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平成２４年度 第２回峡南北部二病院統合協議会 議事録 

 

１ 日 時 平成２４年１２月２５日（火） 午後６時～７時５分 

 

２ 場 所 富士川町役場１階会議室 

 

３ 出席者（敬称略） 

     （委員） 久保眞一（市川三郷町長）    内田利明（同町議会議長） 

秋山詔樹（同町議会特別委員長） 松野清貴（同町議会議員） 

深澤新次郎（同町学識経験者） 

志村 学（富士川町長）     芦澤益彦（同町議会議長） 

齋藤正行（同町議会特別委員長） 井上光三（同町議会議員） 

今村辰夫（同町学識経験者） 

          河野哲夫（市川三郷町立病院長） 伊藤正己（同事務長）  

穂坂さち子（同総看護師長）    

中島育昌（社会保険鰍沢病院長） 大間辰雄（同事務局長） 

保坂ひろみ（同看護局長） 

          佐藤 弥（山梨大学医学部附属病院副病院長） 

三枝幹男（山梨県福祉保健部長） 

 

     （事務局）市川三郷町 小林室長 他１名 

富士川町 大森リーダー 他１名 

市川三郷町立病院 小林主査 

社会保険鰍沢病院 秋山課長 

山梨大学医学部 山田室長 

山梨県医務課 田中課長、山本地域医療監 他３名 

 

４ 議 題 

（１）統合病院の経営形態について 

（２）統合病院の名称について 

（３）統合病院の情報システム整備について 

（４）人事管理・管理運営・財務会計に関する計画の方針について 

（５）その他 

 

