 0 1 1 25 14 1 12 

医療圏 1 1 15 258 178 8 150 

資料：保健所調査、病院名簿（愛知県健康福祉部） 

注 1 ：診療所には保健所及び保健センターを含む。 

注 2 ：薬局は平成 28年 3月末現在 

出典：西三河南部東医療圏保健医療計画を監査人加工 

 

また、平成 29年 10月 1日現在の主な保健・医療施設（20床以上の病

院、休日夜間診療所、へき地診療所、保健所、保健センター）は次のとお

りである。 
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出典：西三河南部東医療圏保健医療計画を抜粋 

 

  



22 

 

(3) 愛知県地域医療構想 

 

愛知県は平成 28年 10月に「愛知県地域医療構想」を公表している。地域

医療構想は、医療法第 30条の 4第 2項の規定により、医療計画の一部に位

置付けられており、次に掲げる事項を定めることとされている。 

・地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として

定める構想区域 

・構想区域における病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量 

・構想区域における将来の在宅医療の必要量 

・地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関す

る事項 

このうち、西三河南部東医療圏については、「西三河南部東構想区域」と

して、医療資源等の状況、入院患者の受療動向及び課題について、次のとお

り述べられている。 

 

① 医療資源等の状況 

○人口 10万対の病院の病床数は、県平均の 81.4％と少なくなっており、一般病床は
65.8％と特に少なくなっています。人口 10 万対の医療従事者数については、医師
数、看護師数が県平均の 7割弱と少なくなっています。 

○DPC調査結果（DPC調査参加施設：4病院）によると、構想区域内において、ほぼ全
ての主要診断群の入院及び救急搬送実績があり、緊急性の高い傷病（急性心筋梗塞・
脳卒中・重篤な外的障害）及び高齢者の発生頻度が高い疾患（成人肺炎・大腿骨骨
折）の入院実績がありますが、その大半を岡崎市民病院が担っています。 

○消防庁データに基づく救急搬送所要時間については県平均とほぼ同様であり、DPC

調査データに基づく緊急性の高い傷病（急性心筋梗塞・再発性心筋梗塞、くも膜下
出血・破裂脳動脈瘤、頭蓋・頭蓋内損傷）の入院治療を行っている施設までの移動
時間は、30分以内で大半の人口がカバーされていることから、医療機関への交通ア
クセスや医療機関の受け入れ体制等に大きな問題が生じていないと考えられます。 

○高度な集中治療が行われる特定入院料の病床については、平成 28 年 3 月現在、構
想区域内（2病院）において、救命救急入院料・特定集中治療室管理料（ICU）・新
生児特定集中治療室管理料（NICU）・ハイケアユニット入院医療管理料（HCU）の届
出がされています。 

○平成 25 年度（2013 年度）NDB データに基づく特定入院料のうち、特定集中治療室
管理料（ICU）及び総合周産期特定集中治療室管理料（MFICU）は自域依存率が低く
なっており、主に西三河南部西医療圏へ患者が流出しています。 

○以上の状況も踏まえて、岡崎市では岡崎市民病院の増床（一般病床 65 床）や新病
院の誘致（一般病床 400床規模）など具体的な取組を進めてきており、既存の医療
体制と合わせて、平成 32 年までに一般病床や 2 次救急医療の不足が大きく改善さ
れる見通しです。 

出典：愛知県地域医療構想 
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出典：愛知県地域医療構想 

 

② 入院患者の受療動向 

 

○入院患者の自域依存率は、高度急性期、急性期が 70％程度と低くなっており、主に
西三河南部西医療圏へ患者が流出しています。 

 

○疾患別の受療動向においては、がんの自域依存率が、他区域と比べて低い状況にあ
り、他区域への流出患者の多くが西三河南部西医療圏の医療機関に入院していま
す。 

出典：愛知県地域医療構想 

 

平成 25年度の西三河南部東医療圏から他医療圏への流出入院患者の受療動向 

（単位：上段人／日、下段：％） 

出典：愛知県地域医療構想 

  

愛知県①
西三河

南部東②
②／① 愛知県①

西三河

南部東②
②／①

病院数 325 17 － 医療施設従事医師数 14,712 534 －

人口10万対 4.4 4.1 93.2% 人口10万対 197.9 128.9 65.1%

診療所数 5,259 257 － 病床100床対 20.3 16.6 81.8%

有床診療所 408 18 － 医療施設従事歯科医師数 5,410 263 －

人口10万対 5.5 4.3 78.2% 人口10万対 72.8 63.5 87.2%

歯科診療所数 3,707 172 － 薬局・医療施設従事薬剤師数 10,525 484 －

人口10万対 49.9 41.5 83.2% 人口10万対 141.6 116.9 82.6%

病院病床数 67,579 3,064 － 病院従事看護師数 36,145 1,366 －

人口10万対 908.9 739.7 81.4% 人口10万対 486.1 329.8 67.8%

一般病床数 40,437 1,483 － 病床100床対 49.9 42.6 85.4%

人口10万対 543.9 358 65.8% 特定機能病院 4 0 －

療養病床数 13,806 741 － 救急救命センター数 22 1 －

人口10万対 185.7 178.9 96.3% 面積（k㎡） 5,169.83 443.92 －

精神病床数 13,010 784 －

人口10万対 175.0 189.3 108.2%

有床診療所病床数 4,801 146 －

人口10万対 64.6 35.2 54.5%

区分 区分

名古屋 海部
尾張

中部

尾張

東部

尾張

西部

尾張

北部

知多

半島

西三河

北部

西三河

南部東

西三河

南部西

東三河

北部

東三河

南部
県外 合計

高度急性期 12 ＊ 0 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 132 38 ＊ ＊ ＊ 152

6.6% － － － － － － － 72.5% 20.9% － － － 100.0%

急性期 26 ＊ 0 22 ＊ ＊ ＊ 21 400 71 ＊ 11 ＊ 551

4.7% － － 4.0% － － － 3.8% 72.6% 12.9% － 2.0% － 100.0%

回復期 16 ＊ 0 15 ＊ ＊ ＊ 20 515 72 ＊ 11 ＊ 649

2.5% － － 2.3% － － － 3.1% 79.4% 11.1% － 1.7% － 100.0%

慢性期 ＊ ＊ 0 ＊ 0 ＊ 0 14 376 27 0 25 ＊ 442

－ － － － － － － 3.2% 85.1% 6.1% － 5.7% － 100.0%

西

三

河

南

部

東

医

療

圏

患者住所地

医療機関所在地
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平成 25年度の他医療圏から西三河南部東医療圏への流入入院患者の受療動向 

（単位：上段人／日、下段：％） 

 

出典：愛知県地域医療構想 

 

③ 愛知県地域医療構想における課題 

 

○平成 52 年（2040 年）まで 65 歳以上人口の増加率が県全体と比べて著しく高いた
め、平成 52年（2040年）までの医療需要の増大を見据え、必要な医療需要や医療
従事者の確保を始めとする包括的な医療提供体制を中・長期的に考えていく必要が
あります。 

 

○高度急性期、急性期の入院患者の自域依存率が低い状況にあり、急性期については
できるだけ構想区域内で対応していく必要があります。 

 

○構想区域内の DPC病院は 4病院ありますが、入院実績の多い病院は岡崎市民病院の
みとなっています。緊急性の高い救急医療について、他の構想区域との適切な連携
体制を構築していく必要があります。 

 

○回復期機能の病床を確保する必要があります。 

 

○今後、新病院の建設により、当区域の医療環境全般、或いは、患者の流入・流出に
大きな変化が生じる可能性があります。従って、入院医療や救急医療に関する当区
域及び他の構想区域との連携・役割分担はもとより、医療従事者確保等の諸課題を
含めて、状況に即した迅速な対応や見直しが必要です。 

出典：愛知県地域医療構想 

 

  

名古屋 海部
尾張

中部

尾張

東部

尾張

西部

尾張

北部

知多

半島

西三河

北部

西三河

南部東

西三河

南部西

東三河

北部

東三河

南部
県外 合計

高度急性期 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 132 ＊ ＊ ＊ ＊ 132

－ － － － － － － － 100.0% － － － － 100.0%

急性期 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 10 400 12 ＊ 14 ＊ 436

－ － － － － － － 2.3% 91.7% 2.8% － 3.2% － 100.0%

回復期 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 35 515 ＊ ＊ ＊ ＊ 550

－ － － － － － － 6.4% 93.6% － － － － 100.0%

慢性期 ＊ 0 0 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 376 11 ＊ ＊ ＊ 387

－ － － － － － － － 97.2% 2.8% － － － 100.0%

医療機関

所在地

患者住所地

西

三

河

南

部

東

医

療

圏
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(4) 将来ビジョン（岡崎市病院事業将来ビジョン） 

 

市は平成 30年 8月に、西三河南部東医療圏の状況を踏まえた愛知病院の

岡崎市への経営移管の基本合意に基づき、これらの計画を踏まえて岡崎市

病院事業を推進するにあたり、今後の岡崎市病院事業の目指す将来像を明

らかにするために、新たに令和元年度から令和 5 年度までの 5 年間を対象

期間とした将来ビジョンを策定している。 

出典：将来ビジョン 

 

① 機能再編の必要性と効果 

 

がんを始めとする医療機能の重複を回避し、限られた医療資源の集約化と効率化に
よる医療水準の維持向上と地域完結型医療の実現のため、岡崎市民病院に高度急性期
から急性期の医療機能を集約し、愛知病院（移管後は、（仮称）岡崎市立愛知病院）に
亜急性期の医療機能を集約します。 

両病院がこれまで担ってきた医療をより効率的に提供するとともに、更なる質向上
と充実を図り、高度急性期（急性期）から在宅支援まで一貫して良質な医療を提供し、
地域住民から信頼され安心して受診できる病院を目指し、市民に選ばれる病院となる
ように努めていきます。 

出典：将来ビジョン 
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② 経営移管によるビジョンとミッション 

岡崎市病院事業は、愛知病院の経営移管を受け、運営一体化によるビジョン（将来
像）を、「地域医療の中心として、良質ながん医療・高度急性期医療を主軸に、医療全
般の継続的な提供により地域に貢献する。」とし、ミッション（使命）を次の 4 点と
します。 

(1) がん医療の充実と発展 

愛知病院の持つ高度ながん医療機能を、岡崎市民病院の持つ広範囲な総合医療機
能と組み合わせることで、これまで個々独自に行っていたがん医療を、質・量とも
に充実・発展させていきます。 

(2) 高度急性期医療の充実と発展 

岡崎市民病院と愛知病院の経営一体化により、医療従事者を始めとする医療資源
を充足させることで、高度急性期医療を、質・量ともに充実・発展させていきます。 

(3) 地域への貢献 

運営一体後の両病院は、良質ながん医療・高度急性期医療を軸とする医療全般を
切れ目なく、かつ継続的に提供することで、「住み慣れた地域で自分らしい暮らし
を人生の最後まで続けることができる地域包括ケアシステム」と「医療を地域で完
結させる地域完結型医療」の中心的医療機関として、地域貢献を果たしていきます。 

(4) 経営の安定化 

運営一体化後の両病院は、良質ながん医療・高度急性期医療を軸とする医療全般
を切れ目なく、かつ継続的に提供するために、効率的な運営を行い、経営を安定さ
せます。 

出典：将来ビジョン 

 

③ 岡崎市民病院の役割 

岡崎市民病院は、西三河南部東医療圏の基幹病院として、がん医療・高度急性期医
療の中心医療機関になります。 

医療機能の再編により、主に急性期、がん、結核及び感染症に係る医療機能を担い、
具体的には以下の役割を果たしていきます。 

(1) がん医療の充実と発展 

○愛知病院の持つ高度ながん医療機能を岡崎市民病院の持つ広範な総合医療機
能と組み合わせることで、これまで個々独自に行っていたがん医療を質・量と
もに充実・発展させていきます。 

○乳がん、肺がん、骨軟部腫瘍の診療機能を移行してほぼ全ての分野のがん診療
を可能とし、複数の診療科による連携した診療を行います。 

○急性期から終末期までの緩和医療の充実を図ります。 

(2) 高度急性期医療の充実と発展 

○高度急性期医療を行うために必要な医療従事者を始めとする医療資源を集中
し、質・量ともに充実・発展させていきます。 

(3) 政策医療（結核・感染症、へき地医療）の運営 

○愛知病院が担ってきた結核・感染症の政策医療を担っていきます。 

○へき地医療拠点病院の役割を担っていきます。 

出典：将来ビジョン 
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④ （仮称）岡崎市立愛知病院の役割 

 

（仮称）岡崎市立愛知病院は、西三河南部東医療圏の亜急性期医療機関として、在
宅復帰支援の役割を果たし、地域住民が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生
の最後まで続けることができる地域包括ケアシステムに貢献する医療機関になりま
す。 

医療機能の再編により、主に、亜急性期及び在宅復帰支援に係る医療機能を担い、
具体的には以下の役割を果たしていきます。 

なお、移管後 10年を目途に、地域の医療事情を踏まえ、役割を検証します。 

(1) 亜急性期医療の実施 

○これまで市民病院に一定の割合で入院している亜急性期の患者を受け入れ、
適切な病床規模で運営していきます。 

○亜急性期の中でも、重症度が高いために、地域の民間病院では容易に対応でき
ない患者を受け入れることで、地域に不足する回復期機能の補完の役割を果
たしていきます。 

(2) 地域包括ケアシステムへの貢献（在宅復帰支援） 

○他の医療機関、調剤薬局、訪問看護ステーション、介護事業所と連携し、切れ
目ない医療を提供できる体制を確保します。 

○入院中に退院調整部門の担当者と在宅療養支援看護師が関わり、地域の介護
支援専門員やかかりつけ医、かかりつけ薬剤師、訪問看護師と連携を取りなが
ら退院支援及び在宅療養支援を行います。 

○必要に応じ、退院後の在宅での療養状況の確認を訪問により実施していきま
す。 

出典：将来ビジョン 

 

⑤ 機能移行のスケジュールと改修計画 

 

○（仮称）岡崎市立愛知病院から岡崎市民病院への医療機能の移行については、受入
側である岡崎市民病院の施設改修等の時期に合わせて漸次行い、経営移管から 5年
後を目途に機能移行完了を目指します。 

○岡崎市民病院から（仮称）岡崎市立愛知病院へ、亜急性期の医療機能を病床運用状
況に応じて段階的に移行します。 
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(1) 経営移管（2019年 4月 1日）に先行して、岡崎市民病院に移行する診療機能 

○消化器内科 2018年 4月 

○呼吸器外科(入院) 2018年 7月 

○消化器外科 2018年度中 

○外科 2018年度中 

(2) 経営移管と同時に、岡崎市民病院に移行する診療機能 

○腫瘍整形外科 2019年 4月 

○腫瘍内科 2019年 4月 

○呼吸器内科 2019年 4月 

○呼吸器外科(外来) 2019年 4月 

○放射線科 2019年 4月 

○乳腺外科(入院) 2019年 4月 

(3) 経営移管後順次、岡崎市民病院に移行する診療機能 

○乳腺外科(外来) 2020年 5月（外来診療室拡張後） 

○結核・感染症 2022年 4月（専用病床の改修工事完了後） 

○緩和ケア内科 2023年 12月（病棟の改修工事完了後） 

出典：将来ビジョン 
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Ⅲ 外部監査の結果（総合意見） 

  

1 岡崎市民病院の経営状況 

 

(1) 岡崎市民病院の経営状況に関する分析について（指 摘） 

 

① 「病院経営状況」を活用した深度ある分析 

 

岡崎市民病院では、月次で「病院経営状況」を作成している。同資料に

おいては、次の情報がまとめられている。 

 

・1 業務 

(1) 入院患者数（施設別）、病床稼働率（施設別）、病床利用率（24時現在） 

(2) 外来患者数 

(3) その他 

検査、放射線、放射線治療、エコー、血液浄化、リハビリ、分娩、薬局、看護、 

保健指導、栄養指導、入院患者給食数、外来化学療法加算算定件数、退院支援、 

医療相談、受診相談、通訳 

・2 職員数（正規、嘱託・臨時、代務医師） 

・月別紹介率・逆紹介率 

・損益計算書 

・医業収益に占める割合（給与費等、材料費）、患者 1人当たり診療収入、 

平均在院日数 

・病院経営状況（収益・費用比較） 

・診療科別入院稼働額 

・診療科別入院診療単価 

・附属資料 

診療科別入院患者数明細、診療科別外来患者数明細、診療科別手術件数明細、 

診療科別紹介患者数明細、診療科別新入院患者数、診療科別退院数、 

診療科別平均在院日数、病棟別平均在院日数 

 

上記の情報について、次の点から経営状況についての分析が不十分で

あると考えられる。 

 

ア）上記のうち「病院経営状況（収益・費用比較）」以外の情報は、月次

推移、前年同月比較あるいは累計比較による増減額、増減率は把握でき

るものの、増減額の原因分析等の記載はない。 
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イ）上記のうち「病院経営状況（収益・費用比較）」には、病院全体の収

益及び費用について、前年度及び当年度の月次比較をした結果が記載

されているが、例えば、人件費の増減要因であれば、6 月及び 12 月の

「期末勤勉手当」など、毎年度定例的に発生する要因が記載されている

のみである。 

 

また、他には年度決算に関して岡崎市病院事業経営会議に提出するた

めの分析資料があるが、同資料も内部経営管理に役立つ資料としては不

十分であると考える。 

岡崎市民病院では、新入院患者数を増加させることを重視し、平均在院

日数の短縮も意識した経営を行っている。岡崎市民病院は DPC 病院であ

るため、次の図のとおり、包括評価部分と出来高評価部分の合計が診療報

酬額となる。 

 

出典：平成 30年度診療報酬改定の概要 DPC/PDPS 厚生労働省保険局医療課 
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上図のうち、包括評価部分を抜粋した次の図は、医療資源の平均投入量

に対してどの程度の診療報酬が設定されているかを示している。具体的

には、入院初期の入院期間Ⅰは高め、それ以降、在院日数までの入院期間

Ⅱは医療資源の平均投入量に見合った診療報酬が設定されているが、逆

に平均在院日数超過後の入院期間Ⅲは低めに設定されていることが分か

る。 

出典：平成 30年度診療報酬改定の概要 DPC/PDPS 厚生労働省保険局医療課を監査人加工 

 

一般に、平均在院日数を短縮して生じた空床に患者を新たに入院させ

ることにより病床稼働率が上昇するとともに、入院診療単価も上昇する

ことによって、入院収益は大幅に増加することになる。そのため、新入院

患者数の増加を重視することによって、入院収益の大幅な増加につなが

っているかを確認する必要がある。 

平成 29年度及び平成 30年度の入院収益、新入院患者数、病床稼働率、

平均在院日数及び入院診療単価は次のとおりである。 
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項目 入院収益（百万円） 新入院患者数（人） 病院稼働率（％） 

月 
29 

年度 

30  

年度 
増減 

29  

年度 

30  

年度 
増減 

29 

年度 

30 

年度 
増減 

4月 1,061 1,023 △37 1,325 1,256 △69 86.0 79.5 △6.5 

5月 1,130 1,099 △31 1,375 1,343 △32 81.6 80.0 △1.6 

6月 1,072 1,053 △19 1,331 1,315 △16 81.8 79.0 △2.8 

7月 1,059 1,095 +36 1,338 1,388 +50 81.2 76.9 △4.3 

8月 1,039 1,091 +52 1,327 1,464 +137 79.4 78.8 △0.6 

9月 1,013 1,059 +46 1,287 1,319 +32 78.2 78.6 +0.4 

10月 1,012 1,136 +124 1,285 1,431 +146 75.4 81.7 +6.3 

11月 981 1,115 +133 1,298 1,460 +162 75.9 81.0 +5.1 

12月 1,002 1,166 +164 1,300 1,423 +123 74.8 84.5 +9.7 

1月 1,052 1,215 +163 1,358 1,497 +139 79.7 85.8 +6.1 

2月 1,019 1,119 +99 1,269 1,356 +87 86.6 89.4 +2.8 

3月 1,083 1,120 +36 1,367 1,333 △34 81.8 82.0 +0.2 

年間 12,523 13,290 +767 15,860 16,585 +725 80.2 81.4 +1.2 

出典：病院経営状況表（平成 30年度）、表中の△はマイナス 

 

項目 平均在院日数（日） 入院診療単価（円） 

月 
29 

年度 

30 

年度 
増減 

29 

年度 

30 

年度 
増減 

4月 12.6 12.4 △0.2 57,470 59,985 +2,515 

5月 12.3 12.5 +0.2 62,482 61,992 △490 

6月 12.2 11.6 △0.6 61,101 62,153 +1,052 

7月 12.8 11.5 △1.3 58,836 64,209 +5,373 

8月 12.0 11.0 △1.0 59,035 62,480 +3,445 

9月 12.0 11.8 △0.2 60,375 62,841 +2,466 

10月 12.0 11.7 △0.3 60,576 62,778 +2,202 

11月 11.7 11.1 △0.6 60,255 64,132 +3,877 

12月 11.1 11.6 +0.5 60,381 62,232 +1,851 

1月 13.2 12.8 △0.4 59,518 63,876 +4,358 

2月 12.6 12.1 △0.5 58,831 62,522 +3,691 

3月 12.0 12.1 +0.1 59,742 61,572 +1,830 

年間 12.2 11.8 △0.4 59,869 62,570 +2,701 

出典：病院経営状況表（平成 30年度）、表中の△はマイナス 
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平成 30 年度においては対前年度比較で、7 月以降は新入院患者数の増

加に伴い、入院収益も増加している。しかし、新入院患者数が増加に転じ

た 7 月及び 8 月は病床稼働率は低下している一方で、平均在院日数の短

縮が大きいことに伴って入院診療単価の上昇も大きくなっている。これ

は、従来より全国の平均在院日数以内に退院する患者が多くなったもの

の、退院に伴う空床を新入院患者で埋められなかったことが原因と考え

られる。 

このように、経営状況の分析においては、岡崎市病院事業としての戦略

を考慮した上で、真に病院経営に資するような原因の分析を行い、今後の

病院経営に活かすべきである。 

 

② 診療科別の収益の分析 

 

① 「病院経営状況」を活用した深度ある分析に記載したとおり、岡崎

市民病院においては多くの診療科別の資料を作成しており、経営数値の

把握はできている。 

このうち、収益に占める割合の高い入院収益について、平成 29年度及

び平成 30年度の診療科別入院稼働額、患者数及び入院診療単価は次のと

おりである。   
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出典：病院経営状況表（平成 30年度）、表中の△はマイナス 

 

まず、平成 29年度比で患者数が 1,000人以上増加した診療科は、腎臓

内科、血液内科、産婦人科、外科等、脳神経内科の 5科にのぼる。しかし、

腎臓内科、血液内科、産婦人科の上位 3科は、入院診療単価が逆に平成 29

年度比で 1,000 円超の大幅な減少となっており、患者数の増加の割に稼

働額の増加は低位にとどまっている。 

一方、平成 29年度比で入院診療単価が 5,000円以上増加した診療科は、

呼吸器外科、心臓血管外科、整形外科、循環器内科の 4科である。このう

ち、呼吸器外科は患者数も増加しているが、これは将来ビジョンに従い、

平成 31年 4月 1日の経営移管に先行して、愛知病院から岡崎市民病院へ

の医療機能の移行に伴うものであり、消化器内科、外科・消化器外科も同

様である。しかし、心臓血管外科、整形外科、循環器内科は、患者数が逆

項目 稼働額（百万円） 患者数（人） 入院診療単価（円） 

診療科 
29 

年度 

30  

年度 
増減 

29 

年度 

30 

年度 
増減 

29 

年度 

30 

年度 
増減 

総合診療 3 4 +1 1,067 1,554 +487 36,900 34,344 +2,556 

血液内科 37 43 +5 6,714 8,272 +1,558 67,669 63,267 △4,402 

腎臓内科 33 42 +8 8,633 11,201 +2,568 46,943 45,245 △1,698 

内分泌・糖尿病内科 22 23 +0 6,645 6,607 △38 41,013 41,789 +776 

脳神経内科 68 74 +5 18,653 19,653 +1,000 44,026 45,357 +1,331 

呼吸器内科 54 48 △5 15,700 13,226 △2,474 41,461 44,239 +2,778 

消化器内科 93 98 +5 26,264 26,918 +654 42,707 44,068 +1,361 

循環器内科 144 150 +5 22,390 21,779 △611 77,612 82,913 +5,301 

小児科・脳神経小児科 

新生児小児科 
86 87 +1 16,829 15,845 △984 61,361 66,164 +4,803 

外科・消化器外科 

内視鏡外科 
88 98 +9 16,131 17,132 +1,001 65,773 68,879 +3,106 

整形外科 103 100 △2 20,683 18,319 △2,364 60,272 66,135 +5,863 

形成外科 8 9 +0 2,113 2,376 +263 48,720 47,818 △902 

脳神経外科 57 56 △1 9,014 8,321 △693 76,821 80,970 +4,149 

呼吸器外科 7 17 +10 2,084 2,192 +108 40,897 95,462 +40,897 

心臓血管外科 58 58 △0 4,895 4,449 △446 144,174 156,789 +12,615 

小児外科 2 2 +0 158 165 +7 171,415 180,991 +9,576 

皮膚科 1 0 △1 353 0 △353 35,135 0 △35,135 

泌尿器科 43 47 +4 10,474 10,962 +488 49,656 51,973 +2,317 

産婦人科 69 74 +5 12,467 13,726 +1,259 66,587 65,529 △1,058 

眼科 6 6 △0 1,063 981 △82 75,748 80,621 +4,873 

耳鼻いんこう科 17 21 +3 3,664 4,335 +671 58,638 60,355 +1,717 

歯科口腔外科 7 10 +2 1,935 2,695 +760 49,308 44,916 △4,390 

救急科 11 15 +3 1,242 1,695 +760 110,288 106,310 △3,978 

合計 1,028 1,091 +63 209,171 212,403 +3,232 59,029 61,690 +2,661 
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に平成 29年度比で減少となっている。 

このうち、心臓血管外科及び循環器内科は、平成 29年 4月 1日に発足

した循環器センターを構成する診療科であり、高齢化社会の到来に合わ

せ、加齢という要素を考慮しつつ、生涯にわたって適切な時期に適切な治

療を進めているところである。また、西三河南部東医療圏の直近（平成 29

年度）の疾病大分類別の入院患者推計によれば、循環器系が最も入院患者

が多い疾病であり、今後の患者数が増加する余地が大きいと考えられる。 

それにもかかわらず、上記のとおり両診療科の患者数は減少しており、

今後の対応策を講じる必要があると思われるが、他に分析結果に関する

資料がないため、その原因は不明である。 

このように、病院経営に影響が大きい診療科について、入院収益の大幅

な増加につながっていない状況が、病院経営状況表で把握できる。問題点

を把握し適切な対応策を講じるため、病院経営状況表に記載された前年

同月比較あるいは累計比較を行うのみならず、増減が著しい診療科につ

いて、その原因分析をすべきである。 

 

③ 診療科別の費用の分析 

 

① 「病院経営状況」を活用した深度ある分析に、「病院経営状況」で

まとめられている情報を記載したが、費用の分析に関する資料について

は損益計算書、医業収益に占める割合（給与費等、材料費）、病院経営状

況（収益・費用比較）しかない。また、病院においては、各診療科で多種

多様な診療がなされているため、費用の発生状況は各診療科で異なるに

もかかわらず、診療科別の資料はなく、前年同月比較あるいは累計比較に

よる増減の把握もできていない状況である。 

この点、診療科別の原価を把握することによって、より詳細な費用の分

析が可能であり、平成 16年度の包括外部監査において、診療科別原価計

算の必要性について意見がなされた。これについては、平成 26年 1月に

「患者別に他の医療機関との診療内容の比較が可能となり、損益改善の

原因分析を行っている。」と措置状況の通知がなされていたが、現時点で

は実施されていない。また、「診療科別原価計算の結果として認識された

現状と対応策を今後の経営改善策の材料として検討されたい。」との意見

もなされたが、これに対しては「支出については按分配賦部分が多く、正

確な数値として算出することが不可能」であることを理由に措置不能と

している。 

一般に診療科別原価計算は、按分配賦は一定の仮定に基づく配賦率に
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基づいて計算されることから、仮定が実態に即していない場合に正確な

数値は算出できないため、措置不能とした当該理由に一定の合理性は認

められる。しかし、費用発生の現状把握ができておらず、また、平成 28

年度以降損失計上となっている状況にあることから、病院全体の損益の

発生原因を明確にするために、診療科及び部門（以下「診療科等」という。）

で発生した費用についても、前年同月比較あるいは累計比較を行うのみ

ならず、増減が著しい診療科等について、その原因分析が必要と考える。

具体的には、診療科等が責任を負うべき費用項目である、薬品費及び診療

材料費、職員給与費、減価償却費について、次のとおり分析すべきである。 

 

ア）医業収益に対する薬品費、診療材料費の比率分析 

 

医業収益は診療報酬点数表で法定されているため、薬品費及び診療材

料費を低減させる、すなわち医業収益に対する薬品費、診療材料費の比率

が低いほど、利益は増加する。そのため、薬品費、診療材料費毎に医業収

益に対する比率を算出し、前年同月比較あるいは累計比較を行い、著しい

変動について、原因が単価であれば購買部門、消費量であれば診療科等で

原因が正当であるかの確認、改善策の検討を行う必要がある。 

なお、診療科等の薬品費及び診療材料費の金額を把握するためには、

「物品供給リスト」を利用することが考えられる。しかし、次表のとおり

平成 30年度の試算表（損益計算書）計上額に対して、薬品費 171百万円、

診療材料費 1,402 百万円の差額が生じている。当該差額は主に診療科等

へ直接納品された薬品及び診療材料と考えられるとのことである。 

（単位：円） 

 試算表 物品供給リスト 差額 

薬品費 3,023,145,701 2,851,603,901 171,541,800 

診療材料費 2,144,976,894 741,987,315 1,402,989,579 

出典：試算表及び物品供給リスト 

 

また、薬品については、「物品供給リスト」2,851 百万円のうち、供給

先が調剤室あるいは薬局となっているものが 1,162 百万円あるが、当該

薬品は最終的には診療科等へ供給、消費されるものである。 

そのため、一定金額以上の薬品及び診療材料については、どの診療科等

で購入、消費したかの把握方法も検討すべきである。 
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イ）職員給与費及び減価償却費の分析 

 

職員給与費は職員の新規採用によって、また減価償却費は医療機器の

導入によって、医業収益の変動とは無関係に発生するため、あらかじめ発

生額が想定可能である。そのため、想定した費用の発生金額と実績金額と

比較して、著しく乖離した場合、その原因調査が必要である。 

 

 

2 現改革プラン（岡崎市病院事業改革プラン） 

 

(1) 概 要 

 

① 岡崎市民病院（岡崎市病院事業）改革プランの経緯 

 

岡崎市民病院は、総務省が平成 19 年 12 月に策定した「公立病院改革

ガイドライン」に沿って、平成 21 年 2 月に「岡崎市民病院改革プラン」

を策定し、経常収支の黒字化を目指し努力してきた。 

平成 23年 3月には、「がん治療の充実」や「外来機能の高度化」、「慢性

的な病床不足の解消」を目的に、西棟・救命救急センター棟の建設、既設

棟の再編改修を行うことを盛り込み、平成 27年度までを計画年度として

改訂した。 

その後、平成 27年 3月に総務省から新公立病院改革ガイドライン（以

下「新ガイドライン」という。）が示され、平成 28年 3月と平成 29年 2

月に改訂を行った。 

現改革プランは、平成 30年 8月に策定した将来ビジョンの考えを、平

成 29年改革プランの 4つの視点に反映させたものである。 
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② 新ガイドラインについて 

 

「新ガイドライン」の概要は次のとおりである。  
・病院事業を設置する地方公共団体は、下記により新公立病院改革プランを策定し、
病院機能の見直しや病院事業経営の改革に総合的に取り組む。  

・新改革プランは、都道府県が策定する地域医療構想の策定状況を踏まえつつ、平成
27年度又は平成28年度中に策定する。（策定年度あるいはその次年度から平成32年
度までの期間を対象） 

 視点１ 地域医療構想を踏まえた役割の明確化  

・今般の改革は地域医療構想（以下「構想」という。）の実現に向けた取組と並行し
て行われるものであることから、公立病院の果たすべき役割を従来にも増して精査
すること。  

・立地条件や求められる医療機能の違いを踏まえつつ、以下の点を明確にすべき。 

 ① 地域医療構想を踏まえた当該病院の果たすべき役割 

○構想においては、構想区域（二次医療圏を原則とし設定）における機能区分毎
の将来の病床必要量等が示され、これに基づき地域の医療提供体制の目指すべ
き姿が明らかにされる。 

○公立病院は、構想を踏まえ、地域の医療提供体制において果たすべき役割を明
確にすることが必要。その際、構想と整合性のとれた形で公立病院の将来の病
床機能のあり方を示すなど具体的な将来像が示されていなければならない。  

出典：新公立病院改革ガイドライン 

 

現改革プラン策定の趣旨は次のとおりである。 

 

岡崎市は第 6次岡崎市総合計画において、将来に向けて誇りと安心をもって住み続
けられるまちづくりを目指すとしており、当院は、住民にとって身近で利用しやすい
地域医療体制を構築し、本市の安全・安心を担う重要な都市機能の一つと位置づけら
れています。  

岡崎市民病院の使命は、西三河南部東医療圏で唯一の、がん診療を含めた高度急
性期医療を担う中核病院として機能し、地域住民が生命や健康を維持できること
で、安心・安全な社会づくりに貢献していくことです。 

2020年4月には藤田医科大学岡崎医療センターの開設が予定されており医療需要が
大きく変わることが想定されます。 

こうした中、2015年3月に総務省から新公立病院改革ガイドラインが示され、岡崎
市民病院の改革プランも新公立病院改革ガイドラインが示す「経営の効率化」、
「再編・ネットワーク化」「経営形態の見直し」、「地域医療構想を踏まえた役割
の明確化」の4つの視点から2016年3月と2017年2月に改訂しています。 

今回の改訂は、2019年4月1日からの愛知県がんセンター愛知病院の岡崎市への経
営移管に基づき2018年8月に策定した「岡崎市病院事業将来ビジョン」の考えを、
2020年度までの計画を定めた岡崎市病院事業改革プラン（2016～2020年度版）の4つ
の視点に反映させるものです。 

出典：現改革プラン 
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(2) 改革プランにおける成果指標の設定について（意 見） 

 

現改革プランにおいては、健全かつ効率的な病院経営を実現するため、又

は岡崎市民病院のあるべき方向性を示すため、次の項目について数値目標

を設定している。目標値は現改革プランの各期間毎に設定されているが、令

和2年度の目標数値は次のとおりである。 

 

目的 指標 岡崎市民病院 愛知病院 

経営効率化 医業収支比率（％） 93.7 

経常収支比率（％） 98.8 

病床利用率（％） 86.9 90.0 

急性期病院
の強化 

平均在院日数（日） 11.0 20.0 

新入院患者数（人） 19,200 - 

紹介患者数（人） 26,500 - 

紹介率（％） 75.0 - 

逆紹介率（％） 76.0 100.0 

入院平均単価（円） 67,000 25,000 

外来平均単価（円） 23,000 - 

出典：現改革プラン 

 

また、定量的な数値目標とは別に、現改革プランの策定期間内に達成すべ

き目標に対する施策を定めたうえで、両病院共通あるいは病院毎に具体的

な取組方針を記載している。 

上記の定量的な指標については実績値を年度別に計測し、岡崎市民病院

内部における評価及び岡崎市病院事業経営会議における外部意見の聴取を

行うことでその達成状況をモニタリングしている。 

これら現改革プランの取組に対する成果指標の設定や評価方法について

確認したところ、次の問題点が確認された。 
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【現状の問題点】 

岡崎市民病院のホームページにて平成29年度の成果指標を確認したとこ

ろ、平成29年改革プランにおいて定量化目標として定めた指標と比較して、

「新入院患者数」が公表されていない状況となっている。また、入院平均単

価は「入院1人1日当たりの収益」、外来平均単価は「外来1人1日当たりの収

益」と両者の指標名が一致していないため、市民にとって容易に理解しづら

いものとなっている。 

さらに、現改革プランに記載された「取組」（例えば「がん診療の質・量

の充実・発展」、「急性期から終末期までの緩和医療の充実」、「高度急性

期医療への医療資源の集中、へき地診療所への代診医の派遣」など）につい

ては定量化による成果指標への落とし込みがなされていないため、各取組

方針の達成状況について客観的な視点から確認することができない状況に

ある。 

【解決の方向性】 

現改革プランの進捗状況を明確にするため、岡崎市民病院のホームペー

ジにて公表する成果指標は、現改革プランに記載されている定量的な数値

目標と一致させる必要がある。 

また、今後の改革プランの策定時においては、「取組方針」に記載された

項目について、できるだけ定量化による成果指標への落とし込みを行い、そ

の達成状況を市民に公表することが望ましい。 

 

(3) 医療の質及び全体最適の観点に基づく成果指標の設定について 

（指 摘） 

 

新ガイドラインにおいては、「当該公立病院が、その果たすべき役割に沿

った医療機能を十分に発揮しているかを検証する観点から、適切な医療機

能等指標について、数値目標を設定する」と記載されている。このように、

現改革プランでは医療機能・医療品質にかかる指標の設定を求めているこ

とからも、医療の質を指標で管理することの重要性は着実に高まっている。 

岡崎市民病院においては、「地域住民から信頼され、期待される病院であ

ること」を達成する目的で、平成26年度に各局幹部からなる病院活性化会議

を創設し、病院活力総合本部（GHQ）を設置した。この中では、病院全体が

同じ目標達成に向かって一丸となるために、個々の達成目標を病院全体と

して監視・評価する習慣を身につけることを目的としていた。 

GHQが設定した、病院全体の戦略マップは次のとおりである。 
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出典：第40回 岡崎市民病院経営会議資料 

 

また、上図右下の「病院の質向上」を大目標として設定された戦略及びKPI

は次のとおりである。 

   



42 

 

中目標 小目標 戦略 KPI 成果指標 

ス タ ッ
フ充実 

医療職確保 医師計画数確保 各診療科至適医師数と
現有医師数との差 

不足医師数の減少 

看護師計画数確
保 

正規看護職数 707名（17名増員） 

薬剤師計画数確
保 

採用人数 4人 

技師・専門職計
画数確保 

採用人数 診療放射線技師・臨
床検査技師・作業療
法士各1名 

良質研修医確保 フルマッチ研修医数 100％上位マッチの
増加 

医師事務作業補
助士確保 

医師事務作業補助士数 平成29年度＞平成
28年度（期首） 

看護助手数確保 病棟看護助手数 100％ 

職 員 資
質向上 

経営意識浸透 医師インセンテ
ィブ↑ 

コミュニケーションシ
ートの得点 

平均点56以上 

患 者 満
足向上 

患者満足度調
査 

安定した調査継
続 

調査実施率、回収率 退院アンケート回
収率＞60％ 

病 院 機
能向上 

休日機能向上 休日開業模索 週末DM教育入院数 平成28年度＞平成
27年度（計） 

入院支援セン
ター 

センター利用者
数↑ 

入院支援・対象診療科
数 

平成29年度内、全予
定入院診療科を対
象に実施 

休日リハ強化 リハビリ件数↑ リハビリ対応患者数 土曜日対応新患者
数前年度比10％増 

出典：第40回 岡崎市民病院経営会議資料 

 

【現状の問題点】 

過去にはこのような取り組みがなされたものの、GHQは一定の役割を終え

たとの理由により、平成29年度をもって発展的解消に至っている。 

GHQ解消後、会議体としては改革推進会議が後継とされているが、同会議

では上図のようなプロセス指標の設定・モニタリングはなされていない。現

状においては、指標の設定そのものが各部局（医局・看護局・薬局など）に

任されている状況とのことである。 

各部局は拡大幹部会議において当年度の目標及び戦略を示している。し

かし、同会議において示されている指標値は、その数及びその深度について

各部局毎に大きな差異が生じている状況にある。 
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したがって、各部局においてこれらの指標値を達成したとしても上記の

ような病院全体の経営の安定化や、病院全体のビジョン・ミッションを果た

しているかどうかの観点からその良否を評価することができない状況にあ

ると認められる。 

例えば、部局の目標として新たな施設基準あるいは加算の取得を目指す

場合、当該目標の達成によって収入は増加する。その一方で、新たに体制を

整備する必要があれば、費用も増加する。この場合、新たに発生する費用が

収入を上回る場合には損失が発生することとなり、部局としての目標は達

成できたとしても、病院全体の経営の安定化の観点からはむしろマイナス

であると考えられる。 

 

【解決の方向性】 

今後の新たな改革プランの策定においては、以前のGHQにおける検討結果

及び岡崎市民病院と市立愛知病院の機能の特長を踏まえ、厚生労働省の「医

療の質の評価・公表等推進事業」への参加団体が用いている指標などを参考

に、よりプロセスを意識した指標を設定するとともに、病院全体の経営の安

定化・病院全体のビジョン・ミッションを果たしているかどうかの観点から、

成果指標を設定し公表すべきである。 

 

(4) 経営の効率化に関連した指標の設定について（指 摘） 

 

新ガイドラインにおいては、経営の効率化は地域の医療提供体制を確保

し、良質な医療を継続的に提供していくためには、避けて通れないものと位

置付けている。このため、経営指標について、全国の公立病院、民間病院の

状況も参考にしつつ、原則として個々の病院単位を基本として現改革プラ

ン対象期間末時点における数値目標を定めることとしている。 

新ガイドラインにおいて明示されている経営指標のうち、経費削減に係

るものとしては、「材料費・薬品費・委託費・職員給与費・減価償却費など

の対医業収益比率、医薬材料費の一括購入による○％削減、100 床当たり職

員数、後発医薬品の使用割合」が参考として記載されている。 

 

【現状の問題点】 

経費領域については、岡崎市病院事業経営会議において、上記の一部数値

につき、過去 5年間の実績値の報告がなされている。 

しかし、岡崎市民病院はもともと経費削減に関する数値目標を設定して

いない。したがって、目標値と実績値の比較検討といったモニタリングにつ



44 

 

いても実施されていない。 

岡崎市民病院は平成 26年度以降 5期連続して経常赤字が生じている。ま

た、現改革プラン終了年度の令和 2 年度においても岡崎市病院事業は経常

赤字が見込まれる損益計画となっている。 

そのことを考慮すれば、新ガイドラインが示すような経費削減のための

経営指標を設定し、経営の効率化を図ることは喫緊の課題である。 

 

【解決の方向性】 

少なくとも現在、岡崎市病院事業経営会議において報告されている経費

に関する各比率（材料費対医業収益比率、薬品費対医業収益比率、診療材料

費対医業収益比率、経費対医業収益比率、委託料対医業収益比率）について

は管理指標として設定し、数値目標と実績の管理を行うべきと考える。 

また、現改革プランにおいては現在、経費に関する指標について目標値が

示されていない。今後の改革プランの策定においては、岡崎市民病院と市立

愛知病院において設定された成果指標について、経営の効率化という視点

から、経費領域において管理すべき指標がないか検討すべきである。 

特に職員給与費対医業収益比率については、他の愛知県内公立病院（豊橋

市民、公立陶生、一宮市民、春日井市民、小牧市民、市立半田）との比較に

おいて最も高い数値を示していることから、同比率の要因分析を行った上

で、達成すべき数値目標の設定及び具体的な改善策を同プランに反映させ

ることが必要である。 

 

(5) 地域医療支援病院の要件に着目した成果指標の設定について 

（意 見） 

 

地域医療支援病院とは、医療施設機能の体系化の一環として、患者に身近

な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対

する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域医療

を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療

の確保を図る病院としてふさわしい構造設備等を有するものについて、都

道府県知事より個別に承認された病院である。 

岡崎市民病院は平成21年9月11日付で地域医療支援病院として承認を受

けており、ホームページにて「地域医療支援病院基本方針」として、次の役

割を担うことを宣言している。 
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・紹介患者中心の医療を提供すること。 

・建物、設備、医療機器等を地域の医師等が利用できる共同利用体制を整

備し実施すること。 

・救急医療を提供すること。 

・地域の医療従事者に対する研修を実施すること。 

 

上記の成果を示す実績数値は、直近では「平成29年度業務報告書」として

愛知県のホームページで公表されている。 

 

【現状の問題点】 

上記のホームページで公表されている実績数値のうち、紹介率（逆紹介率）

が示す「紹介患者に対する医療の提供」を除く3つの役割に対する指標につ

いて、岡崎市民病院内における成果指標の設定及びモニタリングが欠けて

いる。 

 

【解決の方向性】 

地域医療支援病院として求められる、「建物、設備・医療機器等の共同利

用の実施」、「救急医療の提供」、「地域の医療従事者に対する研修の実施」

という役割は、地域の医療機関との連携をより促進する意味で、また、地域

全体の医療提供能力の底上げを担う意味でも重要な項目である。 

したがって、今後の新たな改革プランの策定においては、次の指標を成果

指標として設定、公表することが望まれる。 

 

・医療機器の共同利用の実施を促進させる取組 

例：共同利用を行った医療機関の延べ機関数 

 

・救急医療の提供 

例：救急患者の延べ数、保有する救急用自動車の出動回数 

 

・地域の医療従事者に対し、教育の機会を提供する取組 

例：地域の医療従事者への研修の実施回数（参加人数） 
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(6) アクションプランの作成について（意 見） 

 

事業計画を策定する場合には、確認された課題に対し改善施策を講じて

いくため、改善に向けてどのように職員が取り組んでいくかを整理した「ア

クションプラン」を作成する方法が一般的である。アクションプランには、

様々な取組について、5W1H 「いつ（When）、どこで（Where）、誰が（Who）、

何を（What）、なぜ（Why）、どのように（How）」を明示し、実行管理の時

点においてもアクションプランを活用することで、事業計画の実効性を高

めることができる効果がある。 

全国の各公立病院がこれまでに策定した改革プランに対する評価資料を

確認したところ、改革プラン策定時において、課題に対する改善施策の実行

にスムーズに着手できなかった病院があり、その原因を整理したところ、主

な理由として次の3つが挙げられた。 

 

・改善施策はあっても病院全体で取組に着手するためのステップ（アクシ

ョンプラン）が明確になっていなかった。 

 

・取組が部門や担当者任せになり、PDCAサイクル（計画（Plan）→実行（Do）

→評価（Check）→改善（Action））で管理する仕組みを病院内で設け

ていなかった。 

 

・アクションプランの数が多すぎ、病院の課題の重要性に関係なく取組に

着手しようとしたために取組内容が浅くなってしまった。 

 

【現状の問題点】 

現改革プランには次の取組が記載されている。 

・愛知県がんセンター愛知病院の機能移管に伴う機能再編 

・医療 

・人事関係 

・経費節減 

・その他 

 

しかし、これらの取組に対するアクションプランについての記載がない

ため、誰が（どの部門が）、どのように、いつまでに取組を開始するかが明

確となっていない。 

 



47 

 

【解決の方向性】 

例えば、「愛知県がんセンター愛知病院の機能移管に伴う機能再編」につ

いては、ビジョンにおいて「機能再編の必要性と効果」として、「適切な人

員配置/放射線治療機器・大型医療機器の重複機能の集約による効率的な病

院運営が可能」とされている。 

この取組を実行していくために、次のようなアクションプランを作成す

る必要がある。 

 

・開示すべき指標を明確にする。 

例えば、「放射線治療機器・大型医療機器の重複機能の集約による効

率的な病院運営」に関する開示すべき指標として、「放射線治療装置利

用件数の推移」、「MRI及びRI撮影件数の推移」を指標とする。 

 

・指標についてどのような方法（会議体）で開示するかを定める。 

・指標を開示する頻度（四半期・半期等）を定める。 

・この取組の実施主体を明確にする。 

・いつから取組をスタートするかを明確にする。 

 

改革プランに記載された取組をいち早く実効性あるものにしていくため

に、適切な範囲と内容を考慮したアクションプランを策定することが望ま

れる。 

 

(7) 中長期損益計画の策定について（意 見） 

 

現改革プランでは、計画最終年度である令和2年度において経常損益は赤

字であるものの、企業債元金償還の一般会計負担金に係る長期前受金戻入

を一部、特別利益として計上しており、それをあわせた純損益は黒字となる

ことを見込んでいる。 

新ガイドラインでは、経営の効率化における「経常収支比率に係る目標設

定の考え方」として、対象期間中（令和2年度まで）に経常黒字化する数値

目標を定めるべきとされている。 
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公立病院が、地域の医療提供体制の中で、適切に役割を果たし良質な医療を提供してい
くためには、一般会計から所定の繰出が行われれば「経常黒字」となる水準を早期に達成
し、これを維持することにより、持続可能な経営を実現する必要がある。  

このため新改革プランにおいては、公立病院が担っている不採算医療等を提供する役割
を確保しつつ、対象期間中に経常黒字（すなわち経常収支比率が100%以上）化する数値目
標を定めるべきであり、仮にそれが著しく困難な場合には、経常黒字化を目指す時期及び
その道筋を明らかにするものとする。  

出典：新ガイドライン 

 

【現状の問題点】 

平成29年改革プランにおいては、岡崎市民病院のみの収支計画が記載さ

れており、当該計画では令和2年度において経常黒字化する計画であった。

しかし、平成30年度の実績値は平成29年改革プランにおける計画値と比較

して、下記のとおり大きく下方に乖離している。 

             （単位：百万円） 

 
平成30年度計画 

（従前）① 

平成30年度実績 

② 

差異 

(②－①) 

医業収益 20,491 19,359 △1,132 

医業費用 21,285 20,834 △451 

医業損益 △793 △1,474 △681 

経常損益 △118 △516 △398 

純損益 212 △260 △473 

出典：平成29年改革プラン及び平成30年度損益計算書  

 

この点につき、主な損益乖離要因と金額に関する岡崎市民病院の説明は

次のとおりである。 

 

主な損益修
正要因 

収支に対する
概算影響額 

左記に関する岡崎市民病院の説明 

入院収益 △680百万円 入院単価は上振れ（計画61,340円に対し実績62,570

円）した一方、入院患者数は下振れ（計画227,760人
(624人/日×365日)に対し実績212,403人）した状況
にある。 

外来収益 △75百万円 外来単価は上振れ（計画18,360円に対し実績19,328

円）した一方、外来患者数は下振れ（計画308,660人
（1,265人/日×244日）に対し実績289,278人）した
状況にある。 

その他医業
収益 

△375百万円 入院収益及び外来収益の減少に伴うもの   
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主な損益修
正要因 

収支に対する
概算影響額 

左記に関する岡崎市民病院の説明 

職員給与費 △124百万円 計画 前期比ほぼ横ばい 

実績 職員数増加による増（平成30年4月に消火器内
科、平成30年7月に呼吸器外科の入院機能を愛知病院
から先行して移管しており、同診療科の医師の移動
によるもの及び統合準備のための事務職員配置によ
るもの） 

給与改定による増 

材料費 ＋218百万円 入院及び外来収益の減少による薬品費の減少 

経費 ＋322百万円 経費対医業収益比率は施設管理委託料の減少によ
り、平成29年度実績より減少している。 

但し、今後（令和元年度）は施設管理委託料の増加
が予想される。 

 

新ガイドラインでは、自らの経営上の課題を十分に分析し、課題解決の手

段としてふさわしい数値目標を定めることとされている。平成29年改革プ

ランは目標値として高い水準を設定したため実績との乖離が生じたとのこ

とであるが、非現実な目標設定であるとしても、実績との比較分析を行い、

今後の損益改善を行うために何が必要かの特定を行わなければ、長期の収

支計画を立てた意味がない。 

上表の岡崎市民病院の説明は、入院収益及び外来収益については単価及

び患者数の増減のみである。また、その他医業収益については個室の室料あ

るいは文書（各種診断書、証明書等）の料金であるため、個室の利用者数、

文書の発行数で説明する必要があると考える。そのため、平成29年改革プラ

ンについては計画と実績の分析や、現改革プランの策定に資するような評

価が十分に行われたとは言い難い状況にある。 

実際に現改革プランを発出するにあたっては、ほぼ平成29年改革プラン

における収支計画を踏襲して作成したとのことであるが、収支計画及びそ

の前提としての目標設定や目標達成に向けた具体的な取組策について、検

討が不十分である印象は否めない。 

 

【解決の方向性】 

まずは新ガイドラインに従い、純損益ではなく経常損益の黒字化を目指

す時期及びその道筋を明らかにすべきである。岡崎市民病院としては「市民

から選ばれる病院」になることが健全な病院経営を行っていく上で最も重

要とし、数値目標として「新入院患者数」と「紹介率」の前期比 10％増加

を掲げているが、この目標のみでは短期的な視点に留まっており、中長期的

に経常黒字を達成するためには、経営指標に対してより網羅的な目標数値
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の設定を行う必要がある。 

岡崎市病院事業における外部環境の変化（藤田医科大学岡崎医療センタ

ーの進出）は、中長期において損益の面では低下をもたらす要因と考えられ

る。したがって、現実的な目標設定としては経常損益の黒字化には長期間を

要すると考えざるを得ない状況であり、中長期の目標設定値に基づいた損

益計画を策定し、今後の進捗に応じて適時に見直し、収支改善につなげる活

動を実施していくことが望まれる。 

 

(8) 最適な経営形態の検討について（意 見） 

 

現改革プランでは、経営形態の見直しについて次の方針が示されている。 

 

○経営形態については、本市病院事業の地方公営企業法の財務規程等一部適用の他に、地
方公営企業法の全部適用や地方独立行政法人化、指定管理者の指定、民間への事業譲渡
などがあります。 