５ 議 事 

（１）統合病院の経営形態について 

   ○議長（会長） 

それでは、さっそく議事に入らさせていただきます。 

議事１の統合病院の経営形態につきまして、事務局から説明をお願いします。 

未定稿 
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○事務局 

資料１、統合病院の経営形態についてをご覧いただきたいと思います。  

３ページをご覧ください。前回の協議会で類型を４パターンお示しし、この中から

比較検討する中で統合病院にふさわしい経営形態を選んでいこうということをご承認

いただいたところでございます。もう一度振り返りますと、類型１が一部適用型一組

方式。これは地方公営企業法の財務適用の部分のみを適用し、公営企業会計の処理方

法に基づき、管理運営する方法でございます。類型２が全部適用型一組方式。これは、

地方公営企業法の財務規定はもちろん、組織や人事を含む全規定を適用することによ

りまして、民間経営手法を一定程度取り入れる案でございます。類型３でございます。

地方独法方式。これは両町が出資して、別の法人、地方独立行政法人となりますが、

を設立し、民間経営手法を大幅に取り入れることにより、弾力的な業務運営と適切な

事後評価を行う方法でございます。類型４、これは類型３と似ておりますが、両町で

設置した一部事務組合が出資をして別の法人を設立する、一部事務組合が設立主体と

なると、言葉は違いますが、別の法人が地方独立行政法人というところは、類型３と

同じことでございます。民間経営手法を大幅に取り入れることにより、弾力的な業務

運営を行っていこうという案でございます。それぞれの案につきまして、それぞれ特

質される特徴を整理させていただいております。 

まず類型１につきまして、経営責任者が管理者という形になりまして、一般的には

構成町団体の長が互選、あるいは、充て職で選出されることになります。類型２は企

業団の企業長という名前になりまして、構成団体の長が共同で任命される方が着任さ

れます。類型３と類型４は設立団体の長、あるいは設立団体の長が共同で任命する理

事長職が経営責任者になります。それぞれの案について、院長職、病院管理者がおか

れることになります。類型１につきましては管理者が任命する者を院長としておくと

いうことになります。一般的に構成団体の長が経営責任を行い、病院管理は医療技術

者、医療職の方が任命されて着任されるという形になりますので、別の方がそれぞれ

着任される形になります。類型２につきましては企業長が任命する者、類型３と類型

４につきましては設立団体の長が任命する方が院長職を行われます。これはそれぞれ、

企業長あるいは理事長との兼務が可能になるという形になっております。 

それぞれの類型につきまして職員の身分や給与、定数でございます。まず職員の身

分に関してですが、類型１と類型２が公務員、類型３と類型４は非公務員という形に

なります。地方独立行政法人には一般型と特別型がございますけれども、今回のケー

スでは医療観察法の指定入院治療機関となることはございませんので公務員たる身分

を保有することはできません。したがって非公務員という形になります。職員の給与

に関しましては、類型１につきましては、一般職員と全く同様ということになります。

類型２につきましては独自の給料表の設定が可能でございまして、ただし、給与の基

準でありますとか手当の種類といったものは条例で規定する必要がございます。人事

院勧告の対象外となるということも大きな特徴でございます。類型３と類型４につき

ましては法人が定めることとしておりまして、ある程度自由度が高いということが申
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し上げられると思います。職員の定数に関しましては、類型１と類型２は条例による

定数管理がございます。類型３と類型４は法人が定めることとされております。職員

の採用に関しましては、管理者、企業長、及び法人の権限があって、それぞれ採用し

ていくという形になります。予算の調製についても大きな特徴がございまして、類型

１は管理者の権限、類型２は企業長の権限でそれぞれ調製を行いますが、類型３と類

型４は予算単年度主義をとりませんで、法人が定める中期計画において、３年から５

年の範囲内で別途予算を策定するという形になります。 

財政支援と借入金につきましても特徴がございます。出資団体・設立団体からの財

政支援という意味でございますが、類型１と類型２につきましては一般会計からの繰

入金、累計３と累計４につきましては設立団体からの運営費負担金という形になりま

す。いずれにつきましても地方交付税の措置がございます。借入金につきましては類

型１と類型２は地方債による資金調達が可能でございまして、組合が直接資金調達を

することが可能です。類型３と類型４につきましては長期の借り入れ、年度を越える

借り入れ、あるいは 1 年を超える借り入れは、設立団体からのみできるということに

なっております。設立団体は起債が可でございますので、設立団体が起債をし、地方

独法等に貸し付けるという形は採りやすいということになります。概略は以上でござ

いますが、この四つの方針につきまして今後検討を進めていくわけでございます。 

まずは、全国的なすう勢を見ていただきたいと思います。４ページをご覧いただき

たいと思います。この表は総務省が定めました公立病院改革ガイドラインに基づきま

して、平成２０年度に全国の病院が病院改革プランを策定しております。その時に策

定した、一部適用が行われている病院５５６と、全部適用が行われている病院２６６、

併せて８２２の病院がその後、平成２１年、２２年、２３年度の３年間でどのような

経営形態の見直しに至ったかということを整理したものでございます。一部適用５５

６の病院につきましてはこの３年間に全部適用に１０７、率にしますと１９．２％が

移行してきてございます。同じように３７の病院が地方独法に、率にしますと６．７％

が移行してきております。その他の病院が１７、その他といいますのは、指定管理者

制度を導入したり、診療所化をしたり、民間に譲渡した病院の総計でございまして、

率にしますと３．１％、併せますと５５６病院のうち、１６１病院がこの３年間に何

らかの形の経営形態の見直しを行ったということでございます。同じように全部適用

２６６病院のうち１７病院、６．４％が地方独法化し、１０病院、３．８％がその他

の経営形態に見直しが行われたということでございます。これを絵柄で示したものが

その下でございますが、凡例の大きさがある程度、数の大きさを反映しているという

印象で見ていただきたいと思います。一部適用５５６の中で全部適用１０７、約２割

の病院が全部適用に移行、３７の病院が地方独法に移行、全部適用２６６のうち１７

の病院が地方独法に移行したということでございます。これを見てまず、一つ申し上

げられることは、一部適用型の病院がいきなり地方独法になるよりは全部適用という

ところで、いわば様子を見ると申しましょうか、経営形態をまず、一番近しい経営形

態のものに変えていくという方向が得られているということでございます。 

続きまして５ページ以降の先行事例の調査分析を行ってございます。先ほど、会長

のご挨拶の中でもございましたように、地方公営企業法の全部適用と地方独立行政法
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人化した一つのケースということで、千葉県の公立長生病院と同じ千葉県のさんむ医