○自治体病院として、不採算部門の運営が不可欠であることから、事業譲渡による民営化
や指定管理への移行は難しいと考えます。地方公営企業法の全部適用や地方独立行政法
人化については、医療スタッフの確保という面から研究すべき点はありますが、現在の
地方公営企業法の一部適用を継続する中で、全部適用や地方独立行政法人化と同等のメ
リットが得られるよう取組を成果あるものとして、一層の改革を推進します。 

○今後の環境変化などにより、大きく経営の方向性を転換する場合は、必要に応じて地方
公営企業法の全部適用や地方独立行政法人の経営形態について検討していきます。 

出典：現改革プラン 

 

新ガイドラインでは、「経営形態の見直し」について次の説明がなされて

いる。 

 

① 経営形態の見直しに係る計画の明記  

新改革プランにおいては、民間的経営手法の導入等の観点から行おうとする経営形態の
見直しについて、新経営形態への移行計画の概要（移行スケジュールを含む。）を記載す
る。  

なお、前ガイドラインによる公立病院改革プランに基づき、既に経営形態の見直しに取
り組んでいる場合には、現在の取組状況や成果を検証するとともに、更なる見直しの必要
性について検討する。  

② 経営形態の見直しに係る選択肢と留意事項  

経営形態の見直しに関し、考えられる選択肢並びにその利点及び課題などの留意事項は
次のとおりである。（中略）  
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1）地方公営企業法の全部適用  

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）の全部適用は、同法第2条第3項の規定により、
病院事業に対し、財務規定等のみならず、同法の規定の全部を適用するものである。こ
れにより、事業管理者に対し、人事・予算等に係る権限が付与され、より自律的な経営
が可能となることが期待されるものである。  

ただし、地方公営企業法の全部適用については、比較的取り組みやすい反面、経営の
自由度拡大の範囲は、地方独立行政法人化に比べて限定的であり、また、制度運用上、
事業管理者の実質的な権限と責任の明確化を図らなければ、民間的経営手法の導入が不
徹底に終わる可能性がある。  

このため、同法の全部適用によって所期の効果が達成されない場合には、地方独立行
政法人化など、更なる経営形態の見直しに向け直ちに取り組むことが適当である。 

2）地方独立行政法人化（非公務員型）  

非公務員型の地方独立行政法人化は、地方独立行政法人法の規定に基づき、地方独立
行政法人を設立し、経営を譲渡するものである。地方公共団体と別の法人格を有する経
営主体に経営が委ねられることにより、地方公共団体が直営で事業を実施する場合に比
べ、例えば予算・財務・契約、職員定数・人事などの面でより自律的・弾力的な経営が
可能となり、権限と責任の明確化に資することが期待される。（以下省略）  

出典：新ガイドライン 

 

上記のとおり、岡崎市病院事業は地方公営企業法の部分適用を継続する

こととしているが、近年、医療を取り巻く環境は急激に変化している。岡崎

市病院事業においても、愛知県がんセンター愛知病院の経営移管により市

立愛知病院が平成31年4月からスタートし、かつ藤田医科大学岡崎医療セン

ターが令和2年4月より開院を予定しているなど、大きな環境変化が予想さ

れている。 

愛知県地域医療構想においては、2次医療圏毎に令和7年の病床の必要数

を推計しており、また同医療圏毎の病床機能報告の制度が整備されている

ことが示すように、今後は地域毎の病床機能報告に応じた医療資源を常に

最適な水準で投入することが求められている。 

そのためには、必要な医療従事者の確保に加え、常に高い医療の質と安全

性を提供できる体制を適時柔軟に構築できる組織づくりがより重要となっ

てくると考えられる。また、職員の意識改革や専門性の向上の観点から、最

適な経営形態が何かについて検討することも有用であると考えられる。 

 

【現状の問題点】 

岡崎市民病院における経営形態の検討は、平成27年8月に開催された経営

会議において議論がなされて以来、環境の変化に対応した十分な検討がな

されているとは言い難い状況にある。 

また、市立愛知病院の統合に際しては、統合後における組織及び経営形態

の議論が十分になされないまま、愛知県との協議及びオペレーションの統
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合がなされた事実が認められる。 

(7) 中長期損益計画の策定についてに記載のとおり、岡崎市病院事業に

ついては現改革プラン終了年度である令和 2 年度において経常黒字化して

おらず、かつ中長期計画が存在しないことから、「経営の効率化を図り、安

定的な病院経営を目指す」といった視点からの取組が不十分であると考え

られる。 

 

【解決の方向性】 

現在の岡崎市病院事業の経営環境の変化、加えて将来にわたり経常黒字

化する見通しが立っていない状況を考慮すると、現行の経営形態（地方公営

企業法の部分適用）において十分な経営効率化が図られるかどうか検証す

る必要がある。 

現行の経営形態では経常黒字化する年度が明確に示すことができないな

ど、十分な経営効率化を図ることが困難な場合、新改革ガイドラインにもあ

るように、現行の経営形態の見直しの必要性について検討することが望ま

れる。 

 

(9) 経営形態の見直しに向けた提言（意 見） 

 

(8) 最適な経営形態の検討についてにおいて、現行の経営形態（地方公営

企業法の部分適用）において十分な経営効率化が図られているかどうか検

証し、十分な効率化を図ることが困難な場合、現行の経営形態の見直しの必

要性について検討することを提言している。 

十分な経営効率化が図られているかどうかについては、病院の置かれて

いる外部環境、内部環境等個別の事情により大きく影響を受けるものであ

り、計数を単純に比較して評価できるものではないことは十分理解してい

る。ここでは、経営効率化を検証する第一歩として、公表されているデータ

をもとに、岡崎市民病院と同規模の地方独立行政法人とを比較してみるこ

ととする。 

 

  



53 

 

① 地方独立行政法人との比較 

 

ア）同規模の地方独立行政法人の抽出 

 

平成29年度において地方独立行政法人であって、平成25年度に病床数

が500床以上の一般病院を対象とした。一般病院の500床以上を対象とし

た理由は、岡崎市民病院を総務省の経営規模別区分に当てはめた場合、一

般病院の500床以上に該当するためである。 

ID 

都道
府県
名 

平成25年度 平成29年度 
移行 

時期 団体名 施設名 
事業
形態 

病床
数 

団体名 施設名 
病床
数 

☆ 
愛知
県 

岡崎市 
岡崎市民
病院 

一部
適用 

700 岡崎市 
岡崎市民
病院 

715  

 

具体的には、総務省ホームページの「病院事業決算状況・病院経営分析

比較表」（以下「病院事業比較表」という。）の「平成29年度」の「48.独

立行政法人」の一覧に記載されており、そのうち平成25年度の病床数が

500床以上の一般病院を抽出した。対象とした病院は次のとおり18先であ

る。なお、平成25年度時点では事業形態が地方独立行政法人でない病院に

ついては地方独立行政法人への移行時期を記載している。 

 

ID 

都道
府県
名 

平成25年度 平成29年度 
移行 

時期 団体名 施設名 
事業
形態 

病床
数 

団体名 施設名 
病床
数 

A 
山形
県 

(地独)山
形県・酒
田市病院
機構 

日本海総
合病院 

地独 646 

(地独)山
形県・酒田
市病院機
構 

日本海総
合病院 

646 

 

B 
千葉
県 

旭市 

総合病院
国保旭中
央病院 

全部
適用 

989 

(地独)総
合病院国
保旭中央
病院 

(地独)総
合病院国
保旭中央
病院 

989 
平成 

28年4月 

C 
東京
都 

（地独）
東京都健
康長寿医
療センタ
ー 

（地独）東
京都健康
長寿医療
センター 

地独 550 

（地独）東
京都健康
長寿医療
センター 

（地独）東
京都健康
長寿医療
センター 

550 

 

D 
山梨
県 

(地独)山
梨県立病
院機構 

県立中央
病院 

地独 651 

(地独)山
梨県立病
院機構 

県立中央
病院 

647  

E 
岐阜
県 

(地独)岐
阜県総合
医療セン
ター 

岐阜県総
合医療セ
ンター 

地独 590 

(地独)岐
阜県総合
医療セン
ター 

岐阜県総
合医療セ
ンター 

604  
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ID 

都道
府県
名 

平成25年度 平成29年度 
移行 

時期 団体名 施設名 
事業
形態 

病床
数 

団体名 施設名 
病床
数 

F 
岐阜
県 

(地独)岐
阜県立多
治見病院 

多治見病
院 

地独 627 

(地独)岐
阜県立多
治見病院 

多治見病
院 

575  

G 
静岡
県 

(地独)静
岡県立病
院機構 

静岡県立
総合病院 

地独 720 

(地独)静
岡県立病
院機構 

静岡県立
総合病院 

712  

H 
静岡
県 

静岡市 
静岡市立
静岡病院 

一部
適用 

506 

(地独)静
岡市立静
岡病院 

(地独)静
岡市立静
岡病院 

506 
平成 

28年4月 

I 
京都
府 

(地独)京
都市立病
院機構 

京都市立
病院 

地独 548 

(地独)京
都市立病
院機構 

京都市立
病院 

548  

J 
大阪
府 

(地独)大
阪府立病
院機構 

急性期・総
合医療セ
ンター 

地独 768 

(地独)大
阪府立病
院機構 

大阪急性
期・総合医
療センタ
ー 

768  

K 
大阪
府 

(地独)大
阪府立病
院機構 

成人病セ
ンター 

地独 500 

(地独)大
阪府立病
院機構 

大阪国際
がんセン
ター 

500  

L 
大阪
府 

大阪市 
総合医療
センター 

全部
適用 

1063 

(地独)大
阪市民病
院機構 

総合医療
センター 

1063 
平成 

26年10月 

M 
大阪
府 

東大阪市 総合病院 
全部
適用 

573 

(地独)市
立東大阪
医療セン
ター 

(地独)市
立東大阪
医療セン
ター 

547 
平成 

28年10月 

N 
兵庫
県 

(地独)神
戸市民病
院機構 

中央市民
病院 

地独 700 

(地独)神
戸市民病
院機構 

中央市民
病院 

768  

O 
広島
県 

広島市 
広島市民
病院 

全部
適用 

743 

(地独)広
島市立病
院機構 

広島市民
病院 

743 
平成 

26年4月 

P 
広島
県 

広島市 
安佐市民
病院 

全部
適用 

527 

(地独)広
島市立病
院機構 

安佐市民
病院 

527 
平成 

26年4月 

Q 
山口
県 

(地独)山
口県立病
院機構 

県立総合
医療セン
ター 

地独 504 

(地独)山
口県立病
院機構 

県立総合
医療セン
ター 

504  

R 
長崎
県 

佐世保市 

佐世保市
立総合病
院 

全部
適用 

594 

(地独)佐
世保市総
合医療セ
ンター 

(地独)佐
世保市総
合医療セ
ンター 

594 
平成 

28年4月 

（注）表中、地方独立行政法人を「（地独）」と記載している。 
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イ）診療収入と損益の比較 

 

過去5年間の診療収入とそれに係る費用を差し引いた損益の推移を比

較して検討する。 

減価償却費は医療機器等への投資を使用期間で負担する費用であり会

計上重要な費用であるが、ここでは設備投資の影響を考慮しないで、診療

によって得られる収入とそれに係る費用（職員給与費、材料費、経費）を

差し引いた損益を算定して比較することとする。 

 

ⅰ）岡崎市民病院の診療収入と費用と損益 

 

岡崎市民病院における「病院事業比較表」の平成25年度～平成29年度

の診療収入と職員給与費、材料費、経費を転記し、増減率（平成25年度

と平成29年度の比較）を算定した。また、診療収入から職員給与費、材

料費、経費を差し引いて損益を算定するとともに、増減率（平成25年度

と平成29年度の増減額を平成25年度の絶対額で除した率）を算定し、次

の表を作成した。 

 

【岡崎市民病院】                     （単位：百万円、△はマイナス） 

項 目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 増減率 

診療収入 17,253 17,201 17,356 17,747 17,782 3.1% 

職員給与費 9,160 9,434 9,541 10,117 10,039 9.6% 

材料費 4,498 4,375 4,583 4,692 4,812 7.0% 

経費 3,141 3,145 3,174 3,274 3,392 8.0% 

損益 454 247 58 △336 △461 △201.5% 

 

ⅱ）地独類似平均の診療収入と費用と損益 

 

上記の地方独立行政法人18先（以下「地独類似」という。）における

「病院事業比較表」の平成25年度～平成29年度の各病院の診療収入と

職員給与費、材料費、経費を転記し、各病院の増減率（平成25年度と平

成29年度の比較）と各年度の平均値（A～Rの単純平均）を算定し、次の

表を作成した。なお、年度途中に地方独立行政法人に移行した場合等、

財務数値に通常でない要素が含まれていることが想定されるが、概ね

の傾向を把握することを目的としているため、「病院事業比較表」に掲

載されている数値をそのまま使用することとした。 
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【診療収入】                    （単位：百万円、△はマイナス） 

ID 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 増減率 

A 15,669 15,654 17,011 16,785 18,088 15.4% 

B 30,763 30,207 30,591 30,490 30,683 △0.3% 

C 10,424 10,971 12,049 12,349 12,659 21.4% 

D 15,375 15,946 18,764 19,008 19,752 28.5% 

E 18,797 19,621 20,199 20,619 21,148 12.5% 

F 14,957 15,116 15,517 15,849 16,473 10.1% 

G 20,550 21,930 23,491 24,921 26,357 28.3% 

H 17,036 17,765 18,853 17,282 17,421 2.3% 

I 13,041 13,697 14,063 15,363 16,174 24.0% 

J 23,246 24,037 25,675 26,147 26,759 15.1% 

K 13,974 14,830 17,224 18,177 20,266 45.0% 

L 28,719 15,564 32,358 34,199 35,641 24.1% 

M 11,405 12,067 12,455 6,530 13,604 19.3% 

N 28,393 29,082 30,253 32,024 34,038 19.9% 

O 25,861 27,190 28,940 28,939 29,312 13.3% 

P 13,762 14,649 15,003 15,574 16,266 18.2% 

Q 12,005 12,362 13,004 13,367 13,565 13.0% 

R 13,708 14,201 14,610 15,360 15,371 12.1% 

平均 18,205 18,049 20,003 20,166 21,310 17.1% 

 

【職員給与費】                         （単位：百万円） 

ID 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 増減率 

A 7,090 7,450 7,657 7,696 7,883 11.2% 

B 12,858 13,087 13,735 15,863 16,278 26.6% 

C 7,315 7,544 7,782 7,985 8,367 14.4% 

D 7,460 7,626 7,937 8,327 8,652 16.0% 

E 9,090 9,497 9,971 10,455 10,490 15.4% 

F 7,637 7,866 8,210 8,415 8,625 12.9% 

G 8,806 9,293 10,141 10,886 11,253 27.8% 

H 7,198 7,217 7,565 8,755 8,929 24.0% 

I 7,532 7,832 8,587 8,122 8,455 12.3% 

J 12,141 12,478 12,877 12,901 13,664 12.5% 

K 7,649 8,200 8,426 8,359 8,903 16.4% 

L 13,721 8,259 16,736 17,567 18,377 33.9% 

M 6,202 6,643 6,739 3,618 7,851 26.6% 

N 12,476 13,365 14,126 14,922 15,917 27.6% 

O 10,443 12,065 12,644 13,152 13,473 29.0% 

P 6,261 7,097 7,359 7,900 7,875 25.8% 

Q 6,635 6,994 7,715 7,432 7,724 16.4% 

R 5,671 6,355 6,729 7,737 8,106 42.9% 

平均 8,677 8,826 9,719 10,005 10,601 22.2% 
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【材料費】                     （単位：百万円、△はマイナス） 

ID 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 増減率 

A 4,077 4,053 4,644 4,611 5,159 26.5% 

B 10,765 10,018 9,761 9,225 9,485 △11.9% 

C 2,748 2,964 3,436 3,742 3,873 40.9% 

D 4,763 5,153 7,344 6,824 7,210 51.4% 

E 5,550 5,945 6,359 6,567 6,506 17.2% 

F 3,978 3,930 4,146 4,293 4,448 11.8% 

G 6,603 7,355 7,992 8,610 8,988 36.1% 

H 5,931 6,455 7,303 5,471 5,569 △6.1% 

I 3,286 3,191 3,539 4,125 4,590 39.7% 

J 7,121 7,411 8,153 8,499 8,851 24.3% 

K 4,676 5,164 6,471 7,479 8,290 77.3% 

L 8,095 4,378 9,899 10,909 11,167 37.9% 

M 3,101 3,143 3,221 1,707 3,470 11.9% 

N 8,750 8,863 9,456 10,230 11,262 28.7% 

O 8,731 9,221 10,834 10,575 10,382 18.9% 

P 3,894 4,193 4,791 4,874 4,981 27.9% 

Q 3,617 3,586 3,786 3,938 4,074 12.6% 

R 4,266 4,420 4,634 5,047 5,130 20.3% 

平均 5,553 5,525 6,432 6,485 6,858 23.5% 

 

【経費】                      （単位：百万円、△はマイナス） 

ID 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 増減率 

A 3,382 3,361 3,534 3,529 3,690 9.1% 

B 4,883 4,956 4,787 4,593 4,704 △3.7% 

C 3,553 2,899 2,970 2,967 3,014 △15.2% 

D 2,693 2,769 2,780 2,795 2,897 7.6% 

E 2,839 2,925 2,956 2,842 3,033 6.8% 

F 2,513 2,622 2,594 2,546 2,719 8.2% 

G 4,858 5,887 6,023 6,235 6,490 33.6% 

H 3,335 3,573 3,702 2,978 3,071 △7.9% 

I 3,117 3,325 3,294 3,244 3,400 9.1% 

J 3,811 3,981 3,810 3,965 4,185 9.8% 

K 2,514 2,448 2,393 3,348 2,871 14.2% 

L 7,016 2,573 4,953 5,439 5,737 △18.2% 

M 2,647 2,883 2,680 1,285 2,644 △0.1% 

N 6,450 6,394 6,417 6,888 6,831 5.9% 

O 6,007 5,319 5,436 5,499 5,589 △7.0% 

P 3,303 2,934 2,925 3,071 3,242 △1.8% 

Q 2,217 2,507 2,487 2,475 2,580 16.4% 

R 3,015 2,804 2,805 1,835 1,925 △36.2% 

平均 3,786 3,564 3,697 3,641 3,812 0.7% 
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上記の各病院の診療収入から職員給与費、材料費、経費を差し引いて

損益を算定するとともに、各病院の増減率（平成25年度と平成29年度の

増減額を平成25年度の絶対額で除した率）と各年度の平均値（A～Rの単

純平均）を算定し、次の表を作成した。 

 

【損益】                   （単位：百万円、△はマイナス（損失）） 

ID 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 増減率 

A 1,120 790 1,176 949 1,356 21.1% 

B 2,257 2,146 2,308 809 216 △90.4% 

C △ 3,192 △ 2,436 △ 2,139 △ 2,345 △ 2,595 18.7% 

D 459 398 703 1,062 993 116.3% 

E 1,318 1,254 913 755 1,119 △15.1% 

F 829 698 567 595 681 △17.9% 

G 283 △ 605 △ 665 △ 810 △ 374 △232.2% 

H 572 520 283 78 △ 148 △125.9% 

I △ 894 △ 651 △ 1,357 △ 128 △ 271 69.7% 

J 173 167 835 782 59 △65.9% 

K △ 865 △ 982 △ 66 △ 1,009 202 123.4% 

L △ 113 354 770 284 360 418.6% 

M △ 545 △ 602 △ 185 △ 80 △ 361 33.8% 

N 717 460 254 △ 16 28 △96.1% 

O 680 585 26 △ 287 △ 132 △119.4% 

P 304 425 △ 72 △ 271 168 △44.7% 

Q △ 464 △ 725 △ 984 △ 478 △ 813 △75.2% 

R 756 622 442 741 210 △72.2% 

平均 189 134 156 35 39 △79.4% 
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ⅲ）岡崎市民病院と地独類似平均の比較 

 

 

岡崎市民病院の診療収入は、増加しているものの地独類似平均に比

して伸び率が低く、特に地独類似平均の直近3年間の伸び率は著しく高

い状況にある。 

 

 

 

岡崎市民病院の職員給与費は、平成25年度には地独類似平均を上回

っていたが、過去5年間で増加しているものの伸び率は低く、平成29年

度には逆転して地独類似平均を下回っている状況にある。 
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岡崎市民病院の材料費は、過去5年間常に地独類似平均を下回ってお

り、伸び率も低い状況にある。 

 

 

 

岡崎市民病院の経費は、過去5年間常に地独類似平均を下回っており、

地独類似平均と同様ほぼ横ばいの状況にある。 
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岡崎市民病院と地独類似平均とを比較した結果、岡崎市民病院は費

用が総じて低く抑えられているものの、費用の伸び率に比して診療収

入の伸び率が低いため、損益は減少し赤字幅が拡大している。 

一方、地独類似平均は、費用は増加しているもののそれ以上に診療収

入が増加しており、費用を効果的に使っていると推測される。結果とし

て損益は減少しているものの黒字を維持している状況にある。 

 

  



62 

 

ⅳ）岡崎市民病院と各地方独立行政法人の診療収入・損益の増減率の比

較 

 

岡崎市民病院と各地方独立行政法人の診療収入・損益の平成25年度

と平成29年度の増減率について、「診療収入増減率の高い順」と「損益

増減率の高い順」に並べ替えると次の表のとおりであり、いずれにおい

ても岡崎市民病院は下位に位置している。 

 

【診療収入増減率の高い順】    【損益増減率の高い順】 

ID 収入増減率  ID 損益増減率 

K 45.0%  L 418.6% 

D 28.5%  K 123.4% 

G 28.3%  D 116.3% 

L 24.1%  I 69.7% 

I 24.0%  M 33.8% 

C 21.4%  A 21.1% 

N 19.9%  C 18.7% 

M 19.3%  E △15.1% 

P 18.2%  F △17.9% 

A 15.4%  P △44.7% 

J 15.1%  J △65.9% 

O 13.3%  R △72.2% 

Q 13.0%  Q △75.2% 

E 12.5%  B △90.4% 

R 12.1%  N △96.1% 

F 10.1%  O △119.4% 

☆ 3.1%  H △125.9% 

H 2.3%  ☆ △201.5% 

B △0.3%  G △232.2% 

（注）△はマイナス   
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また、診療収入と損益の増減率の分布は次のとおりである。 

 

 

 

多くの地方独立行政法人は岡崎市民病院と比して、診療収入の伸び

率が高く、損益が増加しているか若しくは減少幅が縮小している傾向

にある。 

 

ウ）診療収入の分析 

 

診療収入は、入院収益と外来収益から構成されている。岡崎市民病院と

地独類似平均における入院収益と外来収益の平成25年度～平成29年度の

推移は次の表のとおりとなる。 

なお、地独類似平均は上記ア）同規模の地方独立行政法人の抽出で対象

とした法人の平均を監査人が算出した。 

 

（単位：百万円） 

  平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

岡崎市民病院 
入院 13,004 12,756 12,318 12,707 12,523 

外来 4,249 4,445 5,038 5,040 5,259 

地独類似平均 
入院 12,920 12,747 13,830 14,021 14,829 

外来 5,285 5,302 6,173 6,145 6,481 
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診療収入に占める入院収益の割合は、岡崎市民病院も地独類似平均も7

割程度に及んでおり、収益全体に大きな影響をもたらす。岡崎市民病院と

地独類似平均を比べた場合、岡崎市民病院は入院収益の構成割合が高い

状況にある。 

したがって、入院収益について、詳細な分析を行うこととする。 

 

エ）入院収益の分析 

 

入院収益は、入院による「（1日平均患者数）×（患者1人1日当たり診療

収入）×（稼働日数）」で表されるため、各構成要素、すなわち、「a)入院

による1日平均患者数」、「b) 入院による患者1人1日当たり診療収入」につ

いて岡崎市民病院と地独類似平均を比較してみる。 

なお、地独類似平均は、上記ア）同規模の地方独立行政法人の抽出で対

象とした法人の平均を監査人が算出した。 
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ⅰ）「入院による 1日平均患者数」の比較 

 

「入院による1日平均患者数」（以下「入院平均患者数」という。）の

平成25年度～平成29年度の比較は次のとおりである。 

 

（単位：人） 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

岡崎市民病院 629 615 580 591 573 

地独類似平均 546 548 548 552 557 

 

 

 

入院平均患者数は、地独類似平均はほぼ横ばい、岡崎市民病院は減少

している。 
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ⅱ）「入院による患者 1人 1日当たり診療収入」の比較 

 

「入院による患者1人1日当たり診療収入」（以下「入院診療単価」と

いう。）の平成25年度～平成29年度の比較は次のとおりである。 

 

（単位：円） 

 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

岡崎市民病院 56,626 56,816 57,982 58,876 59,869 

地独類似平均 63,678 65,808 67,794 69,723 71,716 

 

 

 

入院診療単価は、地独類似平均は増加傾向にあるが、これに比して岡

崎市民病院は平成 25年度の金額水準は低位にあり、その後の増加率も

地独類似平均に及ばない状況である。 

したがって、入院平均患者数が減少し、入院診療単価は増加している

ものの同規模の病院に比して低い状況にあるため、結果として赤字が

増加したものと推測される。 

 

オ）岡崎市民病院と同規模の地独類似平均を比較した結果 

 

上記のとおり、平成 25 年度から平成 29 年度までの過去 5 年間におい

て、診療収入とそれに係る費用（減価償却費を除く）を差し引いた損益の

推移について、岡崎市民病院と同規模の地独類似平均を比較した。その結

果、岡崎市民病院は費用が総じて低く抑えられているものの、費用の伸び
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率に比して診療収入の伸び率が低いため、損益は減少し赤字幅が拡大し

ている。一方、地独類似平均は、費用は増加しているもののそれ以上に診

療収入が増加しており、費用を効果的に使っていると推測される。 

また、診療収入の主要な構成要素である「入院平均患者数」と「入院診

療単価」について比較した結果、岡崎市民病院の入院平均患者数は減少し

ているが、地独類似平均はほぼ横ばいに推移しており、また、岡崎市民病

院の入院診療単価は増加しているものの同規模の地独類似平均に比して

伸び率が低い状況にある。 

過去 5 年間のデータを比べてみると、置かれている環境が異なるため

単純に比較することはできないが、数値的には地独類似平均の医業に係

る経営成績は岡崎市民病院を上回っている。 

その理由が経営形態の違いにあったかどうかは明らかではないが、経

営を効率化していくためには、「計画（P）を策定し、実行（D）し、その

結果を評価（C）して、改善（A）し、それを踏まえて次の計画を策定する

サイクル」（以下「PDCAサイクル」という。）が重要であり、少なくとも、

地方独立行政法人では中期目標・中期計画・年度計画を策定し、その評価

委員会による評価を実施することが必須となっている。岡崎市民病院に

おいて PDCAサイクルが有効に機能していたかどうかが重要であり、機能

していない場合はまずは機能する枠組みを作る必要があると考える。 

 

② 地方公営企業法の全部適用と地方独立行政法人の比較 

 

PDCA サイクルが機能する枠組みとしては、現改革プランで検討対象と

している地方公営企業法の全部適用、地方独立行政法人の制度があり、

「第 2版 公立病院の経営改革 あずさ監査法人編 同文館出版 P33～

P35」によると、①良質で安全な医療の安定供給、②効率的な病院経営、

③自律性の向上と明確な責任体制の構築のカテゴリー毎に比較した場合

は、次の表のとおりになる。 
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ア）良質で安全な医療の安定的提供 

 

視点 
地方公営企業法の 

全部適用 
地方独立行政法人 

地方公共団体の
責任と関与 

地方公共団体の組織として、一
般会計から繰入金が繰り入れ
られる。 

設立団体の長が策定する中期
目標に基づき、運営費負担金が
交付される。 

地方公共団体の組織として、事
業予算を執行する。 

地方公共団体が設立した法人
として、中期目標、中期計画、
年度計画に基づき経営される。 

議会・住民の関
与 

条例の制定改廃、予算の議決、
決算の認定および重要案件の
議決等により関与する。 

設立団体の議会は、定款の制
定・変更、中期目標・中期計画
の議決、評価委員会の条例制
定、事業報告の受理等に関与す
る。 

透明性の確保 財務状況を主とした公表が法
律により義務付けられている。
また、新ガイドラインにより、
目標や計画・評価が公表され
る。 

法律により、設立団体の長が定
めた中期目標、財務諸表、評価
委員会による評価結果等の公
表が義務付けられている。 

 

イ）効率的な病院経営 

 

視点 
地方公営企業法の 

全部適用 
地方独立行政法人 

医師・スタッフ
の確保 

管理者が職員の任免権を有し
ているため、条例定数の範囲内
で増員等は可能。 

ただし、定数の変更は議会の承
認が必要となる。 

理事長の判断で人員の確保が
可能であり、中・長期的視点に
立った計画的人員配置や病院
事業に精通した職員の採用・育
成が可能となる。 

一般地方独立行政法人におい
ては、職員は地方公務員法の適
用対象から外れ、病院現場に合
った柔軟な雇用形態や給与体
系の実現が可能となる。したが
って、幅広い人材の確保が可能
となる。 

給与制度 給与の支給基準は、生活費、同
一・類似の職種の国・他の地方
公共団体の職員ならびに民間
事業の従事者の給与、当該地方
公営企業の経営の状況その他
の事情を考慮して定める。 

経営状況や職員の勤務実績等
を反映させた独自の給与体系
の導入により、業績や能力に応
じた柔軟な制度設計の構築が
可能である。 
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視点 
地方公営企業法の 

全部適用 
地方独立行政法人 

医療機器等の整
備 

あらかじめ議会の議決を経て
予算を確保する必要がある。さ
らに入札手続を経る必要があ
り、整備に時間を要する。 

また、予算流用の制限等により
弾力的な整備を行うことがで
きない。 

目的積立金がある場合は、法人
の判断により医療機器等の整
備に利用することができる。 

 

ウ）自律性の向上と明確な責任体制の構築 

 

視点 
地方公営企業法の 

全部適用 
地方独立行政法人 

自律性 管理者の実質的な権限は限定
的であり、基本的には地方公共
団体の方針に基づく。 

経営に関する権限が理事長に
委ねられる。 

経営責任の確保 業務の執行が適当でないため
経営の状況が悪化したと認め
られる場合等には、地方公共団
体の長は管理者を罷免するこ
とができる。 

中期計画期間（3年～5年の間）
に事務および事業を計画的に
行い、効率的かつ効果的な業務
運営を実現することを前提と
している。この間に業務実績が
悪化した場合には、設立団体の
長は、理事を解任することがで
きる。 

 

上記の新公立病院改革ガイドラインに記載のとおり、「地方公営企業法

の全部適用については、比較的取り組みやすい反面、経営の自由度拡大の

範囲は、地方独立行政法人化に比べ限定的」である。地方公営企業法の全

部適用の具体的な問題点について、後述の③イ）地方独立行政法人佐世保

市総合医療センターの事例で記載している。地方公営企業法の全部適用

については経営の自由度拡大の範囲は限定的であるが、地方独立行政法

人に移行するには相当な準備が必要なため、段階的に移行する 1 つの形

態として有効であると考える。 

 

③ 地方独立行政法人の事例 

 

地方独立行政法人制度のメリットに関する具体的な事例について紹介

する。 
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ア）地方独立行政法人堺市立病院機構の事例 

 

「公立病院経営改革事例集」（総務省自治財政局準公営企業室 平成 28

年 3 月）の中から、地方独立行政法人化した 500 床以上の一般病院を検

索したところ、許可病床数 487 床で 500 床にわずかに及ばないがほぼ同

規模である地方独立行政法人堺市立病院機構が該当した。 

同病院は、「地方独立行政法人制度のメリットを十分に活かした体制整

備と効率的かつ効果的な病院運営に取り組んだ結果、法人移行初年度（平

成 24年度）より 3か年連続して経常黒字を達成するとともに、救急医療

等の提供体制の充実を図る。」という概要が記載されている。 

収入の確保策として、「効率的な病床運営（病床利用率の向上、平均在

院日数の短縮）」、「手術件数の増」、「紹介率・逆紹介率の向上」が記載さ

れている。このような対策をいかに達成していくかが重要であり、経営体

制の見直しの効果として、「法人化前は制約が多く思い切った取組が行い

にくかったが、法人化後は理事長等の強いリーダーシップのもと、意思決

定を迅速かつ適切に行うことができた。」と記載している。 

また、取組に対する自己評価等として、移行後の委託業者を含めた全て

のスタッフの意識の変化を挙げている。 

 

〇経営幹部の意識の変化＝自立した経営を行っていく経営幹部の自覚 

・民間に負けない経営とサービスの質の向上 

・スタッフの意欲とトップの牽引力による活力ある組織風土 

・経験豊富で優秀なスタッフによる患者中心の医療サービス提供 

 

〇部門長や職員の意識の変化＝目標・計画・実行の PDCAサイクルの導

入 

・指標を評価し、改善 → 各部門長の目標達成意識の向上 

・経営情報の院内共有 → 各部門長が部門経営に経営的視点を持

ち始めた 

・ボトムアップ提案  → 職員の経営的参画意識の醸成 

（業務改善、予算施策提案等） 
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イ）地方独立行政法人佐世保市総合医療センターの事例 

 

「地方公営企業の抜本的な改革等に係る先進・優良事例集」（総務省自

治財政局公営企業課 平成 31年 4月）の中から、地方独立行政法人化し

た 500 床以上の一般病院を検索したところ、稼働病床数 594 床で上記の

地独類似平均の対象とした地方独立行政法人佐世保市総合医療センター

が該当した。 

同病院は、「地方独立行政法人に移行することにより、迅速性、柔軟性、

効率性といった法人の特徴を最大限に生かしながら、佐世保県北地域の

基幹病院として、救急医療、がん医療、小児周産期医療、高度専門医療、

政策医療など高度な医療を総合的に提供し、地域住民の安全な生活に寄

与する。」という概要が記載されている。 

取組の背景として、「医療センターの前身である佐世保市総合病院は、

平成 19年 4月から地方公営企業法の全部適用へ移行し、財務的にも比較

的順調な経営を持続していた。そうした中、平成 25年に、国の医療制度

改革に左右されやすい病院経営をより安定化させるため、経営体として

迅速性、柔軟性、効率性を備えることが必要であった。それには、定数条

例に縛られない職員の確保、時期を逃さない設備投資など経営上の核心

的重要事項の病院独自の決定が必要であり、そのような観点から医療セ

ンターは持続可能な経営基盤を確立する必要があると判断した。一方で、

国から地方行財政改革（特に公務員の定数削減）の成果を問われる中で、

市全体の行財政改革としては、職員定数の削減が行われていたが、病院職

員の増員は国の行財政改革の方向性に逆行すると厳しい評価を受けてい

た。さらに、事務職員は市役所との交流人事であることから医療法や診療

報酬等に関する専門的知識に精通する職員の育成が難しく、結果的に病

院運営の効率化を妨げる格好になっていた。こうしたことを踏まえ、本市

では、平成 26年 5月に、外部有識者で構成される『佐世保市総合病院事

業懇談会』に対し『佐世保市総合病院の経営形態の検討（地方独立行政法

人化）』について諮問を行った」と記載されている。 

また、「取組の具体的内容とねらい」として、経営形態として地方独立

行政法人を選択した理由を次のように記載している。 

 

〇地方公営企業法の全部適用では限界があるとの判断から、今後の運

営形態として、地方独立行政法人化のほかに、公設民営化、完全民営

化などの形態も考えられたが、次のような理由から地方独立行政法

人を選択した。 
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【全部適用を継続することの問題点】 

・市全体の職員定数の制約により、診療報酬制度等に対応した適切な

医療スタッフの増員が困難。 

・主に事務職員は市役所との人事交流によるため、病院経営に精通し

た事務職の育成が困難。 

・予算は市議会の議決事項であることから、柔軟で機動的な病院経営

ができにくい。 

 

【地方独立行政法人選択の理由】 

・地域において必要な政策医療等、民間では担うことが困難な医療を

安定的に継続して提供できる。 

・地方独立行政法人は、公共性・透明性・自主性・目標管理が基本原

則であるほか、外部の評価委員や市議会の関与が法的にも担保さ

れているため、地域住民の意見が病院経営にも適正に反映されや

すい。 

 

地方公営企業法の「全部適用」から「地方独立行政法人」に移行した効

果としては、次のように収益確保面と費用削減・抑制面に分けて記載して

いる。 

 

〇収益確保面 

・職員の雇用や機器の導入などが、以前より柔軟に対応できることか

ら、収益性の高い施設基準に向けて職員の増員や医療機器の導入

を行った。これにより、強度変調放射線治療や脳血管疾患等リハビ

リテーション料などの施設基準の取得が迅速にでき、早期増収に

つながっている。 

・患者数は減少しているが診療単価は伸びており、経常収支比率は若

干改善し、黒字に転換した。 

 

〇費用削減・抑制面 

・費用の削減、抑制については、まず、地方独立行政法人化後柔軟に

対応できることとなった複数年契約等により委託事業の見直しを

行った。また、薬品や診療材料の購入にあたっては、ベンチマーク

を徹底したほか、これを生かした価格交渉を行うことにより、その

削減に努めた。さらに、地方独立行政法人化により契約方法を見直

した結果、入札後すぐに契約せずに、最低落札者との価格交渉が可
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能となったことから、特に医療機器等の購入などにおいては、以前

できなかった費用の削減につながっている。 

 

④ 地方独立行政法人化を含めた経営形態見直しについて 

 

上記のとおり平成 25 年度から平成 29 年度までの過去 5 年間のデータ

をみると、置かれている環境が異なるため単純に比較はできないが、数値

的には地独類似平均の医業にかかる経営成績は岡崎市民病院を上回って

おり、特に入院診療単価の伸び率は大きく上昇している。 

地方独立行政法人化が、理事長等の強いリーダーシップの発揮と自由

な発想を実現するための基盤づくりに大きく影響したことは想像に難く

ない。地方独立行政法人化することにより、理事長の判断で人員の確保が

可能となり、医療スタッフの増員や病院経営に精通した事務職を育成す

ることができる。また、収益性の高い施設基準の取得に向けて職員の増員

や機器の導入を行うことが可能となる。地方独立行政法人化前の経営形

態では制約が多く取り組むことができなかった多様な施策を実施し、積

極的に収益を獲得していく余地が広がる。多様な施策を実施できる環境

が整い、それを着実に実行する経営幹部、部門長、職員の意識が変化し、

目標を設定しあらゆる工夫をしてそれを達成していく活力ある組織風土

が醸成されることにより、経営効率化が進展したと考える。 

市は地域医療の充実の施策の一つとして「市民病院の安定運営」を掲げ

ている。平成 30年度の岡崎市民病院の経営成績は改善方向に向かってい

るものの赤字が続いている状況にある。 

経営を効率化していくためには、多様な施策を実施できる環境が必要

であり、目標を設定しあらゆる工夫をしてそれを達成していく活力ある

組織風土が醸成されることが重要である。また、PDCA サイクルを着実に

実行していくことが不可欠である。岡崎市民病院は、現行の経営形態（地

方公営企業法の部分適用）において、法的な制約の中で改善を進めてきた

が、「市民病院の安定運営」を強固に推進するために、地方独立行政法人

化を含めた経営形態の見直しを検討されたい。 
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3 岡崎市民病院の今後の役割について 

 

(1) 藤田医科大学岡崎医療センターとの役割分担について（意 見） 

 

平成 25年 5月、市は学校法人藤田学園及び岡崎駅南土地区画整理組合と

の間で、「第 2 次救急医療を 24 時間 365 日体制で実施する大学病院」の建

設について合意し、基本的事項を定めた協定を締結した。 

「大学病院の建設に関する基本方針」（平成 27年 3月。以下「基本方針」

という。）においては、市が属する 2次医療圏である西三河南部東医療圏の

現状や課題をもとに、上記大学病院への期待・効果・メリットについて次の

とおり整理している。 

 

・第 2次救急医療を担う新病院が市南部に建設されることで、市外（医療

圏外）への救急搬送件数や救急搬送率が減少し、市民（医療圏住民）が

身近な場所で適切な救急医療を受けられるようになる。 

・第 2 次救急医療を通年で実施する新病院が市内に初めて建設されるこ

とで、既存の 2 次救急病院はもとより、第 3 次救急病院（岡崎市民病

院）の負担を軽減できる。また、第 1次救急医療から第 3次救急医療ま

で、バランスの取れた救急医療体制を構築できる。 

・大学病院の建設により、西三河南部東医療圏の病床数が大きく増加する

ことが見込まれる。 

・400床規模の大学病院が建設されることにより、岡崎市における病院勤

務医師や病院勤務看護師等が増加する。 

・大学病院が地域医療連携に積極的に加わることで、将来に向けた持続可

能な地域医療体制が確立できる。 

・民間資本の活用により、市の財政負担が軽減できる。 

 

一方、岡崎市病院事業経営会議においては、藤田医科大学岡崎医療センタ

ーとの連携及び役割分担について、次の議論がなされている。 

 

・救急医療における連携 

・診療科別の診療連携 

・ポスト・アキュート（注）機能との連携 

・その他の連携 

（注）ポスト・アキュートとは、急性期医療を経た後の亜急性期治療である。 
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【現状の問題点】 

岡崎市病院事業経営会議においては、藤田医科大学岡崎医療センターと

の実務上の連携及び役割分担について議論されている。しかし、基本方針を

策定した時点においては西三河南部東医療圏において一般病床の不足が想

定されていたが、愛知県がんセンター愛知病院の経営移管による市立愛知

病院の開院、また病床機能報告により西三河南部東医療圏の一般病床が過

剰であることが示されたことなどにより、既に岡崎市病院事業を取り巻く

環境は基本方針の策定時より変化しているものと考えられる。 

このことから、西三河南部東医療圏全体における岡崎市病院事業の役割

については現在の外部環境について再認識のもと改めて議論した上で藤田

医科大学岡崎医療センターとの役割分担を定める必要がある。 

 

【解決の方向性】 

西三河南部東医療圏は全国的にみても医師が不足している地域であり、

市民の藤田医科大学岡崎医療センターに対する期待は高いことが容易に想

像できる。同センターの開院は市の第6次後期総合計画 基本政策2-2「地域

医療の充実」に大きく貢献するものであることから、同センターとの役割分

担は2次救急体制及び地域医療構想にも関わる事項であるだけでなく、市全

体の政策にも関わる事項である。 

そのことからも、両者の役割分担の検討にあたっては、岡崎市病院事業の

関係者による検討のみで進めるのではなく、大学病院の建設や運営に関す

る支援を行う市保健部など、市の関連する部署も巻き込んだ上で議論を行

うことが望まれる。 

 

(2) 藤田医科大学岡崎医療センターへの支援と岡崎市病院事業の経営に与

える影響の分析不足について（意 見） 

 

「大学病院の建設に関する基本方針」（平成 27年 3月）では、上記大学病

院への期待・効果・メリットについて次のとおり整理した上で、市としての

支援方針を公表している。 

・大学の建設・運営に関する各種協議・調整への支援 

・大学病院の建設に関する財政支援等 

・病院用地の確保に関する支援 

・大学病院が行う救急医療事業の運営に対する財政支援 
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【現状の問題点】 

協定書締結の時点においては、西三河南部東医療圏では将来的な病床数

の不足が見込まれていたことから、岡崎市民病院と藤田医科大学岡崎医療

センターは同医療圏において共存共栄を図ることを基本的な方針としてい

ることは理解できる。 

しかし、現在では「病床機能報告」において同医療圏では回復期病床は不

足するものの、一般病床については過剰であると報告されており、藤田医科

大学岡崎医療センターの開院が岡崎市病院事業に対し影響を及ぼす側面が

あることも否定できない。 

現改革プランに記載の岡崎市病院事業の収支計画（令和2年度の数値）に

おいては、岡崎市民病院の患者の一部が藤田医科大学岡崎医療センターに

流出することで医業収入が減少する可能性について試算を行い、同数値に

反映していることは確認できた。しかし、藤田医科大学岡崎医療センターの

開院が岡崎市病院事業に与えるであろう他の要因、例えば、看護師、薬剤師

等が岡崎市民病院において不足することが予想されるが、当該要因につい

ては収支計画への反映がなされていない。 

市は藤田医科大学岡崎医療センターの開院にあたり、大学病院の施設や

整備に必要な費用の一部について支援を行うことを既に表明しているが、

岡崎市病院事業の外部環境が大きく変貌する状況が予想される状況にも関

わらず、同事業の将来シミュレーションを実施していない。 

 

【解決の方向性】 

藤田医科大学岡崎医療センターの開院が岡崎市病院事業の経営に与える

影響をプラス・マイナス面から多面的に分析し、医業収益に与える影響だけ

でなく、職員人件費等に与える影響を含めなるべく定量化した上で中長期

損益計画に織り込み、当該計画を公表することで藤田岡崎医科大学医療セ

ンターに対する支援について、市民に対する説明責任を果たすことが望ま

れる。 
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(3) 現状を踏まえた病床機能の検討について（意 見） 

 

厚生労働省の「地域医療構想に関するワーキンググループ」は、平成 29

年度病床機能報告データの分析を実施し、がんをはじめ 9領域の全てで「診

療実績が特に少ない」、がんなど 6領域で診療実績が「類似かつ近接」とい

う 2類型に該当する 424の公立病院・公的病院に対して、「他病院との再編

統合」を検討することを要請した。 

 

 

出典：第 24回地域医療構想に関するワーキンググループ 追加配付資料 2（令和元年 9月
26日 厚生労働省） 

 

同ワーキンググループは、平成 29年度に「病床機能報告における定量的

な基準の導入」の検討に当たって、病床機能との関連性を次表のとおり整理

し、平成 30年度の病床機能報告から、高度急性期・急性期に関連する項目

の診療実績が全くない病棟は、「高度急性期」「急性期」機能を選択すること

ができないこととされた。 
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出典：第 21回地域医療構想に関するワーキンググループ 資料 4（令和元年 5月 16日 厚
生労働省） 

 

病床機能報告の診療実績によって、各病棟の病床機能を把握することが

可能となった。 

平成 29 年度の病床機能報告における、岡崎市民病院の各病床の「6 月診

療分」であってかつ「7 月審査分」の診療実績の件数は次のとおりである。 

  

項目(注 3) 

／病棟名  

許可 

病床数 
(注１) (注 2) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

周産期 

センター母性 
20 

高度 

急性期 
Ⓐ 69 51 21 15 0 0 25 0 

集中治療 

センターHCU 
15 

高度 

急性期 
Ⓑ 85 13 0 0 17 0 166 114 

集中治療 

センターICU･CCU 
15 

高度 

急性期 
Ⓒ 104 99 37 11 0 0 236 99 

3階南病棟 54 
高度 

急性期 
Ⓐ 168 40 12 0 35 42 214 220 

4階北病棟 46 急性期 Ⓓ 230 31 0 0 0 0 39 0 

4階南病棟 53 急性期 Ⓐ 172 0 21 0 14 65 167 187 

5階北病棟 51 急性期 Ⓐ 134 33 31 0 13 29 85 84 

5階南病棟 55 
高度 

急性期 
Ⓐ 151 105 29 0 21 0 224 95 

6階北病棟 51 急性期 Ⓐ 155 132 72 0 11 29 115 70 
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項目(注 3) 

／病棟名  

許可 

病床数 
(注１) (注 2) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

6階南病棟 54 
高度 

急性期 
Ⓐ 140 32 0 0 28 70 89 276 

7階北病棟 54 急性期 Ⓐ 153 37 71 0 15 48 102 219 

8階北病棟 50 
高度 

急性期 
Ⓐ 131 56 18 0 11 62 99 94 

救命救急センター 15 
高度 

急性期 
Ⓐ 190 21 0 0 42 0 231 0 

周産期センター

NICU 
6 
高度 

急性期 
Ⓔ 19 0 0 0 0 0 17 0 

周産期センター

GCU 
17 

高度 

急性期 
Ⓕ 43 0 0 0 0 0 28 0 

7階南病棟 54 急性期 Ⓐ 135 90 0 0 11 67 69 223 

8階南病棟 55 急性期 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

2階西病棟 50 急性期 Ⓐ 133 22 11 0 22 63 117 136 

    合計  2,212 762 323 26 240 475 2,023 1,817 

出典：平成 29年度病床機能報告を監査人が加工 

(注 1) 保有する病棟と機能区分の選択状況（平成 29年 7月 1日時点の機能） 

(注 2) 算定する入院基本料・特定入院料 

Ⓐ 一般病棟７対１入院基本料、Ⓑ 救命救急入院料 3、 

Ⓒ 特定集中治療室管理料 3、Ⓓ 小児入院医療管理料 2、 

Ⓔ 新生児特定集中治療室管理料 2、Ⓕ 小児入院医療管理料 4 

(注 3) 項目の説明（括弧書きは「病床機能報告における定量的な基準」の病床機能） 

①：算定する入院基本料・特定入院料等の状況 

②：幅広い手術の実施状況（高度急性期・急性期） 

③：がん・脳卒中・心筋梗塞等への治療状況（高度急性期・急性期） 

④：重症患者への対応状況（高度急性期・急性期） 

⑤：救急医療の実施状況（高度急性期・急性期） 

⑥：急性期後の支援・在宅復帰への支援の状況（回復期） 

⑦：全身管理の状況（高度急性期・急性期、回復期、慢性期） 

⑧：疾患に応じたリハビリテーション・早期からのリハビリテーションの実施状況
（回復期、慢性期） 

なお、⑨：長期療養患者の受入状況、⑩：重度の障害児等の受入状況、⑪：医科歯科
の連携状況の診療実績はゼロである。 

 

【現状の問題点】 

現状の病床機能報告においては、令和 7 年度においても岡崎市民病院が

果たすべき病床機能は各病棟ともに、「高度急性期」、「急性期」であるとし

ており、現改革プランのⅢ1 (2) 取組においても、高度急性期、急性期の機

能を果たしていく旨が記載されている。 

その一方で、現改革プランにおいては「3 地域包括ケアシステムの構築に
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向けた役割」において、「3次、2次救急患者の受け入れを断らない救急医療

体制を維持すること」と記載している。 

次の状況を鑑みれば、岡崎市民病院の各病棟は「高度急性期」「急性期」

機能だけでなく、回復期機能を果たさざるを得ない現状にあると考えられ

る。 

 

① 平成 29年度の病床機能報告によれば、8階南病床（55床）は 4月～

12月に休床しているため、診療実績はゼロとなっている。 

 

② 同報告によれば、多くの病棟において、「病床機能報告における定量

的な基準」で回復期ともされている項目 7、8及び 9の診療実績が比較

的多く報告されている。 

 

③ 平成 29年度「退院患者調査」によれば、救急車による搬送 1か月当

たりの数は 287.1件に対して、救急医療入院 1か月当たりの数は 182.3

件に過ぎなかった。なお、平成 30年度の救急医療入院 1か月当たりの

数は 298件に増加しているものの、2次救急の受入も多い。 

 

【解決の方向性】 

病床機能報告においては、病棟が担う医療機能をいずれか 1 つ選択して

報告することとされているが、当該病棟でいずれかの機能のうち最も多く

の割合の患者を報告することを基本とされている。 

今後、高齢者人口の増加に伴って、地域の 2次救急は非常に重要となるこ

とが予想され、さらに回復期機能を果たす機会が増加する可能性が高いと

推測される。 

そのため、当医療圏の実情、診療実績を踏まえて、今後岡崎市病院事業が

どのような病床機能を果たすべきかについて、改めて検討することが望ま

れる。 
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Ⅳ 外部監査の結果（個別事項） 

 

1 出納管理 

 

(1) 概 要 

 

岡崎市民病院では、出納管理業務として①窓口業務、②寄附金の受け入

れ、③経費精算業務を行っている。 

 

① 窓口業務 

     

外部委託業者が医事会計システムを使用して実施しており、会計窓口及

び自動精算機において、請求書を発行し、患者が現金、クレジットカード

及びデビットカードで支払い、領収証書を患者に交付している。 

現金は夕方、会計窓口は外部委託業者が、自動精算機は市民病院の職員

が各々数え、来院した金融機関が回収している。金融機関において、金種

が記載された入金帳と整合しているか確認し、不一致の場合には調査して

いる。 

    

② 寄附金の受け入れ 

 

平成 30年度においては、現金の受け入れはなかったが、物品の受入実績

はある。 

 

③ 経費精算業務 

 

岡崎市病院事業会計規則第 41条の定めに従い、資金前渡者（総務課副課

長）が、資金前渡及び資金前渡精算書の確認を行うとともに、都度預金口

座から引き出した現金を保管している。 

   

④ 現金着服の防止 

  

領収証書の交付後に請求内容に誤り等があった場合は、会計窓口職員が

医事会計システム上で、誤った領収証書にかかる入金データを取り消す書

損処理を行い、改めて正しい請求内容データを入力し、請求金額に差額が

発生した場合には現金等を収受あるいは返金を行い、正しい領収証書を患

者に交付している。 
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一般に、窓口業務においては多額の入金処理を行っており、入金データ

を不正に書損処理することによる現金着服の防止は重要である。 

この点、岡崎市民病院においては、医事課が書損処理の顛末書を誤った

領収証書とともに確認することによって、現金着服が生じないような事務

手続を行っている。 

 

(2) 手 続 

 

書損一覧データ等を入手し、必要と考えられる監査手続（閲覧、突合、分

析及び質問等）を実施することにより、当該事務の合規性等を検証した。 

 

(3) 監査結果 

 

上記の監査手続を実施した結果、次の事項について指摘を述べることとす

る。 

 

① 松葉杖貸し出しに係る預り金の負債計上について（指 摘） 

 