療センターを先日視察してまいりました。その状況も踏まえまして、説明を差し上げ

たいと思います。地方公営企業法の全部適用を行っている病院、全国に数多くござい

ますがその中で千葉県の公立長生病院、同じく千葉県の船橋市立医療センター、長野

県の昭和伊南総合病院、この３つを分析いたしました。同じように地方独立行政法人

化した病院といたしましては、千葉県のさんむ医療センター、山形県にございます日

本海総合病院と酒田医療センター、兵庫県になりますが加古川の西市民病院、東市民

病院、こういったものを取り上げさせていただいております。この６つの病院につき

ましてはいずれも、従前は地方公営企業法の一部適用を行っていたということでござ

いまして、それぞれ平成２０年度から２３年度の間に現在の形態に見直しをしたとい

うことでございます。移行の背景といたしましては、おしなべて申し上げられること

は、経営の悪化が経営見直しの引き金になっているということでございます。赤字補

填の繰入金が増大した、あるいは経営が悪化し資金ショートの懸念があったといった

声が多くの病院から聞かれております。では、なぜ、現在の経営形態を選択したかと

いうことでございますが、６つの病院に共通して言えることは、迅速な意思決定、柔

軟な経営ができるというところにそれぞれメリットを見出しているというところでご

ざいます。なお、船橋市立医療センターにつきましては職員の身分が変わらない経営

形態であるということが選択の要因となり、伊南行政組合昭和伊南総合病院につきま

しては、自治体が運営主体となる病院、自治体が病院経営にある程度関与していくと

いう枞組みの中で選んだ結果、全部適用になったという声が聞かれております。 

収支の改善状況でございますが、いずれのケースも黒字に転換、あるいは、黒字を

維持したということでございます。いずれの病院もその前年度までは赤字でございま

したので、経営形態を見直し、初年度から黒字に転換した、あるいは、長生病院だけ

はもう一年前から黒字に転換しているということでございますので、経営形態の見直

しの前年から黒字に転換しているということでございます。運営費負担金、あるいは、

繰入金でございますが、２３年度の状況を整理させていただいております。長生病院

が６８９百万円、船橋市医療センターが１,９０４百万円、昭和伊南総合病院が５９６

百万円、さんむ医療センターが３７０百万円、というような形で３７０百万円が最も

小さく、船橋市立医療センターの１，９０４百万円が最も大きい繰入金、あるいは負

担金という形になっております。 

これにつきまして、地方交付税の基準、総務省が定めた基準の中か外かというとこ

ろで整理させていただいたものが、（うち基準外繰入金等）という欄がございます。ご

存知のように基準内でございますれば、地方交付税措置の対象になりますので、負担

金、あるいは繰り入れした金額は地方交付税で措置されるということになります。基

準外のものにつきましては、それぞれ理由があって支出されていると思いますけれど

も、これは交付税の措置がないという意味で、自治体としての財政負担が生じる部分

でございます。このような観点から見ると、長生病院と昭和伊南総合病院はそれぞれ

基準外の繰入金を、１２７百万円、２００百万円、といった形で支出しております。

これはいずれも、過去に作った累積損失を、計画的に基準外繰出しを行うことで解消

していくということを行っているということでございます。なお、病床１床当たりの
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繰入金は最も大きい船橋市立医療センターが４，２６９千円、最も小さいさんむ医療