岡崎市民病院では、次の手順に従って患者に対して松葉杖の貸し出しを

実施している。 

 

ア 患者に領収書、松葉杖貸出・返却票を渡し、保証金 3,000円、カバ

ー代 1,000円の計 4,000円を預かり、松葉杖を貸し出す。松葉杖貸

出・返却票に金額の記載がある。そして、岡崎市民病院では貸出・返

却票の控えを整形外科にてファイリングして保管している。 

 

イ 松葉杖が返却された場合、保証金 3,000円を返金する。 

 

岡崎市民病院では、貸し出した時点で 4,000円をその他医業収益として

計上しており、返却された時点で 4,000円の収益を取り消す処理と 1,000

円を計上し直す処理がなされている。この点、松葉杖が返却されない場合

が多々あること及び返却のタイミングが区々であることから、事務処理軽

減のため貸し出し時に全額を収益として計上しているとのことであった。 

しかし、松葉杖が返却されない場合が多々あるとしても、保証金 3,000

円については返金の義務がある。返金の義務がある以上、当該部分につい

ては収益ではなく負債計上が妥当である。また、他の公立病院では松葉杖

の保証金管理要綱を制定し、貸し出した際の預り証交付、督促、返却がな

い場合の収益化に関する規定等を定めている。 
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したがって、松葉杖の保証金管理要綱等を制定するとともに、返金義務

のある 3,000円については、収益計上ではなく、預り金として負債計上す

べきである。 

 

 

2 請求管理 

 

(1) 概 要 

 

レセプトの作成を含めた請求業務は、医事課医療事務係と外部委託業者が

実施しており、医事会計システムのデータを基に医事課医療事務係において

財務会計システムに収益計上を行っている。収益計上のタイミングとしては

基本的には、①日次で計上、②定期日で計上、③月末で計上の 3つの方法が

ある。 

 

① 日次で計上 

 

外来患者自己負担分にかかる外来収益及び入院患者自己負担分のうち退

院時に定期請求から外れた入院費を随時請求する入院収益等が該当する。

外来患者自己負担分にかかる外来収益については日次で収益計上し、入院

患者自己負担分にかかる入院収益等については一旦すべてが未収金を相手

勘定科目として収益計上される。すなわち、入院収益等については日次レ

ベルで発生主義会計に準拠した会計処理がなされる。 

 

② 定期日で計上 

 

入院患者自己負担分のうち毎月末締で定期請求する入院収益等が該当

し、一旦すべてが未収金を相手勘定科目として収益計上される。すなわ

ち、月次レベルで発生主義会計に準拠した会計処理がなされる。 

 

③ 月末で計上 

 

社会保険診療報酬支払基金等の負担する医業収益が該当する。当月診療

分（例えば 3月分）の診療報酬は、通常翌月（4月）10日までに請求金額

が確定するため、請求時点（4月 10日）から遡って診療月（3月）の月末

日付（3月 31日）で収益計上される。すなわち、決算月に関係なく、月次

レベルで発生主義会計に準拠した会計処理がなされる。 
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請求に際し、医学的に妥当適切な傷病名等のみでは、診療内容の説明が

不十分と思われる場合は、請求点数の高低に関わらず、「症状詳記」で補う

必要がある。岡崎市民病院においては、35万点以上の診療、同月・連月再

検査等、特別な医学的理由があるもののみ記載している。 

査定減が通知された場合には、通知された時点において収益の減額修正

が行われ、再審査請求がなされたものについては復活通知があった時点で

復活分のみ再度収益計上がなされる。また、レセプトの不備等により返戻

が通知された場合には、通知された時点において収益の減額修正が行わ

れ、形式を整えて請求し直した時点で再度収益計上がなされる。 

なお、症状詳記、査定減、保留、返戻は次のとおりである。 

 

症状詳記：レセプトを補完する資料として診療内容について詳細に記

載した文書のことである。 

 

査定減：社会保険診療報酬支払基金などの審査機関による審査減額の

ことである。（出典：病院会計準則（厚生労働省））その内容

は、通常、請求月の末日までに減点通知書等に記載され保険

医療機関に通知される。医療機関では審査委員会の審査内容

に異議がある場合には、新たに申立書に資料などを添付して

再審査請求を行うことができる。 

 

保 留：医療行為を実施されたものの、何らかの理由により請求が一

旦なされない場合のことである。 

 

返 戻：レセプト（保険者に請求する医療費の明細書である診療報酬

明細書）に不備があった場合に、レセプトが病院に差し戻さ

れることである。レセプトが返戻された場合には、その内容

を補正し、翌月分以降に再請求される。 

 

査定減等に対する防止策として、岡崎市民病院は診療報酬対策委員会を設

置して毎月開催している。当委員会は、医局長を委員長とし、医局、薬局、

医療技術局、看護局、事務局、医療事務委託業者の代表者によって構成され、

主な再審査請求と査定減の内容報告が実施される他、診療報酬に関して発生

した問題点や診療報酬点数表の改定点に関する議論を行う。 

また、医事課では委託業者との間で医事委託会議を毎月開催し、査定、返

戻、保留の状況が報告される他、委託業者によって、ほぼ 1ヵ月に 1回の頻

度で診療報酬研修会が開催されている。 
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保留管理業務として、岡崎市民病院では未請求整理簿を紙面で作成して

いる。当該整理簿には、患者名、診療科、未請求分の点数、金額、理由、

請求月の情報が記載され、請求月において業者の担当者と病院の事務担当

者の 2名（入院の場合は業者の担当者 2名と病院の事務担当者 1名の合計

3名）で債権管理システムと照合する。未請求整理簿には担当印と照合印

の欄があり、請求した際に押印することで保留となっている案件の請求漏

れのリスクを防止している。 

 

(2) 手 続 

 

特定保険医療材料、薬品の差異調査資料及び減点状況等を入手し、必要と

考えられる監査手続（閲覧、突合、分析及び質問等）を実施することによ

り、当該事務の合規性等を検証した。 

 

(3) 監査結果 

 

上記の監査手続を実施した結果、次の事項について意見を述べることとす

る。 

 

① 特定保険医療材料の使用実績と請求実績にかかる数量差異の検証につ

いて 

 

特定保険医療材料及び医薬品は、公定価格が決められ、保険請求ができ

るため、使用に対する請求漏れ、あるいは使用ロスの発生が病院の収支に

与える影響は大きい。そのため、常時、診療報酬請求と特定保険医療材料

の使用の差異を把握して分析することは重要である。 

 

特定医療保険材料の使用実績と請求実績にかかる数量差異の検証は次の

手順でなされている。 

 

ⅰ）物流システムの払出実績数量を年 2回確認し、その中から払い出し

の多い物品について前回調査との重複がないように 20件抽出する。 

 

ⅱ）20件を抽出した後、抽出した物品のコードと医事システムにおける

入力コードの紐づけを実施する。なお、物流システムと医事システム

は現状連動していないことから、物流システムの物品コードと医事シ

ステムの入力コードの紐づけはカルテ帳に基づき手作業で実施してい

る。 
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ⅲ）紐づけが完了したら、医事システムにおいて入力コードごとに集計

し外来入院の合計と物流システムの集計数を確認し差異の有無を確か

める。 

 

平成 31年 3月度においては、特定保険医療材料 702品目のうち 20品目

をサンプル抽出し、払出実績と請求実績を比較した結果、差異はなく、使

用分はすべて漏れなく請求していた。 

全品目について差異の有無を確認することが望ましいものの、前月との

重複がないように、差異が生じやすい品名を特定して確認しており、合理

的に実施されていると考える。 

 

② 薬品の使用実績と請求実績にかかる数量差異の検証（意 見） 

  

薬品の使用実績と請求実績にかかる数量差異の検証は次の手順でなされ

ている。 

 

ⅰ）薬局から年 2回、実績調査の対象となる薬品が抽出され医事集計と

の照合がなされる。 

 

ⅱ）数量差異を把握する。 

 

薬品の令和元年 6月の調査結果は次のとおりである。 

 

品名 薬局 医事集計 差異 

ｱﾝﾋﾊﾞ坐剤小児用 200mg 58 27 +31 

ｵｷﾉｰﾑ散 10mg 305 409 △104 

ｾﾙｼﾝ注射液 10mg 46 35 +11 

ｿｾｺﾞﾝ注射液 15mg 386 490 △104 

ﾌｪﾝﾄｽﾃｰﾌﾟ 1mg 139 18 +121 

ﾌﾞﾛﾁｿﾞﾗﾑ OD錠 0.25mg 1,253 3,260 △2,007 

ﾍﾟﾁｼﾞﾝ塩酸塩注射液 35mg 45 51 △6 

ﾎﾞﾙﾀﾚﾝｻﾎﾟ 25mg 95 88 +7 

ﾐﾀﾞｿﾞﾗﾑ注 10mg/2ml 147 295 △148 

ﾚﾍﾟﾀﾝ注 0.2mg/1ml 80 62 +18 

出典：医事課電算管理係作成資料、△は薬局の数量に対するマイナス 

薬局は払出数量、医事集計は請求数量を示している。 

  

上記のとおり抽出された全品目につき差異があった。差異が生じる主な

理由は次のとおりとのことである。 
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ⅰ）薬局からの払い出しは、直接患者に渡ることもあるが、薬品のスト

ックが一定数を下回った場合にまとめて払い出して病棟の保管庫に保

管されることがある。寧ろ後者の方が大半であり、診療行為のために

薬品が使用され請求されるタイミングと薬局で払い出されるタイミン

グは通常異なることがほとんどである。 

 

ⅱ）月跨ぎの患者の場合、月末月初でずれる可能性がある。 

 

ⅲ）医事における請求は、1瓶のうち半量使った場合でも、切り上げで

請求を行うため、薬局側の払い出し量と差異が発生する。 

 

上記のとおり差異が発生していることは把握しているが、差異の発生理

由に関する追跡調査は実施していなかった。 

しかし、請求数量が払出数量を上回っている場合には過大請求、一方、

払出数量が請求数量を上回っている場合には請求漏れの他、職員による着

服の不正の可能性も否定できない状況も考えられる。 

そのため、差異が発生した理由まで確実に確認する必要があることか

ら、特定医療保険材料と同様に特定の項目、例えば、一定金額以上の薬品

といった具体的な抽出基準を設けるとともに、抽出された薬品について

は、追跡調査を実施し、差異が合理的な理由に基づくものであるか否かを

検討することが望ましい。 

 

   

3 債権管理 

 

(1) 概 要 

 

岡崎市民病院では、医業収益の未収金について次のように処理している。 

 

① 回収責任部署 

 

外来・入院ともに患者負担分は、過年度未収金も含めて医事課が回収責

任を負っている。 

 

② 未収金の管理 

 

患者負担分について未収金が発生すると、医事会計システムで「未収台

帳」が作成される。新規に発生した未収金については、加除式の「未納金
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整理簿」に手書きで記載し、発生時の状況、滞納者との折衝記録等の履歴

を記載する。 

 

③ 未収金の督促 

 

岡崎市病院事業会計規則第 36条は、未収金の督促について定めている。 

保険者負担分については、査定減や返戻はあるものの、基本的に回収不

能となることはない。しかし、患者未収金については、滞納者が存在して

おり、同規則第 36条の定めに従って督促対応することが重要である。 

督促に係る具体的な事務手続は、次のとおりである。 

  

ア 入院患者については、退院時に支払いできない者に支払誓約書を提

出させ、翌月までに入金がない場合、納付書の再度送付、電話による

督促を実施する。 

 

イ 外来患者については、会計時に支払できない旨の申し出があった者

に対し支払誓約書を提出させ、その後支払のない場合、納付書の送付

及び電話による督促を実施する。 

 

ウ 上記の督促を実施してもなお滞納を続ける患者に対しては、さらに

電話又は文書による催告を実施する。 

 

エ 電話をかけても入金がない患者に対しては、訪問(臨戸回収)を実施

する。なお、担当者は日中の通常勤務があり、相手も不在であること

が多いことから、主に土曜日昼間の訪問となる。 

 

オ 病院側で行方不明等により回収が困難と判断した場合に弁護士に回

収業務を委託する。 

 

弁護士に回収業務を委託する場合、各担当者が 3ヶ月に 1度、弁護士委

託を実施するリストを作成し、決裁を経て弁護士にリスト一覧を送付して

いる。 

 

④ 欠損処理 

 

岡崎市病院事業会計規則第 38条に従い、岡崎市の債権の管理に関する条

例(平成 20年岡崎市条例第 2号)第 5条の規定により債権を放棄し、又は時

効等により債権が消滅した場合においては、不納欠損として整理する。 
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(2) 手 続 

 

未収台帳等閲覧することにより、当該事務の合規性等を検証した。 

  

(3) 監査結果 

 

上記の監査手続を実施した結果、次の事項について指摘を述べることとす

る。 

 

① 保留に係る未収金の未計上について（指 摘） 

 

医療機関は、その診療行為に対する報酬を保険者等に請求するため、診

療報酬の明細を明らかにしたレセプトを作成し、診療報酬請求書ととも

に、審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合

会）に提出することとされている。通常、当月分を翌月 10日までに審査支

払機関に提出し、2か月後に審査支払機関より入金される。 

しかし、審査支払機関にレセプト等を提出したものの、その内容に不備

があることにより医療機関に返戻される場合がある。当該返戻レセプト

は、内容の不備等を調査修正して、後日、通常のレセプトと合わせて審査

支払機関に再提出されるが、調査修正に時間を要する等の理由により、返

戻された月の翌月期限までに再提出できないまま保留となっている場合が

ある。 

岡崎市民病院においては、返戻レセプトについては、再請求の時期が未

定であること、また、返戻時点及び請求時点で当該返戻レセプトに係る金

額を特定することが実務上困難であることを理由に、返戻時点でいったん

医業収益と医業未収金の取消処理を行い、再請求されるまで医業収益及び

医業未収金への再計上がなされていない。 

しかし、返戻を受けた場合であっても、再請求が不可能なものを除き、

後日、通常のレセプトと合わせて審査支払機関に再度送付されることにな

る。そのため、診療報酬債権自体は消滅していないことから、医業収益及

び医業未収金を計上することが必要と考える。 

この点、平成 16年度に国の機関に対して実施された会計検査院の検査に

おいても、保留レセプトに係る未収金について、未計上であることの指摘

がなされた。具体的には、返戻から再請求までの間、すなわち保留の期間

において、診療報酬債権及び診療報酬収益が過小計上されていたというも

のである。また、診療行為を行った事業年度と収益が計上される事業年度

が異なるといった問題も生じる。 
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出典：平成 16年度決算検査報告（会計検査院） 

 

そのため、返戻再請求が行われていない場合も含めて、保留している診

療報酬債権については、医業収益及び医業未収金を計上すべきであり、少

なくとも決算時において当該会計処理を行わない場合、財務諸表に誤りが

存在することになる。 

 

 

4 固定資産管理 

 

(1) 概 要 

 

岡崎市民病院は、地域の急性期中核病院として高度医療、救急医療の推進を

基本方針とし、平成 28年改革プランに記載されている今後の取り組みとして

「安定経営していく上では、資金の確保と、計画的な施設改修、設備更新、医

療機器の更新が必要になります。移転時から老朽化した施設の改修や最新の器

械備品購入を計画的に進め、運営資金の確保に努めます。」と掲げており、最

新の高額な医療設備の導入が行われることも多い。 

平成 30年度末の岡崎市民病院の固定資産帳簿価額は資産合計のうち 72％と

比率が高く、固定資産管理は、病院経営において重要な要素となる。 
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① 固定資産の購入手続 

 

ここでは、固定資産購入の大半を占める医療機器の購入手続について記述

する。 

 

ア）毎年 6月頃に次年度の予算要求書として、各診療科及び病棟から購入希

望を募る。500万円以上の機器購入については、採算性の検討書及びメー

カーのパンフレット等を添付している。 

 

イ）各診療科等の長からヒアリングを実施し、緊急性・採算性により優先順

位をつける。放射線検査機器等の高額であっても定期的な更新が必要なも

のについては、概略的な更新計画を診療科に提出させ、これに基づいて予

算に織り込む場合もある。ヒアリングは主に各局長が行い、これに基づき

各局で予算案を作成する。 

 

ウ）予算査定会議において、予算案を提示しディスカッションを行う。予算

査定会議には、副院長、医局長、事務局長、総務課長、医事課長等が出席

する。 

 

エ）決定された予算のうち 500万円以上のものについて医療機器機種選定委

員会に提出する。 

 

オ）各部署で購入伝票を起票する。起票された物品について購入決裁を作成・

決裁する。決裁後、支出負担行為決議書を作成し、契約事務に回される。 

 

カ）100万円以上のものについて納入時に検査を実施し、検査調書を作成す

る。工事の場合には完了届を、機器等の場合には納品書を受領する。 

 

キ）請求書を受領し、振替伝票を作成し、支払事務に回される。 

 

② 固定資産台帳の整備 

 

岡崎市病院事業会計規則第 9条では、固定資産台帳を備え付けることが規

定されている。当該規定に基づき、固定資産台帳が整備されている。 
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③ 現物管理 

 

岡崎市病院事業会計規則第 74条では、「有形固定資産の取得、管理及び処

分の事務は、総務課長等が行う」旨が定められているが、定期的な検査など

具体的方法については明確には規定されていない。 

固定資産の管理といった場合には、当然に台帳管理と現物管理の双方を含

むものと考える。 

 

岡崎市病院事業会計規則（抜粋） 

 

(帳簿の備付け) 

第 9 条 病院事業の業務に係る取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳
簿(当該書類に記録すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「帳簿」という。)を備える
ものとする。 

(1) 主要簿 

～ (略) ～ 

(2) 補助簿 

～ (略) ～ 

ク 固定資産台帳 

～ (略) ～ 

(用語の意義) 

第 73条 この章において「固定資産」とは、次に掲げる資産をいう。 

(1) 有形固定資産 次に掲げるもの 

ア 土地 

イ 建物 

ウ 構築物 

エ 耐用年数が 1年以上で、かつ、取得価額が 10万円以上の器械備品 

オ 車両 

カ 放射性同位元素 

キ リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産で
あつて、当該リース物件がアからカまでに掲げるものである場合に限る。) 

ク 建設仮勘定(イからオまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合に
おける支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。) 

ケ その他有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの 

(取得、管理及び処分の機関) 

第 74条 有形固定資産の取得、管理及び処分の事務は、総務課長等が行う。ただし、前条第 1

号エ及びカからクまでに掲げる有形固定資産の管理の事務は、課長等が行う。 

2 無形固定資産の取得、管理及び処分の事務並びに投資の管理及び処分の事務は、総務課長等
が行う。 
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(除却) 

第 91条 総務課長等は、固定資産の全部又は一部の除却をしようとするときは、次に掲げる事
項を記載した書類に関係図面その他参考となるべき書類を添付して市長の決定を受けなければ
ならない。 

(1) 除却をしようとする固定資産の明細 

(2) 除却をしようとする理由 

(3) 除却後の利用計画 

 

(2) 手 続 

 

関連書類等を入手し、必要と考えられる監査手続（閲覧、突合、分析及び質

問等）を実施することにより、当該事務の合規性等を検証した。 

  

(3) 監査結果 

 

上記の監査手続を実施した結果、次の事項について指摘又は意見を述べるこ

ととする。 

 

① 病院による固定資産の現物確認について（指 摘） 

 

固定資産管理について、平成 16年度の包括外部監査において、定期的な

照合がなされておらず、固定資産台帳と現物が不整合であるとの指摘がなさ

れた。また、平成 30年度決算において、固定資産台帳の廃棄処理漏れ 91百

万円を過年度損益修正損（資産減耗費）として特別損失に計上している。 

同年度において岡崎市民病院は調査を行い、器械備品の中では医療機器を

対象としたとのことから、今回の監査においては、ノートパソコンやデジタ

ルカメラなど、換金価値があり、かつ個人が持ち出し可能で滅失可能性が高

い固定資産を中心に抽出したサンプル 60件について現物実査を実施した。 

この結果、固定資産台帳に登録されているが、現物が確認できなかった固

定資産が次の図表のとおり、35件存在した。 
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 管理所属 
資産 

番号 
資産名称 

取得 

年月日 

帳簿原価 

(単位:円) 

1 用度係 9003 ノートパソコン H11.3.31 226,200  

2 医局 9594 ノートパソコン H15.5.12 148,000  

3 医局 9595 ノートパソコン H15.5.12 148,000  

4 情報処理班（H22まで） 9741 ノートパソコン H16.6.22 156,000  

5 情報処理班（H22まで） 9743 ノートパソコン H16.6.22 156,000  

6 医局 9872 ノートパソコン H16.12.24 160,400  

7 総務課 9873 ノートパソコン H16.12.24 239,400  

8 医局 9920 ノートパソコン H17.5.24 135,000  

9 情報処理班（H22まで） 10231 ノートパソコン H18.3.13 165,000  

10 情報処理班（H22まで） 10232 ノートパソコン H18.3.13 165,000  

11 情報処理班（H22まで） 10233 ノートパソコン H18.3.13 165,000  

12 情報処理班（H22まで） 10234 ノートパソコン H18.3.13 165,000  

13 脳神経内科 10240 ノートパソコン H18.3.17 503,800  

14 脳神経内科 10254 ノートパソコン H18.6.23 148,000  

15 救急外来 10464 ノートパソコン H19.3.14 195,000  

16 治験事務室 10653 ノートパソコン H19.6.11 159,800  

17 治験事務室 10654 ノートパソコン H19.6.11 159,800  

18 治験事務室 10655 ノートパソコン H19.7.18 158,800  

19 治験事務室 10656 ノートパソコン H19.8.22 223,900  

20 看護局 10790 ノートパソコン H20.7.4 117,000  

21 脳神経内科 10797 ノートパソコン H20.7.31 233,000  

22 脳神経内科 11102 ノートパソコン H21.9.29 181,286  

23 薬局 11163 ノートパソコン H22.1.6 193,629  

24 内分泌・糖尿病内科 11203 ノートパソコン H22.3.23 403,648  

25 内分泌・糖尿病内科 11263 ノートパソコン H22.7.8 160,287  

26 血液浄化センター 11221 ノート型クライアント端末 H22.3.23 590,000  

27 血液浄化センター 11222 ノート型クライアント端末 H22.3.23 590,000  

28 血液浄化センター 11223 ノート型クライアント端末 H22.3.23 590,000  

29 皮膚科 10252 デジタルカメラ H18.6.13 188,480  

30 脳神経内科 10221 SDビデオカメラ H18.3.6 144,550  

31 歯科口腔外科 10513 デジタル一眼レフカメラ H19.7.2 161,500  

32 治験事務室 10657 デジタル一眼レフカメラ H19.8.22 109,000  

33 治験事務室 10677 デジタルビデオカメラ H19.10.1 102,000  

34 耳鼻咽喉科 8874 鼻咽喉鏡 H10.9.10 1,161,000  

35 耳鼻咽喉科 8873 鼻咽喉ファイバースコープ H10.9.29 500,000  

出典：岡崎市民病院 固定資産一覧表 

 

現物が確認できない主な要因は、平成 16年度の包括外部監査の指摘の後

においても、固定資産台帳と現物の定期的な照合が行われていないことによ

る。固定資産の網羅的な現物確認を実施しなければ、固定資産台帳が実態を

表さないおそれがあり、実在しない固定資産が財務諸表に計上されてしまう

ことになる。また、実在しない固定資産に対する減価償却費が計上されるこ

とにより損益に影響を及ぼすリスクが生じる。特に、ノートパソコンやデジ
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タルカメラなどの固定資産は、適切な除却手続を経ずに資産を廃棄、転売、

流用されるリスクがある。また、現状、廃棄されているか否かが不明である

ため、移動も含め、厳格に管理すべきである。 

このため、計画的、網羅的に固定資産の現物確認を実施し、現物が確認で

きなかった場合は速やかに原因調査を行った上で、固定資産台帳を正しく修

正すべきである。 

また、岡崎市病院事業会計規則では、定期的な検査など具体的方法につい

ては明確には規定されていない。 

一方、岡崎市物品管理規則第 39条では「物品管理者又は分任物品管理者

は、毎年度 1回及び物品出納機関が交替する場合はその都度、その管理する

備品及び物品出納機関の保管する備品並びに帳簿について検査をしなけれ

ばならない。物品管理者又は分任物品管理者は、前項の検査をしたときは、

関係帳簿に検査年月日を記入し、印を押すものとする。」との定めがある。 

そのため、岡崎市物品管理規則に準じて固定資産の定期的な検査について、

実施時期及び実施方法等を岡崎市病院事業会計規則等に規定すべきである。  

 

② 固定資産台帳記載の設置場所について（意 見） 

 

固定資産台帳上、管理所属部署（例：総務課、外科）の登録はされている

が、具体的な設置場所（例：総務課用度係検収室、外科内視鏡訓練室）の登

録がないため、管理所属部署での所在が容易に把握することができていない。 

そのため、固定資産の所在や管理責任が不明確となるおそれがあるほか、

固定資産実査の効率的な運用の観点から、設置場所の登録をすることが望ま

しい。 

 

③ 現物への備品標示票の添付について（指 摘） 

 

① 病院による固定資産の現物確認についてで抽出したサンプル 60件中、

現物実査で確認できた固定資産 25件のうち、次の表に記載の内容が発見さ

れた。 

管理所属 資産番号 資産名称 内容 

内分泌・糖尿病内科 10862 ビデオカメラ 備品標示票が未貼付 

総務係 9272 ハイエースワゴン 備品標示票が未貼付 

総務係 9274 トラック 備品標示票が未貼付 

栄養管理室 1064 超音波洗浄機 備品標示票の記載印字が薄い 

出典：岡崎市民病院 固定資産一覧表 

岡崎市病院事業会計規則には備品標示票添付に関する具体的な定めがな

いが、岡崎市物品管理規則では、第 10条において「物品出納員又は分任物
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品出納員は、前条の規定による決定又は次条第 2項の規定による通知を受け

たときは、その保管中の物品のうち備品にあつては、備品標示票により分類、

番号等の標示をしなければならない。ただし、標示をすることが困難である

と認められる備品については、この限りでない。」と規定されており、岡崎

市民病院においても、当然に備品標示票添付が必要であると考えられる。 

備品標示票が貼付されていない場合は、岡崎市民病院の固定資産であるこ

とが明確にならず、物品検査の際に現物と台帳の照合が確認できない。また、

備品標示票への印字が薄い場合においても現物確認が困難であり、物品検査

に必要以上に時間を要すると推測される。 

このため、岡崎市病院事業会計規則等において、岡崎市物品管理規則に準

じて、備品標示票の添付を規定し、固定資産台帳との整合性を確認できるよ

う必要事項を明瞭に記載した備品標示票を貼付すべきである。 

 

④ 物流管理システムと財務会計システムの整合性確保について（意 見） 

 

岡崎市民病院では、物流管理システムに登録された内容に基づき、当該シ

ステムより出力された備品標示票を現物に添付している。物流管理システム

と財務会計システムへ登録されている固定資産台帳の内容は、自動連携して

おらず、両者で資産番号が異なる。例えば、固定資産台帳資産番号 11615の

ノートパソコンに添付された備品標示票には、次のとおり 021883と記載さ

れていた。 

 

監査人撮影 

 

岡崎市病院事業会計規則第 9条において、備えるものとされている帳簿と

して定められているのは固定資産台帳であり、定期的な検査の際は、現時点

で存在する現物と固定資産台帳に登録されている内容を照合することにな

る。 

効率的な検査のため、固定資産台帳へ備品標示票に記載されている資産番

号を記載し、照合を行うことが望ましい。 

  



97 

 

⑤ 資本的支出について（意 見） 

 

平成 16年度包括外部監査において、固定資産の増加は新規取得のみでな

く、既存資産について改修が施された場合、その修繕が①既存資産の機能を

向上させ、耐用年数を増加させる改修、②物理的増加を伴う改修に該当する

支出の場合は、資本的支出として固定資産計上することが必要との意見がな

された。そこで、平成 30年度で発生した修繕費のうち、10万円以上、かつ

摘要が｢改修｣｢改良｣｢設置｣｢取付｣となっているものを抽出し、関連書類の閲

覧及びヒアリングを行った結果、明らかに物理的増加であると考えられる内

容の支出が次のとおり発見された。 

 

摘要 支出金額 内容 

岡崎市民病院西棟Ｒ階 

ステップ取付工事 

760,000円 簡易の U 字コンクリートを踏み台としていた
が、安全確保のため、ステップを取り付けた。 

岡崎市民病院検査棟１階
エコー室収納棚取付修繕 

400,000円 リネン材を置くための、収納棚を新たに取り付
けた。 

出典：岡崎市民病院 総勘定元帳（内訳簿）  

 

これらは、本来であれば、固定資産として計上され、減価償却により年々

費用化されるべきものである。 

しかし、計画的な更新に伴う資本的支出の予算は、地方公営企業法施行規

則別記第 1 号の予算様式第 4 条予算の資本的支出（以下「4 条予算」とい

う。）で確保している。次年度予算確保の段階で把握できないような少額の

資本的支出の場合、予算が確保できていないため、収益的支出である同様式

第 3条予算（以下「3条予算」という。）から 4条予算への修正が必要とな

るが、財政課との合議が必要であり、安全確保の優先や、現場との速やかな

対応のため、100万円を超えるような多額な支出でない限り、3条予算で執

行しているとのことである。 

岡崎市民病院事務局施設室（以下「施設室」という。）では修繕費と資本

的支出への区分けの定義は理解しているものの、予算の観点から区分けが適

切になされていないため、過去の実績等から発生すると予想される比較的少

額な資本的支出について、4条予算で確保することが望ましい。 

 

⑥ 医療機器の稼働状況の把握について（指 摘） 

 

(1) 概 要に記載のとおり、岡崎市民病院においては、固定資産購入支出

の比率が高く、最新の高額な医療設備の導入が行われることも多い。 

医療機器の購入については、医療機器機種選定委員会によって「高額医療

機器導入に係る採算性等の調査書」等の資料を用いて、ランニングコストを
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含めた採算性や、導入による効果などを協議した上で、購入機種を決定し、

予算要求時に当該資料を添付している。 

しかしながら、購入した医療機器について、その稼働状況に関しては把握

されていない。稼働状況の著しい低下が生じている場合は、使用範囲又は使

用方法について回収可能価額を著しく低下させる変化に該当し、岡崎市病院

事業会計規則第 97条で定める「減損の兆候」に該当すると考えるが、現状

では対象資産の特定が把握できず、資産の過大計上のリスクが生じる。 

資産の有効活用や、減損の兆候の把握のため、稼働管理すべき医療機器を

特定し、稼働目標を設定してその目標に対する実績を把握することにより、

購入した医療機器が当初予定どおりに稼働しているかどうかを把握すべき

である。 

 

岡崎市病院事業会計規則（抜粋） 

第 5節 評価 

(減損に係る会計処理) 

第 96条 総務課長は、固定資産であつて、事業年度の末日において予測することができ
ない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識するものについ
て、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識する減損
損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行
わなければならない。 

(減損損失の認識) 

第 97条 総務課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産につい
て、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。 

2 総務課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額
を測定しなければならない。 

3 前 2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、次に掲げる固定資産又は固定資産
グループを単位として行うものとする。 

(1) 賃貸用不動産 

(2) 前号に掲げる固定資産に該当しない固定資産により構成される固定資産グループ 

4 岡崎市立愛知病院事務局次長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固
定資産につき、減損損失に係る判定及び測定に必要な資料を作成し、総務課長に提出しな
ければならない。 

 

⑦ 除却処理に係る決裁について（意 見） 

 

(1) 概 要に記載した岡崎市病院事業会計規則第 91 条のとおり、「総務

課長等は、固定資産の全部又は一部の除却をしようとするときは、次に掲げ

る事項を記載した書類に関係図面その他参考となるべき書類を添付して市

長の決定を受けなければならない。」と規定されている。 

そこで、除却処理手続の妥当性を検証するため、任意のサンプル 5件につ

いて関連書類を閲覧した結果、施設室所管の施設の取替更新を行う際、既存
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施設の除却に係る決裁が、施設室ではなく、総務課による起案となっていた。 

(1) ② 固定資産台帳の整備に記載のとおり、固定資産台帳の管理を総務

課が行うこととされているため、総務課から除却対象の資産を施設室に確認

することにより、除却漏れを防いでいるとのことであるが、所管課から除却

対象資産の情報提供する方が効率的である。施設室での取替更新による固定

資産の除却も他部署との統一や効率性の観点から、所管している施設室から

除却に係る情報提供をすることが望ましい。 

 

⑧ 設備更新に関する資金計画の策定について（意 見） 

 

岡崎市民病院では固定資産購入に際し、当該固定資産に係る効果を個々に

検討しているが、将来の病院全体の設備投資計画は現在検討中であり、作成

に至っていない。将来の収支計画に基づかず設備投資を実施した場合、資金

繰りに影響し、設備更新が適切に行えず良質な医療の提供が行えなくなるお

それがある。 

平成 30年度における岡崎市民病院のキャッシュ・フロー計算書は次のと

おりである。 

 

(単位：百万円) 

1 業務活動によるキャッシュ・フロー   

当年度純利益(△は損失) △261 

減価償却費 1,601 

長期前払消費税償却 96 

看護師等修学資金貸与返還免除金 18 

固定資産除却費 100 

退職給付引当金の増減額(△は減少) △73 

賞与等引当金の増減額(△は減少) 41 

貸倒引当金の増減額(△は減少) 9 

長期前受金戻入額 △856 

受取利息及び受取配当金 △17 

支払利息 213 

有形固定資産売却損益(△は益) 20 

破産更生債権等の増減額(△は増加) △0 

未収金の増減額(△は増加) △19 

未払金の増減額(△は減少) 112 

たな卸資産の増減額(△は増加) △69 

長期前払消費税の増減額(△は増加) △72 

その他 △5 

小計 838 

利息及び配当金の受取額 17 

利息の支払額 △213 

業務活動によるキャッシュ・フロー 642   
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2 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △542 

有形固定資産の売却による収入 10 

無形固定資産の取得による支出 △9 

長期貸付金の貸付による支出 △29 

長期貸付金の返済による収入 4 

国庫補助金等による収入 0 

一般会計からの負担金による収入 93 

その他投資の取得による支出 △1 

その他投資の返還による収入 1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △473 

3 財務活動によるキャッシュ・フロー   

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 249 

建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △958 

一般会計からの負担金による支出 580 

リース債務の返済による支出 △52 

財務活動によるキャッシュ・フロー △180 

資金増加額 △11 

資金期首残高 4,825 

資金期末残高 4,814 

（注）△はマイナス（支出）  

 

岡崎市民病院の医業活動によるキャッシュ･フローは約 642百万円となっ

ているが、減価償却費は 1,601百万円発生している。減価償却費は過去の設

備投資に係る支出を使用期間に渡り配分することにより生じる費用である。 

また、設備投資に係る補助金を国等から受け入れており、減価償却期間に

対応させて当該補助金を長期前受収益の戻入として処理している。減価償却

に係る長期前受収益戻入約 188百万円を加味しても、医業活動から生じるキ

ャッシュ・フローは約 771百万円不足している。減価償却費を上回る業務活

動によるキャッシュ･フローを継続して獲得できない場合、保有している設

備の更新投資すら困難となる。 

例えば、X1期に耐用年数 4年の固定資産を 800で購入した場合の各期の

業務活動によるキャッシュ・フローは次のとおりとなる。 

 

  X1期 X2期 X3期 X4期 

業務活動によるキャッシュ・フロー 100 100 100 100 

内減価償却費（注） 200 200 200 200 

回収した資金累計 100 200 300 400 

(注) 減価償却費は残存価額ゼロと仮定して計算（購入価格 800÷耐用年数 4 年＝200)して

いる。 

 

上記設例は民間企業で用いられている簡便的なものであるが、設備 800投

資した場合に、耐用年数に対応する 4年間で資金が 400しか回収できず、キ

ャッシュ・フローが同水準で推移し、追加のメンテナンス費用も不要と仮定
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した場合、設備投資額を回収しようとすると耐用年数の倍となる 8年間かか

る。そのため、将来の収支計画の策定と共に、キャッシュ・フロー計算書を

用い、設備投資計画について検討することが望ましい。 

 

 

5 購買管理・委託事務 

 

(1) 概 要 

 

① 購買管理概要 

 

材料費のうち薬品費とは、投薬用薬品、注射用薬品（血液、プラズマを含

む。）造影剤、外用薬などの薬品の費用をいい、材料費のうち診療材料費と

はレントゲンフィルム、酸素、ギブス粉、包帯、ガーゼ、縫合糸など１回ご

とに消費するものをいう。また、期末日残高は、財務諸表上、薬品と診療材

料を合わせて貯蔵品として表示されている。 

 

平成 30年度を直近とした過去 3年間の材料費は次の表のとおりであり、

増加傾向にある。また、平成 28年改革プランに記載されている今後の取り

組みとして「ジェネリック医薬品の採用拡大や価格交渉、同等で安価な診療

材料への切り替えや在庫管理の徹底などにより、材料費の節減に努めます。」

と記載があり、購買管理は、病院経営において重要な要素となる。 

 

（単位：百万円） 

貸借対照表 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

貯蔵品 258 249 318 

うち、薬品 175 163 222 

うち、診療材料 83 86 96 

    

損益計算書 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

医業費用 19,807 19,991 20,834 

うち、材料費 4,692 4,812 5,181 

うち、薬品費 2,583 2,763 3,023 

うち、診療材料費 2,096 2,037 2,144 

出典：試算表 
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② 薬品の購入･在庫管理手続 

 

薬品の購入手続は薬事審議会による新規薬品の採用、薬品卸業者との交

渉・契約、納入（検収）、支払という手順で行われる。 

 

ア）新規薬品の採用 

 

新規に薬品を採用する場合には、各診療科単位で統一意思としての申請を

薬事審議会に提出し、定例の薬事審議会の決定に基づいて行われることにな

っている。具体的には、臨時購入薬品として薬価収載より 3ヶ月以上経過し

たものについて、薬事小委員会の承認を得る。そして、試用後 3ヶ月以上経

たもので引き続き継続して使用を希望する薬品については、各科部長より

「新規採用薬品申請書」を提出することによって行なわれる。 

薬事審議会は副院長を委員長とし、副院長、医局長、各科統括部長、薬局

長、看護局長、事務局長、総務課長、総務課用度係等により構成され、年 2

回（8月及び 2月）開催される。 

薬事審議会では薬品の採用申請の説明及び審議がなされ、採否の決定が行

なわれる。それに併せて、使用実績の少ない薬剤等は関係診療科及び薬局で

事前協議の上、採用中止の申請を行ない審議される。また、薬事審議会の下

部組織として設けられた採用薬剤検討小委員会から提案された薬品につい

ても審議・決定が行われる。この採用薬剤検討小委員会は、随時専門委員を

もって開催され、同種・同効の採用薬品を比較検討するとともに、医療安全

面からの見直しを行なって採用薬剤の採用中止・変更等を提案している。 

 

イ）使用する薬品の購入決定 

 

通常使用する薬品の購入手続については、まず、年度が始まるまでに翌年

度購入する薬品のメーカー、品目毎に各薬品卸会社に見積りを依頼する。 

各薬品卸会社の競争見積りの状況をもとに見積結果表を作成する。品目に

よっては、最低見積価格を提示した卸会社に対してさらに値下げ交渉を行う

こともある。最終的には事務局長が決裁して契約の締結を行う。見積依頼か

ら契約締結までは、総務課用度係で行っている。 

 

ウ）薬品の発注から納品・支払いまで 

 

薬品の発注には、定期発注と臨時発注とがあり、いずれも薬局で行われる。

定期発注については、定期的な在庫確認の際に、予め決められた日数分の在

庫（安全在庫）を下回りそうなものについて、バーコード読み取りにより発
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注データを作成し、オンラインで発注される。臨時発注の場合には、業者へ

電話又はファックス等で必要な都度行われている。商品が到着すると薬局で

現物と納品書の照合が行われ、納品書はまとめて薬品在庫管理システムに入

力される。 

各月末に薬品在庫管理システムから出力された、薬品の受払簿である受払

総括表を総務課経営管理係に、契約の相手方別の明細を用度係に提出し、薬

品卸業者より受け取った請求書と照合され、これに基づき支出負担行為決議

書が作成されて未払計上される。 

 

エ）薬品の在庫管理 

 

薬品卸業者から受け取った薬品は薬局で管理、保管される。薬局からの薬

品の払出しについては、各診療科からのオーダーと、診療科及び病棟への定

数配置により行われる。 

各診療科からのオーダーによる払出しについてはその都度薬品在庫管理

システムに払出し入力が行われ、月 1回の棚卸によって実在庫と照合される

ことになっている。病棟や外来に備置しておく定数配置分については、定数

を記載したリストをもとに薬剤師が病棟等を回って定数在庫を配置し、この

補充数量の記載をもとに薬品在庫管理システムに払出し入力が行われる。こ

の際、使用期限の迫った薬品を回転の遅い診療科から早い診療科へ配置換え

するといった作業も行われている。 

この定数在庫分については定数配置時に実在庫と定数を常時チェックし

ていることから、月 1回の棚卸作業は敢えて行わず、定数分を実在庫として

取り扱っている。 

 

③ 診療材料の在庫管理手続 

 

納入業者から受け取った診療材料は、用度係のもとで物品管理室に保管さ

れるもの（貯蔵品）と各診療科等に直納されるもの（直納品）とに分けられ

る。貯蔵品の払出については、各部署への定数配置と臨時払出とがあり、払

出の都度、物流システムに入力される。物品管理室での現物の受払いと物流

システムへの入力は委託業者を利用している。また、物品管理室の在庫につ

いては、月 1回の棚卸によって実在庫と照合することになっている。 

 

④ 病院における業務委託 

 

岡崎市民病院においては、多くの業務を委託によって賄っており、その支

出額は平成 30年度においては、2,223百万円と費用の約 10.7％を占めてい



104 

 

る。また、平成 28年改革プランに記載されている今後の取り組みとして「委

託や賃貸借契約について、定期的な調査や見直しを実施し、経費の削減に努

めます。」と記載があり、委託契約を管理することは、病院経営にとって重

要な要素である。 

（単位：百万円） 

損益計算書 平成28年度 平成29年度 平成30年度 

医業費用 19,807 19,991 20,834 

うち、委託料 2,241 2,355 2,223 

医業費用に占める割合 11.3％ 11.8％ 10.7％ 

出典：試算表 

 

⑤ 業務委託に係る契約手続 

 

岡崎市民病院における契約事務の手続は、岡崎市病院事業会計規則第 53

条において、岡崎市契約規則の規定を準用することとされている。 

 

⑥ 臨床検査業務について 

 

岡崎市民病院の臨床検査業務については、特命随意契約により単価契約を

締結している。特命随意契約の理由は、医療現場での混乱が起きぬよう業者

が変更になった場合の影響、複数の外部業者になった場合の検討、近隣病院

の契約先の情報収集をした上で、随意契約を締結しており、検討内容は合理

的であるといえる。 

なお、平成 31年 4月に愛知病院との統合にあたり、愛知病院においては

同様の検査業務を岡崎市民病院とは異なる外部業者へ業務委託しているこ

とから、平成 30年度に外部業者の統合やシステム統合についての検討がな

された結果、費用対効果から別々の業者を利用している。 

 

⑦ 電子カルテシステム等の外部委託業者との保守契約について 

 

電子カルテシステム等については、外部委託業者との間で保守契約を締結

している。岡崎市民病院では、仕様書に基づく保守内容となっているかどう

か、システムが停止しないようメンテナンスがされ障害時には業務影響を最

小にするよう対処され適正にシステム運用がされているか、日報等で確認し、

次年度以降の費用削減や業務改善に繋がるよう検討を実施している。 
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(2) 手 続 

 

① 薬品及び診療材料の購入手続について関係者よりヒアリングを行うと

ともに、関係書類を閲覧し、購入決定及び薬品の発注から納品までの購入

手続の妥当性を検証した。 

 

② 薬品及び診療材料の在庫管理について関係者よりヒアリングを行い、令

和元年 9月末時点で棚卸立会を行い、棚卸方法、現物管理の状況を検証し

て在庫管理の妥当性を検証した。 

 

(3) 監査結果 

 

上記の監査手続を実施した結果、次の事項について指摘又は意見を述べるこ

ととする。 

 

① スケールメリットを活用した材料購入について（意 見） 

 

米国では GPO（Group Purchasing Organizaion）という組織が普及してお

り、約 90％以上の病院が参加しているといわれる。日本国内においては、

NHA（一般社団法人日本ホスピタルアライアンス）が日本で最大の共同購入

組織である。NHAホームページによれば、平成 31年 4月現在、公立病院、

公的病院を含む全国の急性期病院 256病院が加盟しており、NHA加盟病院の

平成 30年度の事例では、病床数 600床以上の病院において、106百万円の

コスト削減に成功した事例が紹介されている。 

岡崎市民病院では、平成 29年 11月より MRPベンチマークシステム（自治

体病院共済会）を導入し、平成 30年度では診療材料・検査試薬を合わせて、

年間 2,299万円の費用削減に成功している。 

また、平成 29年度に NHAを医師等と検討しており、当時は近隣でも導入

事例がなく、導入を見送っているが、スケールメリットを最大限に活用し、

薬品及び診療材料の共同購入や、第三者団体が主催する共同購入グループ等

への加盟を視野に入れた更なる費用削減の検討を行うことが望ましい。 

 

② 棚卸マニュアルの整備について（意 見） 

 

岡崎市病院事業会計規則第 65条第 1項において、毎事業年度末の実地棚

卸の実施が定められており、実務において、診療材料については「供給セン

ターマニュアル」が、薬品については「月末・注射剤室・業務一覧」が作成

されている。 
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しかし、当該資料には、棚卸システムに関連するリスト出力や、入力手順

について記載されているが、棚卸業務については、いずれも簡単な記載に留

まっており、スケジュールやロケーションマップ、棚卸の人数等の詳細が整

備されていない。 

棚卸時には、事前に担当者への説明がなされているとのことであるが、棚

卸漏れや担当者毎の実施方法や認識に齟齬が生じないよう、網羅的、画一的

な棚卸実施のために棚卸マニュアルの整備を行うことが望ましい。 

岡崎市病院事業会計規則（抜粋） 

(棚卸) 

第 65 条 企業出納員は、毎事業年度末において、棚卸資産の実地棚卸(以下「棚卸」と
いう。)を行わなければならない。 

2 企業出納員は、前項に規定する棚卸のほか、棚卸資産が天災その他の理由により滅失
した場合その他必要と認める場合には、随時に、棚卸を行うものとする。 

3 企業出納員は、前 2項の規定により棚卸を行う場合は、市長の指定する棚卸資産の出
納に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 

 

③ 他部署職員の立会について（指 摘） 

 

岡崎市病院事業会計規則第 65条第 3項において、棚卸資産の出納に関係

のない職員を立ち会わせなければならないと定められている。 

これに対し、運用上、実地棚卸は、毎月の実施がなされており、適時に在

庫数量の把握に努めていると判断できるが、棚卸資産の出納に関係のない職

員の立会がなされていない。 

同項の定めに従い、他部署職員の立会により視察、テストカウントを行う

などして、適切に実地棚卸が行われているかどうか確認すべきである。 

 

④ 棚卸のカウント方法について（意 見） 

 

令和元年 9月末時点の調剤室・薬品倉庫及び SPD（物品・物流管理）倉庫

の実地棚卸において、カウント完了後の実棚数量記入用紙を確認したところ、

数量が訂正されている品目が複数あった。 

各エリア 1人で棚卸を実施しているため、暗室でのカウントなどでカウン

トエラーが発生しやすいとのことであるが、カウントエラーや登録誤りによ

るカウント完了後の数量訂正は非効率である。また、システム上での入出庫

管理に基づく理論在庫と実棚数量との数量誤差、金額誤差が大きいもののみ

を再度カウントし、適正な在庫数量での登録を行っているため、すべての在

庫の数量が正しく訂正されていることを確認できていない。 

そのため、2人 1組での棚卸を実施する、あるいは、棚卸人員の確保が厳
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しい場合、ダブルチェック時は区域ごとに一定数のテストカウントを行うな

どして、棚卸数量を正確かつ効率的に把握することが望ましい。 

 

⑤ 手術室用の診療材料について（指 摘） 

 

SPD倉庫において、手術室で使用する診療材料のセットが配置されていた

が、実地棚卸の対象外とされていた。これは、手術室での置き場がないため、

使用するタイミングで SPD倉庫から現物が移動されるが、システムでの在庫

管理上は SPD 倉庫から出庫したと同時に消費された扱いとしているとのこ

とであった。 

薬品及び診療材料は、定数配置により一定量を病棟等の現場に置き、すぐ

に使用できるようにしているが、本来、消費時点で費用計上すべきであり、

現状、費用の先行計上となっている。 

棚卸時点での正確な把握から、手術室用の診療材料においても、数量に単

価を乗じ、これらも在庫計上すべきである。 

 

⑥ 調剤室の棚卸当日の入出庫について（意 見） 

 

令和元年 9月末時点の調剤室の実地棚卸において、棚卸実施後の入出庫分

が当 9月末棚卸残高に反映していなかった。 

消費時点で費用計上されるように、棚卸実施後に入出庫した薬品について

は払出伝票等を用い、残高の調整を行うことが望ましい。 

 

⑦ 調剤室の棚卸リストへの署名について（意 見） 

 

令和元年 9月末時点の調剤室の実地棚卸において、棚卸リストに署名・押

印等がされていなかった。 

通常棚卸リストを確認した際に、あるべき薬品がない、想定していた薬品

数量より実際薬品数量が大きい等、問題が発見された場合、事実確認が必要

となる。しかし、棚卸担当者が不明の場合、事実確認を行う際に手間がかか

り、また、責任の所在が不明確となる。 

そのため、棚卸リストに署名もしくは押印欄を作成することにより棚卸実

施者を把握できるようにすることが望ましい。 
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6 労務管理について 

 

(1) 概 要 

 

① 嘱託職員・臨時職員の雇用 

  

平成 31年 3月 1日現在、岡崎市民病院では、正規職員 1,093名、嘱託・

臨時職員 332名が勤務し、正規、嘱託・臨時職員合計で 1,425名である。嘱

託・臨時職員の全職員に占める割合は、23％で 5人に 1人以上である。 

 

【正規・嘱託・臨時職員数】                     （平成 31年 3月 1日現在） 

  
医師 看護職 医療 

技術職 

行政職 
労務職 合計 

医師 研修医 看護師 准看護師 事務職 技術職等 

正規職員 148   699 9 182 38 6 11 1,093 

嘱託職員   29 81   35 58 9 58 270 

臨時職員     46 1   12 2 1 62 

合計 148 29 826 10 217 108 17 70 1,425 

（注）助産師は看護師に含む 

     

また、平成 19年 3月に岡崎市非常勤職員の勤務条件に関する規則を制定

するとともに、平成 19年 4月に岡崎市非常勤職員の任用等に関する取扱要

綱を整備している。 

 

② 労働時間管理について 

 

我が国の医療を取り巻く環境は、国民の医療や介護に対する期待、患者像

の変化、介護と看取りの連携の進化等大きく急激に変化し複雑化している。

厚生労働省においても、現在の医療従事者の働き方ビジョンを策定しており、

労働時間の適正な把握が求められている。 

 

③ 嘱託職員・臨時職員の勤怠管理について 

 

嘱託職員・臨時職員については、出勤簿による紙運用で勤怠の申告がなさ

れており、提出時に所属の課・主幹等の承認が必要な運用となっている。 
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④ 正規職員の時間外勤務について 

 

平成 29年度の病院機能評価の審査報告書では医師の就業時間の長さにつ

いて特に指摘等はなかったが、一部の診療科では医師不足により長時間の時

間外勤務が続いている。 

 

⑤ 職員の満足度の向上について 

 

現在、厚生労働省に設置された「医師の働き方改革に関する検討会」にお

いて、医師の働き方改革の方策について議論が進められており、医師に対す

る時間外労働規制については令和 6年度から適用される予定である。 

働き方改革の実現のためには、各地域において医師・看護師といった人員

の確保が喫緊の課題となっており、獲得競争が激化している現在の医療機関

において、職員の満足度の向上は人材確保の点で重要な検討課題である。 

 

⑥ 医師の資格管理について 

 

医学の高度化・専門化に伴い、その診療科や分野において高度な知識や技

量、経験を持つ医師には認定医や専門医といった認定資格が与えられる。 

この認定資格は各学会による基準に基づき与えられるものであるが、医療

は時代とともに進歩するため、常に最新の医学知識が必要とされることから

一定期間で更新をする必要がある。 

 

(2) 手 続 

 

関連書類を入手し、必要と考えられる監査手続（閲覧、突合、質問等）を実

施することにより、労務管理の状況等を検証した。 

 

(3) 監査結果 

 

上記の監査手続を実施した結果、次の事項について指摘又は意見を述べるこ

ととする。 

 

① 労働時間管理について（意 見） 

 

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けて

おり、使用者は労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責

務を有している。 
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厚生労働省が平成 29年 1月 20日に策定した、「労働時間の適正な把握の

ために、使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、始業・終業時

刻の確認及び記録を使用者に対し求めている。 

(1) 始業・終業時刻の確認及び記録 

使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を
確認し、これを記録すること。 

(2) 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法 

使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれか
の方法によること。 

ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。 

イ タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎と
して確認し、適正に記録すること。 

(3) 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置 

上記(2) の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合、使
用者は次の措置を講ずること。 

ア 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の
実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこ
と。 

イ 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、  

本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。 

ウ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かにつ
いて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。 

特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分か
るデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と
当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているとき
には、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。 