センターが１，１４０千円となっております。病床の利用率はいずれの病院も７０％

台から８０％であります。 

職員の身分は全部適用は公務員、地方独立行政法人は非公務員という形になってお

ります。地方独立行政法人の中でも山形県の日本海総合病院と酒田医療センターに関

しましては基本的に法人の職員は非公務員ですが、行政から派遣されている職員が多

数いるということも特筆される状況となっております。日本海総合病院におきまして

は事務職１８人、看護師２４人、管理栄養士２人、計４４人が行政からの派遣職員と

いうことで、公務員としての身分を保有したまま、派遣法により派遣されている、と

いうことでございました。それぞれの病院が感じているメリット・デメリットを聞き

取った結果で整理させていただいているのがメリット・デメリットの欄でございます。

それぞれ移行の背景のところにも、経営形態決定理由の欄にも掲げてありますとおり、

迅速な意思決定が行えるようになったというところにメリットを感じているところが

多くございました。また、地方独立行政法人に関しては、条例による定員管理がない

ため必要に応じて職員を任用できるというところがメリットである、という声が多く

寄せられました。一方、全部適用に関しましては船橋市立医療センターと昭和伊南総

合病院に関しまして、職員の身分が維持できるというところにメリット感を見出して

いるケースがございました。一方デメリットに関しましては、地方独立行政法人につ

きまして、いずれも首長や議会の権限が及ばないというところを病院側はややデメリ

ットと感じているということでございました。以上が経営形態別に見た先行事例の状

況でございます。 

続きまして、６ページから９ページにかけて、全国の市町村が設立主体となりまし

た地方独立行政法人の移行準備期間を整理させていただいた表を掲載させていただい

ております。全国に地方独立行政法人は５０以上ございますが、市町村が設立主体と

った地方独立行政法人はここに掲げてございます１４団体のみでございます。先ほど

見ていただいたとおり、山形県の日本海総合と酒田医療センターは山形県と酒田市の

共同出資でございますので市町村が単独あるいは共同で設立した地方独立行政法人と

してはカウントしておりません。６ページから９ページに掲げた１４法人につきまし

て、地方独立行政法人化を決定してから設立するまでにどれくらいの準備期間が必要

だったかということを整理したものがこの表でございます。一番下の行になりますが、

決定から設立という欄に２年あるいは２年半といった数字がございます。最も短いも

ので１年半、長いもので３年、平均しますと９ページの右下になりますが、２．１年。

約２年が法人化のために必要な期間であったということでございまして、だからとい

ってこれだけの日数がなければ絶対ダメということではないと思います。労力の導入

の仕方によりまして、これより短い期間で設立することも可能だと思いますが、かな

り窮屈になる可能性もあるというところが言えようかと思います。 

以上、見てまいりました先行事例の状況を全部適用と地方独立行政法人、２階建て

方式につきましては地方独立行政法人ということに関しては同じ方式をとりますので、

地方独立行政法人ということで整理させていただいておりますが、９つの項目で先行

事例をもとに、整理したものが１０ページの表でございます。代表者の権限につきま
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してはいずれも広範な権限が経営トップに付与され、迅速な対応が可能となりますが、

より広範な権限が付与され迅速な対応が可能なのは地方独立行政法人ということにな

ろうかと思います。首長からかなりの部分で独立しており、経営改善の効果がより顕

著になるということだと思います。職員の意識の改革に関しましても、いずれの方式

にいたしましても意識が非常に高まったということが、視察した両病院からも聞こえ

てまいりましたが、より地方独立行政法人の方が完全に出資団体から独立していると

いう意味では経営に関する意識が高まる部分が高いということが言えると思います。

経営管理に関しましては設立団体による経営チェックがどの程度行われるかというこ

とでございますが、全部適用に関しては事前のチェック、事後のチェックともに行い

ますので経営管理が行き届く反面、経営の自由度は低いということが言えます。一方、

地方独立行政法人は経営チェックは事後の評価、ということが主体となりますので経

営管理が行き届きにくい反面、経営の自由度は高いということが言えます。この表の

見方でございますが、比較してより優位であると考えられる項目につきまして、太い

罫で囲み網掛けをさせていただいておりますので、そのような観点でご覧いただけれ

ば幸いです。議会の統制に関しましては、全部適用に関しては議会による予算等のし

ばりがございますが、地方独立行政法人についてはしばりがないということで、法人

の判断により自由で迅速な経営ができるということが言えます、一方では住民の意向

を汲み取る仕組みがないということが言えますので、住民の声が届きやすいかという

ことに関していえば全部適用にやや利があるということが言えると思います。資金調

達に関しましては地方債や一般会計の繰入金など、幅広い資金調達が可能な全部適用

の方にやや分があるということが言えると思います。人事管理に関しては条例による

定数管理がないため、必要に応じて迅速な職員採用ができる地方独立行政法人の方に

分があると言えようかと思います。職員の身分に関しましては、これは移行に関して

の職員の抵抗といったところから見る場合、公務員の身分が保障される全部適用の方

により抵抗感が尐ないと考えられます。設立の期間に関しましては、先ほど見ていた

だいたとおり、設立に要する期間が一般的に短い全部適用の方が、準備期間が限られ

ている場合の対応が円滑だというふうに言えようかと思います。以上のように、地方

独立行政法人と全部適用に関し、それぞれ優位な点、劣位な点がございます。これら

につきましては先行事例を見た結果ということでございまして、今回はここまでの報

告と整理をお示しいたしまして、皆様からご意見を頂戴したいと思いますが、次回、

この地域の実情、あるいは、地域特性を見た結果、いずれの類型を採用することが、

より望ましいかというところで、事務局案をお示しし、意見集約をお願いできたらと

思っておりますので、今回のところは先行事例の調査といったところでご意見を頂戴

できればありがたいと思っております。 

なお、１１ページに開院準備を行う一部事務組合設立までのスケジュールといった

ところを掲げさせていただいております。これは、開院時の経営形態については今し

がた申し上げたとおりでございますが、開院準備を行う一部事務組合を先に設立する

ということを前回ご承認いただいきましたので、そのスケジュールをお示ししたもの

でございます。今回、規約案を提示させていただき、次回、３回目の協議会で合意を

いただきますれば、３月の議会で両町で議決をいただき、山梨県知事へ設立許可の申
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請をし、年度内に設立許可をいただくことを考えております。その後のスケジュール