エ 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を  

労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認  

すること。 

その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではない  

と報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど  

使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間と  

して取り扱わなければならないこと。 

オ 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。  

このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を  

設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を  

阻害する措置を講じてはならないこと。また、時間外労働時間の削減のための社内
通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時
間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該
要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。 

さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関する労使協定（いわ
ゆる 36協定）により延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、
実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにも関わらず、記録
上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等
において、慣習的に行われていないかについても確認すること。 

出典:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 

   （平成 29年 1月 20日 厚生労働省）抜粋 
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岡崎市民病院では、シフト表をもとに労働者が日々の勤務を行っており、

時間外・休暇が生じた場合には、医局では勤務連絡票（紙面）を記入し上席

者の承認を受けた上で医局秘書に提出、看護局やその他部署についてはシス

テムに時間外・休暇情報を入力し、システム上で上席者が承認を行うことと

なっている。 

当該業務フローは、上記ガイドライン(2)アに該当する方法であり、③ 医

師の学習・研究等の自己研鑽についてで記載する事項を除き、適切な運用が

なされていることを確認した。 

しかし、労働者が申請する勤務時間と実際の労働時間についての乖離がな

いかについて追加ヒアリングを行ったところ、実績の出勤記録等を把握する

仕組みが整備されていないため、申請と実績がどの程度乖離しているか等の

把握ができていないとのことである。 

現在の医療業界では医師の労働時間短縮に向けて、医師でなくとも行える

業務を多職種に移管していく「タスク・シフティング（業務の移管）」が重

要視されている。タスク・シフティングを行うには医師の労働時間のうち、

どの業務にどの程度の時間がかかるかを把握する必要があり、そのためには

実態の時間が労働者による申請時間と大幅に乖離していないことが重要で

ある。 

今後はタスク・シフティングを考える上で、労働者により申告された労働

時間と実際の労働時間の乖離状況の調査を行い、実態との乖離状況について

理由の把握を行うことが望ましい。 

なお、令和 2年度以降（医師については令和元年度中に）、ICカードやタ

イムカード等を利用して適正な実績時間を把握することを検討している。 

 

② 手待時間について（意 見） 

 

労働時間とは、使用者の指揮命令下におかれている時間のこととされてい

る。 

医師や看護師は、救急など指示があった場合には即時に業務に従事するこ

とを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で、待機

等している時間、いわゆる「手待時間」が発生していると考えられる。 

当該手待時間も労働時間に該当するが、岡崎市民病院では、医師や看護師

で手待時間がどれだけ発生しているかの把握が行われていない状況である。 

現在の医療環境では、医師等の長期労働時間が大きな問題となっているた

め、まず、医師等の長期労働時間の削減の一環として手待時間の状況を適切

に把握する方法を検討することが望ましい。 
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③ 医師の学習・研究等の自己研鑽について（意 見） 

  

令和元年 7月 1日付で、「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方につ

いて」が厚生労働省から発出されている。 

医療機関等に勤務する医師が、診療等その本来の業務の傍ら、自らの知識

の習得や技能の向上を図るために行う学習、研究等（以下「研鑽」という。）

については、労働時間に該当する場合と該当しない場合があり得る。医師の

的確な労働時間管理の確保の観点から、医師の研鑽に係る労働時間該当性に

係る判断の基本的な考え方、医師の研鑽に係る労働時間該当性の明確化のた

めの手続及び環境整備が、今回の通知で求められている。 

岡崎市民病院では、研鑽をどこまで業務として認めるかについて、現状、

明確な基準は定義されていない。本通知により一定の基準（例えば、上司の

指示等があれば、本来業務の関連性のない研鑽も労働時間に該当する。）が

示されたことから、今後院内で手続等を整備していくとのことである。 

医師の働き方改革にあたって、令和 6年 4月までに全医療機関で「労働管

理徹底」、「労働時間の短縮」を進める必要があることから、研鑽に関する基

準の整備・運用の早期の対応が望ましい。 

 

④ 嘱託職員・臨時職員の勤怠申請について（意 見） 

 

出勤簿に記載されている情報を基に病院給与システムに入力、嘱託職員・

臨時職員の計算が行われることから、① 労働時間管理についてで記載のと

おり、適切な所属の課・主幹等による承認が適切に行われている必要がある。 

臨時職員が勤怠申請につき提出する出勤簿について平成 31年 3月分の出

勤簿をサンプルで 25件確認したところ、所属の課長・主幹等の押印がない

ものが 3件発見された。 

所属の課・主幹等が漏れなく確認・押印すること及び提出の際に承認印が

あることを確認することが望ましい。 

 

⑤ 管理職の時間外管理について（指 摘） 

 

「平成 30 年度医師時間外一覧」及び「H30 看護局時間外勤務実績表」を

確認したところ、部長等の管理職以上については時間外管理が実施されてい

ない状況であった。 

法改正前は一定の条件を満たす管理監督者の場合、時間外労働などは管理

対象外とされていたが、平成 30 年 6 月 29 日に可決された働き方改革関連

法に伴う改正労働安全法では、平成 31年 4月より管理職（管理監督者）を

含むすべての労働者の労働時間の把握を義務化している。 
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したがって、今後は部長等の管理職以上についても時間外管理の把握を行

うべきである。 

 

⑥ 超過勤務削減への取り組みについて（指 摘） 

 

岡崎市民病院では労働基準法第 36条に基づき、時間外勤務及び休日勤務

に関する協定書を岡崎市職員組合及び岡崎市従業員労働組合と締結してい

る。当該協定書では、1月 45時間、1年を通じて 360時間以内、特別条項に

より医師については年のうちの 6回を限度として、1月 80時間、年 570時

間の範囲で正規の勤務をさせることができるものとしている。 

時間外勤務時間は、医師及び事務職については「庶務システム」、看護師

は「ナーススケジューラー」を使用してシステム管理を行っている。 

また、医師及び事務職員のうち、上記の部長等の管理職以外の労働者につ

いては、個人別の時間外労働時間が把握されていたが、時間外労働時間把握

者のうち一部の職員が限度超過となっている。 

なお、平成 31年度以降は医師について 1月 100時間、年 720時間の範囲

で正規の勤務時間をさせることができるものとして特別条項の枠を拡大し

ている。 

平成 31年 4月に働き方改革関連法が施行されており、適用が猶予されて

いる医師の時間外労働上限規制が、5 年後に適用されることに向けて、「医

師の働き方改革に関する検討会報告書」（平成31年3月28日 厚生労働省）

等を参考に、医師の労働時間短縮・健康確保と必要な医療の確保の両立とい

う観点から、超過勤務削減への取組を進めるべきである。 

 

⑦ 職員満足度調査結果の活用について（意 見） 

 

岡崎市民病院には、病院全体の質を向上させることを目的として、院長を

含む、各局の上席者を構成メンバーとした「病院の質向上委員会」が発足し

ており、この下位組織として「患者満足度向上ワーキング・グループ」「職

員満足度向上ワーキング・グループ」「業務改善ワーキング・グループ」が

ある。 

各ワーキング・グループは各局より 1名ずつ選抜されている。このうち、

「職員満足度向上ワーキング・グループ」では、働きやすい組織運営や職場

環境改善を目的として、平成 28年度に正規職員を対象として病院職員満足

度アンケート調査を行っていた。 

アンケートの実施期間は平成 28年 12月下旬から平成 29年 2月上旬であ

り、回収率は全体の 54.3％であった。 

当該結果については、上位組織である「病院の質向上委員会」の平成 29
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年 2月の議題にて報告されていることを議事録にて閲覧・確認した。 

しかし、当該結果を基にした満足度向上のための具体的な改善策の検討が

なされておらず、結果分析も全体の把握にとどまり部署別といった落とし込

んだ分析は実施されていない状況である。 

また、ワーキング・グループは、メンバー構成が年度毎に入れ替わるため

アンケート調査の実施も当該調査以降なされていない。 

働き方改革法の施行に伴い、職員の満足度はより重要な課題になると考え

られる。一般に満足度の結果によって、病院全体・組織ごとの課題が表され

ることから、アンケートの実施のみにとどまらず、当該調査結果を踏まえて

全体及び各階層別で分析し、改善策を検討、課題解決までつなげることが望

ましい。 

また、アンケート実施も継続的に実施することによって、満足度の向上に

ついて比較分析等の細かい分析を実施することができると考えられるため、

活動の継続運用をすることが望ましい。 

 

⑧ 医師の資格管理について（意 見） 

 

岡崎市民病院では平成 30年度において、認定医や専門医等の認定資格に

応じて手当が支給されていたが、医師からの資格申請があった際に期間等を

システムに登録し、登録内容に応じて手当支給をする方法をとっていた。し

かし、総務課人事管理係で主体的に資格の管理は行っておらず、更新期間で

医師から自己申告に基づく申請がなければ手当支給はされず、手当支給につ

いて網羅的な確認ができていない状況であった。 

網羅的な把握の実施がなされない場合、本来手当支給を受けるべき医師に

対して手当の未払が発生する可能性があることから、各々の医師の申告に任

せるのではなく、手当を支給する側でも資格の有無、更新状況等について網

羅的に把握を実施する必要があった。 

なお、平成 31年度からは、更新が必要で病院機能に寄与する資格、施設

認定、地域医療に貢献する資格等、病院の運営に必要と考えられる資格につ

いて予め院内局長会議において選定し、人や資格の更新期間の管理を各局で

行うこととしており、当該病院支援認定資格の更新費用については、本人が

支払った領収書等の金額が確認できる資料を添えて、事務局総務課へ事後申

請により、公費として支払いをする方法に変更している。 

しかし、資格の有無、資格の更新期間については各局で管理を行っている

が、事務局では把握はしていないことから、事後申請が行われない場合、公

費の未払が発生する可能性がある。 

したがって、今後は公費を支給する事務局でも、各局での管理情報を入手

するなど網羅的な把握を行うことが望ましい。 
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7 一般会計負担金 

 

(1) 概 要 

  

一般会計負担金（他会計繰入金）については、地方公営企業法第 17 条の 2

において地方公共団体が負担とされたものである。 

 

（参考）地方公営企業法第 17条の 2 

次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般会計又は他
の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負担するも
のとする。 

一 その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない
経費 

二 当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入の
みをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費 

出典：平成 29年改革プラン 

 

公営企業の独立採算の原則を定めた地方財政法第 6条の趣旨からは、医業利

益計上（医業収支比率 100％以上）が原則であるものの、少なくとも経常利益

計上（経常収支比率 100％以上）が、制度上求められている。 

 

（参考）地方財政法第 6条 

公営企業で政令で定めるものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、
その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない
経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみを
もつて充てることが客観的に困難であると認められる経費を除き、当該企業の経営に伴う
収入（第五条の規定による地方債による収入を含む。）をもつてこれに充てなければならな
い。 

出典：平成 29年改革プラン及び平成 30年度決算資料を監査人が加工 

 

① 一般会計負担金の考え方 

 

平成 29年改革プランにおいて、地域医療の確保のために一般会計が負担

すべき経費の範囲についての考え方を次のとおり明らかにしている。 

 

ⅰ 病院企業会計と一般会計との間での経費の負担については、病院事業の健全化を促
進し、経営基盤を強化するため、地方公営企業法に従い総務省が毎年度定める繰出基
準に基づいて負担しています。 

ⅱ 公立病院として地域において必要な医療を提供するため、救急医療や小児医療、周
産期医療などの不採算部門の経費や病院の建設改良に要する経費などの一部を一般会
計の負担として明確化しています。 
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 項目 一般会計における経費負担の考え方 

1 建設改良に要する経費 

建設改良費（企業債及び補助金等の特定財源を除く）の
2分の1、企業債償還利子及び償還元金の2分の1（平成14

年度までに着手した事業に係るものは3分の2）。 

2 
リハビリテーション医
療に要する経費 

リハビリテーション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。 

3 
周産期医療に要する経
費 

周産期医療の用に供する病床の確保に要する経費のう
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。 

4 小児医療に要する経費 

小児医療の用に供する病床の確保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。 

5 
救急医療の確保に要す
る経費 

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、災害拠点病院が
災害時における救急医療のために行なう診療用具、診療
材料及び薬品等の備蓄に要する経費に相当する額。 

6 高度医療に要する経費 

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。 

7 
院内保育所の運営に要
する経費 

院内保育所の運営に要する経費のうち、その運営に伴う
収入をもって充てることができないと認められるもの
に相当する額。 

8 
医師及び看護師等の研
究研修に要する経費 

医師及び看護師等の研究研修に要する経費の2分の1。 

9 
共済追加費用の負担に
要する経費 

共済追加費用の負担額の一部。 

10 
基礎年金拠出金に係る
公的負担に要する経費 

地方公営企業職員に係る基礎年金拠出金に係る公的負
担に要する経費の一部。 

11 児童手当に要する経費 

次に掲げる地方公営企業職員に係る児童手当の給付に
要する経費の合計額。 

ア 3歳に満たない児童に係る給付に要する経費
（ウに掲げる経費を除く。）の15分の8 

イ  3歳以上中学校終了前の児童に係る給付に要
する経費（ウに掲げる経費を除く。） 

ウ 児童手当法附則第２条に規定する給付に要
する経費 

 

② 平成 30年度の一般会計負担金 

 

平成 30年度に一般会計から他会計繰入金として受け入れた額等は次のと

おりである。 
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 項目 操出基準 負担金項目 
金額 

（百万円） 

1 建設改良に要する経費 第5.1 

企業債利息負担金 132 

建設改良費負担金 103 

企業債償還元金負担金 618 

2 
リハビリテーション医療
に要する経費 

第5.7 
リハビリテーション運営費負
担金 

81 

3 周産期医療に要する経費 第5.8 周産期センター運営費負担金 56 

4 小児医療に要する経費 第5.9 － － 

5 
救急医療の確保に要する
経費 

第5.10 

(2)アウ 

救命救急センター運営費負担金 15 

救急告示病院空床補償費 106 

災害拠点病院備蓄経費 13 

6 高度医療に要する経費 第5.11 
高度医療運営費負担金 

（放射線治療） 
314 

7 
院内保育所の運営に要す
る経費 

第5.13 院内保育所運営費負担金 37 

8 
医師及び看護師等の研究
研修に要する経費 

第5.16(1) 研究研修費負担金 36 

9 
共済追加費用の負担に要
する経費 

第5.16(3) 都市共済追加費用負担金 45 

10 
基礎年金拠出金に係る公
的負担に要する経費 

第10.3 基礎年金拠出金負担金 271 

11 児童手当に要する経費 第10.4 児童手当負担金 36 

 

なお、「小児医療に要する経費」は収支実績がプラスであったため、範囲

についての考え方は明らかにされているが、繰入実績はなかった。 

 

(2) 手 続 

 

関連書類等を入手し、必要と考えられる監査手続（閲覧、突合、分析及び質

問等）を実施することにより、当該事務の合規性等を検証した。 

  

(3) 監査結果 

 

上記の監査手続を実施した結果、特に記載すべき事項はない。 
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8 地方公営企業会計 

 

(1) 概 要 

 

岡崎市民病院においては、岡崎市病院事業会計規則に準拠して会計処理を行

っている。同会計規則は、地方公営企業会計の基準とされる地方公営企業法施

行令、地方公営企業法施行規則等が基礎となっているが、その関連法令は平成

24年 1月に約 47年ぶりに大幅改正（公布）され、平成 26年度の予算及び決

算より適用されている。大幅改正の背景として、次の 4つが挙げられている。 

・企業会計基準の見直しの進展 

企業会計基準が国際基準を踏まえて見直されている一方、地方公営企業会計制度は昭和41

年以来大きな改正がなされておらず、相互の比較分析を容易にするためにも企業会計制度と
の整合を図る必要が生じている。 

・地方独立行政法人の会計制度の導入及び地方公営企業改革の推進 

地方独立行政法人化を選択する地方公営企業も増えており、同種事業の団体間比較のため
にも、地方公営企業会計基準と企業会計原則に準じた地方独立行政法人会計基準との整合を
図る必要が生じている。地方公会計の整備における会計モデルも、企業会計原則に準じた会
計制度が導入されている。 

・地域主権改革の推進 

地方分権改革推進委員会の第 2次勧告（平成 20年 12月 8日）及び第 3次勧告（平成 21

年 10月 7日）において、「義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」及び「地方自治
体の財務会計における透明性の向上と自己責任の拡大」が掲げられた。地方公営企業につい
ても、地域主権改革に沿った見直しを進める必要がある。 

・公営企業の抜本改革の推進 

「債務調整等に関する調査研究会報告書」（平成 20年 12月 5日）において、「総務省にお
いては、公営企業の経営状況等をより的確に把握できるよう、公営企業会計基準の見直し、
各地方公共団体における経費負担区分の考え方の明確化等、所要の改革を行うべきである。」
との提言がなされている。 

 

当該大幅改正により、借入資本金の負債計上などの従来認められていた会計

処理等が廃止された一方、引当金の計上、たな卸資産の低価法の義務付け、減

損会計、セグメント情報の開示等が新設された。このうち、減損会計、セグメ

ント情報の開示の決算手続は次のとおりである。 

 

① 減損会計 

 

岡崎市民病院においては、減損処理の要否判断経緯について、減損の兆候、

認識、測定の 3段階に区分し文書化を行っている。 

平成 30 年度決算においては、2 期連続営業赤字等の減損の兆候が存在し

ていないことについて検討が行われている。 
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② セグメント区分の見直し 

 

平成 30年度において、岡崎市民病院には当院以外に報告セグメントは存

在しなかったが、平成 31年 4月 1日付で愛知病院を統合し、新たな報告セ

グメントが存在している。 

なお、直近の岡崎市病院事業会計規則第 101条において報告セグメントの

区分として、(1) 岡崎市民病院、(2) 岡崎市立愛知病院と定められている。

また、報告セグメントの開示に向けての取組として、愛知病院で作成された

財務情報を岡崎市民病院と同様の方法で監査を行っているとのことである。 

 

(2) 手 続 

 

平成 30年度決算に関する資料等を入手し、必要と考えられる監査手続（閲

覧、突合、分析及び質問等）を実施することにより、当該事務の合規性等を検

証した。 

  

(3) 監査結果 

 

上記の監査手続を実施した結果、次の事項について意見を述べることとする。 

 

① 一般債権にかかる貸倒引当金の算定について（意 見） 

 

引当金については、地方公営企業法施行規則第 22条において「将来の特

定の費用又は損失（収益の控除を含む。）であつて、その発生が当該事業年

度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見

積もることができると認められるものは、当該金額を引当金として予定貸借

対照表に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上しなけ

ればならない。」と定めがある。これを受けて、岡崎市病院事業会計規則第

99条において「将来の特定の費用又は損失（省令第 22条に規定するものに

限る。）の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等（同

条に規定する予定貸借対照表等をいう。）に計上し、当該事業年度の負担に

帰すべき引当額を費用に計上するものとする。…(5)貸倒引当金」と定めて

いる。 

具体的には次の算定方法に基づいて貸倒引当金を算定している。 
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債権の種類 債権の定義 貸倒引当金の算定 

Ⅰ.一般債権 年度末から遡って、半年以
内に発生した患者未収金 

貸倒実績率に基づく、貸倒実績率法 

貸倒実績率：「当期発生不納欠損額/

前期末債権総額」で算定された貸倒
実績率の直近 3年実績の平均値 

Ⅱ.貸倒懸念債権 年度末の時点で発生してか
ら半年超が経過、かつ、一
部入金有、かつ行方不明で
ない者の患者未収金 

患者未収金額の 50％ 

Ⅲ.破産更生債権等 Ⅰ,Ⅱ以外の患者未収金 患者未収金額の全額 

 

平成 30年度の貸倒引当金の算定は次のとおりである。 

（単位：円） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

一般債権 127,710,539 140,782,336 118,905,115 121,284,578 (a) 

貸倒懸念債権 39,315,076 49,979,010 48,265,219 53,778,606 (b) 

破産更生債権等 66,128,311 36,877,277 31,224,237 31,467,768 (c) 

年度末患者未収金残高 233,153,926 227,638,623 198,394,571 206,530,952  

当年度不納欠損額 25,824,832 28,240,598 17,538,845 14,197,355  

貸倒実績率 9.9% 12.1% 7.7% 7.2%  

3年平均貸倒実績率 9.9％(d)   

 

対象債権 算定式 金額 

Ⅰ.一般債権 121,284,578円(a)×9.9％(d) 12,007,173円 

Ⅱ.貸倒懸念債権 53,778,606円(b)× 50％ 26,889,303円 

Ⅲ.破産更生債権等 31,467,768円(c)×100％ 31,467,768円 

貸倒引当金計  70,364,244円 

 

上表のとおり、一般債権に係る貸倒引当金は、一般債権残高に前期末患者

未収金残高に対する当年度不納欠損額の割合を乗じて算定している。前期末

患者未収金残高には、一般債権に加えて貸倒懸念債権及び破産更生債権等が

含まれている。病院担当者によれば、このような実績率を一般債権残高に乗

じる率として採用した理由は、「年度末の患者未収入金が翌年度に破産更生

債権等や貸倒懸念債権のようなリスクの高い状況になるかどうかは、一般企

業に対する債権と異なり、患者家族の状況によるところが大きく、年度末の

未収入金に加え、翌年度に患者家族に大きな金銭負担となるような手術等が

年度跨ぎで発生することもある。このように、患者未収入金の一般債権とし

て区分した債権については、年度末において明確に判断することが困難な状
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況も多い。そこで保守的に貸倒引当金を設定するためにも、一般債権に対し

て適用している貸倒実績率も患者未収入金全体の不納欠損額を適用してい

る。」とのことである。 

病院担当者の主張のとおり、不納欠損の多くは貸倒懸念債権及び破産更生

債権等から生じていると推測され、不納欠損が一般債権からも比例的に発生

しているという仮定は実態よりも高い率であることは理解できる。しかし、

平成 30年度の不納欠損額は 14百万円であり、貸倒懸念債権の引当額 26百

万円と破産更生債権等の引当額 31 百万円の合計 57 百万円と比して少ない

額であり、分子を不納欠損額とすることにより貸倒実績率が実態よりも低い

率である可能性がある。 

未収金は最終的に回収可能か回収不能かのいずれかであり、期末時点にお

いて回収不能額を合理的に見積もる必要がある。現行の一般債権に係る貸倒

引当金の算定方法は、分子である不納欠損額が回収不能額であり、残りの額

は回収可能と仮定している。また、一般債権の貸倒の発生確率は貸倒懸念債

権と破産更生債権等の発生確率と同程度という仮定に基づいているが、仮定

の合理性について十分な検討がなされていない。 

なお、貸倒引当金の算定方法については、民間企業が適用している「金融

商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10号 平成 20年 3月 10日 企

業会計基準委員会）が参考になる。金融商品に関する会計基準第 27項は「貸

倒見積高の算定にあたっては、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、

債権を次のように区分する。」と定めている。 

 

(1) 経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権（以下「一般債権」という。） 

(2) 経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生
じる可能性の高い債務者に対する債権（以下「貸倒懸念債権」という。） 

(3) 経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権（以下「破産更生債
権等」という。）。 

 

そして、第 28項は「債権の貸倒見積高は、その区分に応じてそれぞれ次

の方法により算定する。」と定めている。 

 

(1) 一般債権については、債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求
めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する。 

(2) 貸倒懸念債権については、債権の状況に応じて、次のいずれかの方法により貸倒見積
高を算定する。ただし、同一の債権については、債務者の財政状態及び経営成績の状況
等が変化しない限り、同一の方法を継続して適用する。 

① 債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額につい
て債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算定する方法 
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② 債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積るこ
とができる債権については、債権の元本及び利息について元本の回収及び利息の受取
りが見込まれるときから当期末までの期間にわたり当初の約定利子率で割り引いた
金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とする方法 

(3) 破産更生債権等については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額
を減額し、その残額を貸倒見積高とする。 

 

一般債権のうち翌年度までに回収されなかった場合、貸倒懸念債権もしく

は破産更生債権等に区分され、かつ当該区分から不納欠損が将来発生してい

る。そのため、貸倒実績率は、一般債権から貸倒懸念債権もしくは破産更生

債権等に区分変更された割合に、各区分の引当率を考慮して貸倒見積高を算

定をすることが合理的と考える。 

平成 28 年度及び平成 29 年度の一般債権に区分された患者未収金の区分

変更割合及び貸倒見積高の算定結果は次のとおりである。 

 

平成 28年度の一般債権に区分された患者未収金の区分変更割合及び貸倒見積高 （金額：円） 

平成 29年度

の債権区分 

平成 28年度 

患者未収金 

平成 29年度 

回収額 

平成 29年度

未収額 

区分変更 

割合(注 1) 
引当率 

貸倒見積高 

(注 2) 

回収済み債権 78,264,742 78,264,742 0       

貸倒懸念債権 7,481,378 4,020,140 3,461,238 3.6％ 50％ 1,730,619 

破産更生債権 11,027,572 0 11,027,572 11.4％ 100％ 11,027,572 

合計(注 3) 96,773,692 82,284,882 14,488,810     12,758,191 

      （13.18％） 

出典：平成 28年度及び平成 29年度未収台帳 

(注 1) 平成 29年度未収額÷平成 28年度患者未収入金合計（96,773,692円） 

(注 2) 平成 29年度の債権区分ごとに、平成 29年度未収額×引当率 

括弧書きは貸倒実績率（貸倒見積高合計÷平成 28年度患者未収入金合計） 

(注 3) 平成 28年度患者未収入金合計 96,773,692円は、社会保険診療報酬支払基金から入
金される出産一時金 44,008,644円を控除している。 

 

平成 29年度の一般債権に区分された患者未収金の区分変更割合及び貸倒見積高 （金額：円） 

平成 30年度

の債権区分 

平成 29年度 

患者未収金 

平成 30年度 

回収額 

平成 30年度

未収額 

区分変更 

割合(注 1) 
引当率 

貸倒見積高 

(注 2) 

回収済み債権 99,208,780 99,208,780 0       

貸倒懸念債権 11,785,656 4,311,987 7,473,669 6.3％ 50％ 3,736,835 

破産更生債権 7,910,679 14,136 7,896,543 6.6％ 100％ 7,896,543 

合計 118,905,115 103,534,903 15,370,212     11,633,378 

      （9.78％） 

出典：平成 29年度及び平成 30年度未収台帳 

(注 1) 平成 30年度未収額÷平成 29年度患者未収入金合計（118,905,115円） 

(注 2) 平成 30年度の債権区分ごとに、平成 30年度未収額×引当率 

括弧書きは貸倒実績率（貸倒見積高合計÷平成 29年度患者未収入金合計） 
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患者未収金については、平成 28年度の一般債権残高には社会保険診療報

酬支払基金から入金される出産一時金 44,008,644円が含まれていたため、

これを控除した 96,773,692円を用いて貸倒見積高を算定している。これは、

社会保険支払基金からの入金は回収が確実であり、期末時点において回収不

能額を見積もる必要はないことによる。なお、平成 29年度は患者未収金に

出産一時金は含まれていないため、同年度の一般債権残高 118,905,115円を

用いている。 

貸倒実績率は、平成 28年度 13.18％、平成 29年度 9.78％の平均 11.48％

となり、平成 30年度の一般債権に区分された患者未収金 121,284,578円か

ら出産一時金 32,079,592 円を控除した 89,204,986 円に乗じると

10,240,732円となる。 

上記は監査人が合理的と考える仮定に基づいて試算したものであり、1つ

の案である。回収実績を詳細に分析し、より実態に合った仮定に基づいた見

積りを行うことが望ましい。 

 

② 同一債務者の債権の計上区分について（意 見） 

 

① 一般債権にかかる貸倒引当金の算定についてに記載したとおり、岡崎

市民病院においては債権の分類を債権発生からの経過期間に基づいて行っ

ている。岡崎市民病院の未収入金は患者から徴収する性質であることから、

時間の経過をトリガーとして債務者区分を変更することは一定程度の合理

性がある。 

しかし、岡崎市民病院が採用している計上区分によれば、同一債務者の債

権にもかかわらず、債権の発生タイミングによって、債権区分が異なること

は不合理である。例えば、同一債務者が、1年前に発生した未収金は支払不

能であるが、今日発生した未収金は支払可能であるという仮定は現実的でな

いと考える。債権区分は債務者の支払い能力等を勘案し、債権の回収可能性

に基づいて決定されるものであり、同一債務者においては債権の滞留の状況

に鑑み回収可能性を検討する必要がある。 

したがって、貸倒懸念債権及び破産更生債権等の貸倒見積高の算定をより

実態に即したものとするためにも、期間に基づく指標だけではなく、同一債

務者の債権を名寄せする等の実質的な判断を行うことが望ましい。 

 

③ 看護学生への貸付金に対する引当金の算定について（意 見） 

 

岡崎市民病院においては、看護学生に貸与している貸付金について貸倒引

当金を計上しており、その金額は平成 30 年度の貸借対照表上、貸付金

50,350,000円、それに伴う貸倒引当金 39,480,000円である。 
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看護学生に貸与している貸付金の目的は、岡崎市看護師等修学資金貸与条

例（以下「修学資金貸与条例」という。）によると「養成施設において修学

する者に対し、修学に必要な資金を貸与することにより、岡崎市民病院等の

看護師等となる職員を確保することを目的とする。」（修学資金貸与条例第 1

条）と定められている。また、次の条件を満たしたときに免除することとし

ている（修学資金貸与条例第 7条）。 

 

第 7条 市長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたと
きは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。 

(1) 養成施設を卒業した後、直ちに岡崎市民病院等の職員(非常勤職員を除く。以下この
号及び次条において同じ。)となり、又は職務に復帰し、かつ、引き続き岡崎市民病院
等において看護師等として在職した場合において、その引き続く在職期間が、修学資金
の貸与を受けた期間(前条第 2項の規定により貸与されなかつた修学資金に係る期間を
除く。)に相当する期間に 1年を加えた期間に達したとき。ただし、助産師免許取得に
係る修学資金の貸与を受けた者にあつては、助産師免許取得のための養成施設を卒業
した日の属する月の翌月の初日から起算して 2年以内に助産師となつた場合に限る。 

 

(2) 前号に規定する在職期間中に公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障の
ため免職されたとき。 

(3) 養成施設に在学中に死亡したとき。 

岡崎市民病院は、修学資金を貸与した時点では貸倒引当金を計上せず、貸

与を受けた看護学生が岡崎市民病院に就職した時点で貸倒引当金を全額計

上している。 

期末時点の貸付金については、最終的に回収可能か回収不能かを見積もっ

て貸倒引当金を計上する必要がある。当該修学資金は回収することが目的で

はなく、岡崎市民病院等の看護師等となる職員を確保することが目的であり、

目的を達成して免除することを目指している。 

また、平成 23年度～平成 28年度に貸し付けた当該貸付金のうち、就職及

び免除に至った割合は次のとおりである。 

 

当初貸与年度 

貸与 

人数 

Ⓐ 

就職 

人数 

Ⓑ 

猶予 

人数 

Ⓒ 注 

免除 

人数 

Ⓓ 

Ⓒ＋Ⓓ 

＝Ⓔ 

貸与に対する 

免除割合 

Ⓔ÷Ⓐ 

就職に対する 

免除割合 

Ⓔ÷Ⓑ 

平成 23年度 35 32 0 28 28 80.00％ 87.50％ 

平成 24年度 36 33 2 26 28 77.78％ 84.85％ 

平成 25年度 26 22 2 16 18 69.23％ 81.82％ 

平成 26年度 37 33 5 23 28 75.68％ 84.85％ 

平成 27年度 29 21 8 12 20 68.97％ 95.24％ 

平成 28年度 36 28 16 12 28 77.78％ 100.00％ 

平均      73.89％ 89.35％ 

出典：貸付金台帳 



125 

 

注：猶予とは岡崎市民病院に就職しているが、免除要件に満たない者をいう。 

平成 30年度末において猶予の者がすべて免除に至ったと仮定した場合に、

当該 5 年間において、当初貸付金額のうち免除された割合は 74％と算定で

きる。したがって、貸与した時点で回収できない割合は実態として 7割程度

あり、全額回収できるとしている仮定は現実に即していない。 

したがって、看護学生への貸付金に対する貸倒引当金は、貸付時点におい

て、適切に見積もることが望ましい。 

 

④ 資産の評価方法について（意 見） 

 

岡崎市病院事業会計規則第 65条の 2第 1項において「企業出納員は、棚

卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該棚卸資産の帳簿

価額より低いもの（重要性の乏しいものを除く。）について、同日における

時価を当該棚卸資産の帳簿価額として付さなければならない。」と定めてい

る。そして、同条第 3項は「第 1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、

受入価額が総資産額の100分の1未満の棚卸資産をいう。」とも定めている。

そのため、岡崎市民病院の棚卸資産総額は総資産の約 0.9％であることから、

棚卸資産の低価法の検討を行っていなかった。 

地方公営企業法施行規則第 8 条第 3 項は「次の各号に掲げる資産につい

ては、事業年度の末日において、帳簿価額として当該各号に定める価格を付

さなければならない。」とあり、その第 3号において「たな卸資産であつて、

事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より低いもの（重要性の乏

しいものを除く。） 事業年度の末日における時価」と定めている。 

また、「地方公営企業会計制度の見直しについて」（平成 25年 12月 総務

省自治財政局公営企業課）のたな卸資産の価額の基本的な方針によれば、「た

な卸資産の実態を適切に表示することにより、財政状態をより適切に表示で

きる」ことを理由として、低価法を義務付けている。その一方で、「事務用

消耗品等の販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき貯

蔵品等、当該金額の重要性が乏しい場合の評価は、低価法によらないことが

できるものとする。」としている。そして、「短期間で現金化・費用化される

事業用の部品や消耗品等の貯蔵品について低価法による評価を行うことは、

重要性に乏しく、費用対効果の観点等から、その意義は小さい。」としてい

る。その理由としては、①法適用企業のたな卸資産は、総資産の 4.7％程度

あるが、土地造成勘定(販売目的の土地）を除けば、0.1％程度にとどまる、

②地方公営企業のたな卸資産は、大部分が事業用の部品や消耗品であり、宅

地造成事業の販売用宅地以外は、基本的に 1年以内に現金化・費用化される

ことを挙げている。これを踏まえて、総務省が公表している地方公営企業会

計基準見直し Q&A5-3は「たな卸資産の重要性は一律に判断できるものでは
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なく、公営企業毎に判断することになるが、一般的には、事務用の部品や消

耗品等の販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき貯蔵

品は重要性が乏しいといえる。」としている。病院担当者によれば、「当該定

めは公営企業ごとに判断していくものと考えており、事務用品なども該当す

ると考えられるが、医薬品や診療材料も非常に短期間で消費されるべき貯蔵

品であると考えられる。医薬品や診療材料は非常に短期間の在庫の保有に限

られているのも事実であり、重要性を鑑みて判断することが否定されるもの

と考えないところと認識している。」ことから、低価法の適用は不要として

いる。 

しかし、岡崎市民病院の棚卸資産は上記のとおり、総資産の約 0.9％を占

めており、「地方公営企業会計制度の見直しについて」が、重要性が乏しい

根拠とする総資産の 0.1％程度は大きく上回っている。また、棚卸資産のほ

とんどが診療行為によって短期間に消費される薬品及び診療材料であり、こ

れらの状況をもって、事業用の部品や消耗品等の事務用の部品や消耗品等の

販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき貯蔵品と解す

ることは不合理と考える。 

直近の 2019年 9月分の「実棚リスト」で確認したところ、簿価が時価（薬

価あるいは償還価格）を上回っているものは 1品目、評価損計上すべき金額

は 825円となっている。このように、決算整理において「実棚リスト」で原

価より薬価が下回るものの金額が僅少であることを確認した上で、低価法の

適用は不要と判断することが望ましい。 

 

⑤ 平成 29年度の退職給付費の計上額について（意 見） 

 

Ⅱ2(4)①イ）ⅲ）給与費に記載したとおり、人事院勧告により調整率が

引き下げられた等の影響で、平成 29年度の退職給付費は 0円となってい

る。 

しかし、平成 29年度の退職給付引当金に関する決算資料を確認したと

ころ、貸借対照表に本来 3,493百万円で計上すべきところ、3,524百万円

で計上されており、31百万円過大となっていた。 

病院担当者によれば、職員の入れ替わりも多く、次年度以降に引当額が

変動することから、重要性を勘案する中で戻入処理を行わなかったとの

ことであるが、正確な決算を実施する観点からは、このように引当金残高

が過剰であることが明らかになった場合は、退職給付費をマイナス計上、

もしくは過年度損益修正益で戻入することが望まれる。 
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9 情報管理 

 

(1) 概 要 

 

① 情報システムに関する規程等の整備について 

 

情報システムに関する規程について確認したところ、システム等の開発・

変更に関する規程等はないとのことであった。 

ただし、外部委託業者と仕様確認を行い、仕様書の作成、契約締結を行っ

たうえで業務を実施し、業務完了後は報告書等資料、完了届を提出させて完

了としていた。外部委託業者が実施した業務に対するチェックは行われてお

り、規程等はないものの、一定の管理は行われている。 

 

② 外部記録媒体の管理について 

 

「岡崎市民病院の可搬型記憶媒体取り扱い要領 第 3 版」第 5 条におい

て、「業務系端末からのデータ取り出しは特定の端末にて CDへ書き出して取

り出し、医療情報室において持ち込み記憶媒体への書き込みは行わない。」

とされている。そして、CD への書き出しは院長決裁を受けたうえで実施さ

れている。 

平成 30年度においては、CDへの書き出しを 15件行っていたが、全件、

院長決裁を受けていた。 

また、情報漏えいリスクを低減するため、当該 CDの必要数に限定して管

理すべきであるが、特に行っていないとのことであった。CD への書き出し

は、厚生労働省の調査等で個人情報を提出するような場合に限定されている

ことから、情報漏えいリスクが発生する可能性はない。 

 

③ ICカードの管理運用方法について 

 

岡崎市民病院では、行政職（事務職）は IC カード、PC 端末が配布され、

PC端末は ICカードによってアクセス・認証が行われている。当該 ICカー

ドは職員証を兼ねており、情報政策課が管理している。また、電子カルテシ

ステム等の利用にあたっては、ID パスワードによってアクセス・認証が行

われており、行政職のように ICカードは配布されていない。 

そのため、権限のない者が ICカードを使用して、PC端末に不正アクセス

する可能性はない。 
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④ アクセス権の停止処理について 

 

電子カルテシステム等へのアクセス権は、不正なアクセスを防止する観点

から、厳密に管理する必要がある。 

岡崎市民病院では、人事管理係から受け取った退職者等の停止対象者の情

報に基づいて、医事課で IDの停止処理を行っており、平成 31年 4月以降で

43件の IDの停止処理を行っていることを確認した。 

しかし、不正なアクセス防止の観点からは、単に停止処理するのではなく、

ID自体を抹消すべきと考えられるが、IDを抹消した場合、電子カルテの作

成医師が分からなくなるため、停止処理しているとのことであった。医師法

第 24条第 2項において、診療録の保存義務者は作成医師と定められている

ことから、停止処理が妥当と考える。 

 

⑤ 電子カルテ情報変更の手順の明確化について 

 

電子カルテ情報変更は、外部委託業者リモートアクセスによってなされて

いるが、セキュリティの観点からは、事前に変更手順を定めておくことが望

まれる。 

岡崎市民病院では、電子カルテシステムの外部委託業者とは契約時に個人

情報取扱特記事項を添付するとともに、誓約書を提出させている。そして、

定例会において、リモートアクセスの実施日時をはじめ、システム変更等の

対応状況等を資料に基づき報告を受けているとのことであった。 

個人情報取扱特記事項を閲覧した結果、情報変更の手順を定めている。 

 

⑥ 平成 28年度包括外部監査の措置状況について 

 

岡崎市では平成 28年度に「情報システムの財務に関する事務の執行及び

情報セキュリティ等の管理体制について」を事件（テーマ）として包括外部

監査が実施され、岡崎市民病院事務局医事課に対しては指摘が 7件、意見が

17 件なされた。そして、平成 30年 1月 31日付の岡崎市監査委員公告第 1

号において措置状況が公表された。このうち、岡崎市民病院事務局医事課に

対する監査結果（①報告書記載頁、②指摘・意見の別、③結果）及び取組内

容は次のとおりである。 
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監査結果（結果・指摘／意見） 取組内容 

① 報告書Ｐ64 

② 指摘 

③ 管理区域への入室の際は、第三者による確認、記録簿への署
名、機器等を一時的に保管する場所の設置等を通じ、入室者が
不要な機器等を携帯していないことを担保できるような対策
の実施、声掛けや貼り紙を通じた入室者への啓蒙、又は入室者
が外部委託業者の場合は、管理区域での業務に係る契約書にお
いて機器等の持ち込みを制限する条項を加えるなど、何らかの
対策を講じる必要がある。 

委託契約で記録媒体等
の持ち込み制限条項を
追加した。また、サー
バ室出入口に注意文書
を掲示した。 

① 報告書Ｐ66 

② 指摘 

③ 電子メールの利用についてはシステム上の制限や定期的な
ログチェックを行っておらず、利用上のルールも明文化されて
いないため、その使用方法、使用目的については職員個人の倫
理観に依存している状況にある。 

したがって、電子メールの利用に関して、利用上のルールを
定める必要がある。 

電子メール運用規約に
業務目的以外での利用
を禁止する旨の記載を
追加した。 

① 報告書Ｐ67 

② 指摘 

③ 月次でのグループウェアへの情報セキュリティ関連掲示や、
年１回程度の研修又は講演会の実施を行っている。しかしなが
ら、開催された研修又は講演会は必ずしも職員全員を対象とし
ていない。 

職員全員が対象となるような研修及び訓練を定期的に実施
する必要がある。なお、当該研修及び訓練に業務上やむを得ず
参加できない場合は、資料配付・レポート提出等のフォローア
ップを実施する必要がある。 

今年度、集合研修を実
施し、出席できなかっ
た職員にはグループウ
ェアで資料を共有し
た。また、e-learning

を院内の情報部門であ
る医療情報室で実施し
た。 

来年度以降、職員全員
を対象に集合研修を実
施し、受講できなかっ
た者に対しては資料の
配布や e-learning を
実施する。 

① 報告書Ｐ68 

② 意見 

③ システムの不正利用を防止するためには、利用者 ID の管理
が必要不可欠である。しかしながら、現在、休職者の ID につ
いては特段の措置を講じていない。また、退職者のうち医師の
ID については、退職後もしばらくは在籍時の情報を利用した
いとの要望があることから、約 2か月後を目途に利用を停止す
る運用を行っている。 

退職者はもちろんのこと、休職者についても速やかに IDの
利用停止を行い、IDの利用停止漏れがないよう、定期的に ID

の全件棚卸を実施することが望ましい。 

退職した医師及び休職
者の IDは判明次第、速
やかに停止処置を実施
するよう改めた。 

また、システムベンダ
よりユーザー一覧を入
手し棚卸しを実施し
た。今後も定期的に実
施をする。   
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監査結果（結果・指摘／意見） 取組内容 

① 報告書Ｐ68 

② 意見 

③ 退職者が何らかの事情により在籍時の情報閲覧を希望する
場合には、自身が利用していた ID を利用するのではなく、適
切な管理者の承認を得た上で、在籍者から情報を取得すること
が望ましい。 

停止 ID の利用につい
ては、所属長の承認を
得た上で申請書を提出
させ、期間を限定して
利用させるようにし
た。 

① 報告書Ｐ69 

② 意見 

③ 原則・特例を問わずウィルスチェックの方針について明文化
することが望ましい。 

可搬型記録媒体取り扱
い要領を改正し記録媒
体のリスク確認を規定
した。 

① 報告書Ｐ70 

② 指摘 

③ 外部委託業者のセキュリティポリシーの確認等を通じ、外部
委託業者においてセキュリティ対策が確保されているか定期
的に確認し、必要に応じて業務委託契約に基づいた改善要求等
の措置が講じられるような体制を整える必要がある。 

契約時に個人情報保護
特記事項を添付し、誓
約書を提出させるなど
個人情報保護特記事項
の対応を徹底した。 

① 報告書Ｐ114 

② 意見 

③ 情報セキュリティポリシーの周知徹底のため、研修の内容や
頻度などを検討し、職員の理解度を確認するなど、より実効性
のあるものとすることが望ましい。 

集合研修実施後にアン
ケートを取り、理解度
など確認した。来年度
以降も年 1回以上の集
合研修実施、e- 

learning を取り入れ
るなど、受講の機会を
増やし研修を継続す
る。 

① 報告書Ｐ114 

② 意見 

③ 岡崎市で共通の情報セキュリティ実施手順は現在作成中で
あるため、「ない」が 49％となった。 

また、部局で作成した実施手順が存在し、その実施手順書を
「十分遵守している」と「概ね遵守している」とで 92％であ
り、部局の中では概ね周知されているものの、「あまり遵守し
ていない」と「遵守していない」がそれぞれ 4％ずつ計 8％存
在しており、引き続き啓蒙活動を行い、100％を目指すことが
望ましい。 

情報セキュリティ研修
等を通じて周知をし
た。 

今後も研修等を継続し
ていく。 

① 報告書Ｐ114 

② 意見 

③ 業務以外の目的での不適切な利用がないよう、対策を講じる
ことが望ましい。 

情報セキュリティ研修
等を通じて周知をし
た。 

今後も研修等を継続し
ていく。   
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監査結果（結果・指摘／意見） 取組内容 

① 報告書Ｐ115 

② 意見 

③ パソコン・モバイル端末・電磁的記録媒体、情報資産及びソ
フトウェアの外部への持ち出しや、外部で情報処理作業を行う
ことはほとんどない。 

とはいえ、外部で情報処理作業を行う場合に「時々許可を得
ている」及び「許可を得ていない」が 2％ずつ存在するため、
岡崎市情報セキュリティポリシーに従い情報セキュリティ責
任者もしくは情報セキュリティ管理者の許可を得るよう周知
徹底することが望ましい。 

情報セキュリティ研修
等を通じて周知をし
た。 

今後も研修等を継続し
ていく。 

① 報告書Ｐ115 

② 意見 

③ 日常の離席時における情報資産の第三者使用又は情報セキ
ュリティ管理者の許可なく情報が閲覧されることを防止する
ため講じられている対策として、「パソコン、モバイル端末の
画面ロック」をしているのが 64％である一方、「特に意識して
いることはない」が 36％を占めた。 

意図せず情報資産を盗まれないよう意識づけを行うことが
望ましい。 

情報セキュリティ研修
等を通じて周知をし
た。 

今後も研修等を継続し
ていく。 

① 報告書Ｐ115 

② 意見 

③ 岡崎市情報セキュリティポリシーでは、業務上必要のないと
きは、IC カードはカードリーダーから抜いておくこととされ
ているが、「概ね離しているが、時々失念する」が 24％、「時々
離しているが、概ね繋がれたままである」が 23％、「常時、繋
がれたままである」が 24％と必ずしも抜いていない職員が
71％に及ぶため、職員の意識向上の再徹底が望ましい。 

情報セキュリティ研修
等を通じて周知をし
た。 

今後も研修等を継続し
ていく。 

① 報告書Ｐ115 

② 意見 

③ パスワードによるセキュリティ対策が十分に図られている
環境にあるとは言えないため、対策を講じることが望ましい。 

情報セキュリティ研修
等を通じて周知をし
た。 

今後も研修等を継続し
ていく。 

① 報告書Ｐ117 

② 意見 

③ 使用する端末に対して不正プログラム対策ソフトウェアに
よるフルスキャンを定期的に実施しているか否かについて、
「ほとんど実施していない」と「まったく実施していない」が
合わせて 26％を占めた。その理由として「チェックしている
間、端末が利用できないため面倒である」と「必要性を感じな
い」がそれぞれ 14％ずつを占めており、セキュリティ意識の高
い状況とは言い難い。 

職員のセキュリティ意識向上に努めることが望ましい。 

情報セキュリティ研修
等を通じて周知をし
た。 

今後も研修等を継続し
ていく。   
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監査結果（結果・指摘／意見） 取組内容 

① 報告書Ｐ117 

② 意見 

③ 不正プログラムに感染した場合又は感染が疑われる場合、パ
ソコン等の端末であれば LAN ケーブルを即時取り外している
か、モバイル端末であれば通信機能を停止する設定に変更して
いるか、について「実施していない」が 4％存在した。 

このようなケースでは、確実に外部との通信を遮断することが
望ましいため、100％実施するよう職員を啓蒙することが望ま
しい。 

情報セキュリティ研修
等を通じて周知をし
た。 

今後も研修等を継続し
ていく。 

 

出典：執行に対する措置状況（平成 28年度）（岡崎市監査委員公告第 1号 平成 30年 1月 31日） 

 

(2) 手 続 

 

関連書類等を入手し、必要と考えられる監査手続（現場視察、閲覧、突合、

分析及び質問等）を実施することにより、当該事務の合規性等を検証した。 

  

(3) 監査結果 

 

上記の監査手続を実施した結果、次の事項について指摘を述べることとする。 

 

① 情報漏洩リスクへの対応について（指 摘） 

 

岡崎市民病院のパソコンは、ハードディスクに情報を保存することが可能

となっているため、紛失等による情報漏洩リスクが存在する。 

4.(3) ①病院による固定資産の現物確認についてで記載したとおり、ノー

トパソコン 28台が廃棄処理されているか否かが不明となっており、紛失等

による情報漏洩リスクへの対応が不十分であることが発見された。 

しかし、岡崎市民病院では「個人情報保護マニュアル」を定め、患者デー

タは決して医局外に持ち出さないこと、データを持ち出すときは、「匿名化」

したデータを一定の手順を踏んで医療情報室の端末から受け取ること等が

定められており、当マニュアルを遵守することによって情報漏洩リスクは防

止できる。 

したがって、当マニュアルに従って厳格に運用されていることが重要であ

り、患者データが医局外に持ち出されていないこと等、定期的に確認をすべ

きである。 
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② 措置状況に未記載事項の状況について 

 

(1) ⑥ 平成 28年度包括外部監査の結果に対する措置状況についてで記

載した事項で、措置状況に未記載事項の監査結果（ⅰ報告書記載頁、ⅱ指摘・

意見の別、ⅲ結果）にⅳ現状を追記した。 

 

ア）管理区域への入退出管理について 

ⅰ 報告書 64頁 

ⅱ 指摘 

ⅲ 適正な指紋認証管理台帳を作成した上で、定期的な指紋認証者の棚卸

と、指紋認証ログチェックを実施する必要がある。 

ⅳ 令和元年 5月に指紋登録者の確認を行っていた。また、6月に直近 6

か月の指紋認証ログを取得し、サーバ室入退室管理簿の確認を行ってい

た。 

 

イ）情報資産等の業務以外の目的での使用禁止について 

ⅰ 報告書 66頁 

ⅱ 意見 

ⅲ 実際の利用状況について一定の検査（送付先の適切性、添付ファイル

の監視等）を実施することが望ましい。 

ⅳ 平成 30年 6月より送信メールの自動アーカイブ（送信メール保管）

と添付ファイル自動暗号化を実施していた。 

 

ウ）バックアップデータのリストアテストについて 

ⅰ 報告書 67頁 

ⅱ 意見 

ⅲ バックアップデータが正常に取得されていることを確認するため、シ

ステムリプレース時等の適切なタイミングに、リストアテストを実施す

ることが望ましい。 

ⅳ 現システムはテスト環境がないため、リストアテストは実施できてい

ない。ただし、令和元年度のシステム更新時に実施する予定であり、当

該システムの仕様書にはその旨が記載されていた。 
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エ）ログ等の取得及び保存について 

ⅰ 報告書 67頁 

ⅱ 意見 

ⅲ ログ等の電磁的記録に関しても保存場所に限りがあり、かつ不必要な

情報を保存することによる情報漏えいリスクを鑑みると、これらについ

ても明確な保存期間を定めることが望ましい。 

ⅳ ログの保存はシステムの重要度や影響度などにより保存期間は異な

り、また保存するためのディスクの容量も大きく影響するため、システ

ム毎に決めており、電子カルテシステムの場合、システム上で 3年間保

存し、それ以降は業者のサーバで保存しているが、保存期間について明

文化されている規定類はなかった。 

 

オ）特権 IDの管理について 

ⅰ 報告書 68頁 

ⅱ 指摘 

ⅲ 特権 IDの利用者は必要最低限に制限する必要があり、一律に利用者

に広く付与していいものではないと考えられる。今後は、「管理台帳を

作成し、ユーザーを特定する等の対応を行う必要がある。 

ⅳ 特権 IDは平成 29年度に一度確認しているとのことであった。現状、

電子カルテシステムの特権 IDは、病院の管理者 14名、ベンダー15名、

システム更新者 2名を設定していた。このうち、ベンダーについては、

令和元年度のシステム更新の対応で必要とのことであった。しかし、病

院の管理者については、権限マスタを追加設定はできない状況にあるた

め、やむを得ず付与しているものであった。 

 

カ）自己点検について（指 摘） 

ⅰ 報告書 71頁 

ⅱ 指摘 

ⅲ 情報システムの情報セキュリティについて定期的な自己点検は行わ

れていない。そのため、自己点検を実施する必要がある。 

ⅳ 情報政策課の「自己点検実施のための具体的な実施要領」を踏まえて、

市民病院としての手法を検討中とのことであった。 

しかし、重要性の高い事項は速やかに実施すべきであり、例えば、① 

情報漏洩リスクへの対応についてで記載したパソコンの紛失等による

情報漏洩を防止するため、個人情報保護マニュアルを遵守しているかに

ついて、自己点検としても確認すべきである。 
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Ⅴ 利害関係 

 

包括外部監査の対象としての特定の事件につき、私には地方自治法第252条の

29の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
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