については右面に掲げたとおりでございまして、開院時、今後協議会において決定し

た経営形態で経営を行い、開院後、一定期間を経過した後で、経営形態の評価見直し

を行うといった、前回ご承認いただいたスケジュールで進めてまいりたいと考えてお

ります。 

１２ページに開院準備を行う一部事務組合の規約の構成案を掲げさせていただいて

おります。細部についてはまだご提示申し上げられない部分もございますが、今回は、

概ねの構成案について説明し、ご了解いただければと思っております。第１条でござ

いますが、この組合の名称は峡南北部二病院統合事務組合という、名称を掲げさせて

いただいております。第３条でございます。組合の処理する事務でございますが、構

成団体が新たに設置する病院の開設に関する事務を共同処理するものでございます。

あくまでも開院準備を行う組合であることをうたいたいと思います。第４条が事務所

の位置でございます。これは、いずれかの庁舎ということで協議をお願いしたいと思

います。第５条でございます。議会の組織、議員の選挙の方法でございますが、議員

の定数は○人とし、構成団体ごとの定数は、それぞれ○人とするということで、協議

をしていただきたいと思っております。右面にまいりまして、第８条でございますが、

組合に管理者及び副管理者を置くとし、第２項で管理者は構成団体の長の互選による

こと、第３項で副管理者は管理者以外の構成団体の長をもって充てる、ということを

うたわせていただいております。第１２条でございますが、経費の支弁方法でござい

ます。経費は補助金、地方債、負担金、その他の収入をもって充てること、前項の負

担金の割合は別表のとおり、下に別表が掲げさせていただいておりますが、市川三郷

町○％、富士川町○％という形で協議していただきたいと考えております。以上が、

開院準備を行う一部事務組合の規約の構成（案）でございます。 

参考までに、社会保険病院の譲渡手続きの状況につきまして、経営形態に関連がご

ざいますので、ご報告させていただきたいと思っております。これまでの状況と今後

の見通しについてでございます。新聞報道等でご覧になっていただいているかもしれ

ませんが、１１月１５日に富士川町が厚生労働省に社会保険鰍沢病院の譲渡要望書を

提出し、１２月１０日に独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、いわゆる RFO

に対しまして地元自治体への譲渡指示書が発出されております。文書を左面に添付さ

せていただいております。今後の見通しといたしましては、富士川町さんが直ちに RFO

と価格等の譲渡条件について交渉に入っていただき、最終的には先ほど開院準備を行

う一部事務組合の規約の構成案を提案させていただきましたが、一部事務組合が契約

主体となり、両町が共同で RFO と売買契約を締結する形で社会保険病院を譲り受けて

いただきたい、というふうに考えております。以上が、統合病院の経営形態に関して

の説明になります。よろしくお願いします。 

 

○議長 

ただ今、事務局からの説明が終わりました。議事１、統合病院の経営形態につきま

して、委員の皆様方、ご意見、ご質問等がごさいましたら、よろしくお願いします。 

（意見等なし） 
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特にご質問等ないようでございますから、議事１、統合病院の経営形態につきまし

ては、一旦、町の方へ持ち帰っていただいて、問題がないようであれば、次回の協議

会において意見集約をさせていただく、ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、議事１、統合病院の経営形態につきましては、この方法で進めることと

させていただきます。 

次に、議事２、統合病院の名称につきまして、事務局から説明をお願いします。 

 

（２）統合病院の名称について 

 ○事務局 

  資料の２、統合病院の名称についてをご覧いただき、３ページをご覧いただきたい

と思います。統合病院の名称につきましては前回の協議会におきまして、統合病院の

所在地域を端的に示すとともに、地域住民が親しみが持てるような、馴染み深い名称

ということが望ましいということで、清新性、拠点性、地域性を兼ね備えた新たな名

称を付与し、この名称のもと、統合に向けた気運を醸成し、求心力の向上を図る、と

いう方向性についてご承認をいただいたところでございます。こういったことを踏ま

えまして、今回、団体、あるいは、法人の名称といたしましては峡南医療センター、

施設の名称といたしましては、峡南医療センター市川三郷病院、峡南医療センター富

士川病院とする、ということを提案させていただきたいと思っております。峡南医療

センターということで、医療施設の名前にセンターということを掲げること自体、県

内に現在まで自治体病院としてはケースがございませんので、清新なイメージを与え

ることができるとともに、センター、そういうものについて拠点性を有する意味合い

がございますので、これまでご承認いただいた方向性に合致するものと考えておりま

す。また、医療の施設の名前に市川三郷・富士川の両町の名前を冠することで地域性

を兼ね備えた名称とすることができるというふうに考えております。なお、新法人、

あるいは新団体の組織体制といたしましては、峡南医療センターを統括法人とし、そ

の傘下に両病院を、という形をとらさせていただきたいと考えております。以上でご

ざいます。できましたら、今回ご意見を頂戴し、先ほどと同じように一旦お持ち帰り

いただいて、次回の協議会でご承認いただければありがたいと思っております。 

 

○議長 

事務局からの説明が終わりました。議事２、統合病院の名称につきまして、委員の

皆様方、ご意見、ご質問等ございましたら、お願いをいたします。 

（意見等なし） 

特にご意見等ないようですので、議事２、統合病院の名称につきましては、一旦、

町の方へ持ち帰っていただいて、問題がないようであれば、次回の協議会において、

意見集約を行うこととする、ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、議事２、統合病院の名称につきましては、この方法で進めることとしま

す。 
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続きまして、議事３、統合病院の情報システム整備につきまして、事務局から説明

をお願いします。 

 

 

（３）統合病院の情報システム整備について 

   ○事務局 

    資料３統合病院の情報システム整備についてをご覧いただき、３ページをご覧いた

だきたいと思います。これも方向性といたしましては、前回の協議会で両病院で共同

で使うことができる電子カルテシステムを基幹とする、統合病院基幹業務システムと

山梨大学医学部付属病院との間で診療情報の共有を行う医療情報連携システムを整備

するという方向性についてはご承認いただいたところでございます。 

今回お示しいたしますのは、医事会計システムと電子カルテシステムのそれぞれの

内容とそのスケジュール、それから事業費の積算についてでございます。３ページで

ございますが、点線の左側に医事会計システムと電子カルテシステムのそれぞれの内

容を併記させていただいております。医事会計システムにつきましては窓口業務や日

報業務、レセプト業務等を処理できるシステムとする、電子カルテシステムにつきま

しては診療記録のほか、看護支援システムやオーダリングシステムを兼ね備えたもの

とする、ということでございます。これらにつきましては既存の部門システム、左側

に吹き出しをつくっておりますが、既存の部門システムとのインターフェイス、連携

を充分にとっていく形で整備させていただきたいと考えているところでございます。

４ページのスケジュールでございます。来年度できるだけ早期に導入準備に入り、夏

ごろにはシステム設計に入りまして、秋、下半期に入るころにはシステム構築を終え、

エンドユーザーの教育ですとか、システムの検証、運用に関する検証を行い、２６年

４月の開院にあわせて運用を行ってまいりたい、と考えております。そのために病院

側で行う作業と、これからベンダーを決めていくわけですが、ベンダーの側で行わせ

ていただく作業等をそれぞれ整理させていただいたというところでございます。 

５ページに電子カルテの基本画面のサンプルを掲げさせていただいております。電

子カルテというのは医療関係者の方々はご存知ですが、一般の方には馴染みがない場

面が多いと思いますので、どのようなものかということがわかるような形をお示しし

たものでございます。この画面は、峡南花子さんという患者さんが山梨太郎さんとい

うドクターに診察をしていただいて、というところでございます。左側にプログレス

ノートや処方の関係、検査の関係、再診査の予約の関係が書いてあります。プログレ

スノートというのはわかりにくいかもしれませんが、経過の記録と考えていただけれ

ば。右面には、本日この時点では、尐し古い時点の日付が入っておりますが、プログ

レスノート、今回の診療日の経過が記載されるような欄が用意されている、というこ

とでございます。以上が電子カルテの基本画面のイメージということになります。 

６ページをご覧いただきたいと思います。今回、電子カルテが基幹業務システムに

なりますが、サーバー室を設置していかなくてはいけないと考えております。サーバ

ー室にはラックが３本ほど、医事会計システムと電子カルテシステムにて２本ほど必

要になると思います。山梨大学との連携をするということでもう１本、ラックが３本
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ほど必要になると思います。十分な情報漏えい対策を考慮したサーバー室を整備させ

ていただきたいというふうに考えております。 

また、事業費の積算につきまして、７ページに提示をさせていただいております。

電子カルテシステムのほか、医事システム、山梨大学医学部附属病院との診療情報連

携システム、これらが基幹になりますが、このほかに、既存の部門システムとのイン

ターフェイス、接続をとる、患者の ID を統合し２病院で共通の ID として使っていけ

る体制を整えるための経費、含めまして２億２千万円を積算させていただいています。

この数字は基本構想の中で、医療情報システムの整備に充てる配分額として２億４千

万円のご了解をいただいたところでございますので、その枞内での整備ということに

目処がつきそうだということをご報告させていただきたいと思います。電子カルテシ

ステムと医事会計システム、付帯工事等の仕様につきましては、積算内訳の下のほう

に、クライアントのパソコンの台数やプリンタの台数、ラベルプリンタの台数といっ

たような形でそれぞれ記載をさせていただいておりますが、これは前回の協議会で提

案をさせていただいたとおりでございますので、説明は省かさせていただきます。以

上が医療情報システムの整備内容・整備計画ということになります。これにつきまし

ても事務局からの提案は以上でございまして、よろしければ、お持ち帰りいただき、

問題ないようであれば次回、ご承認いただければありがたい、と考えております。以

上でございます。 

 

○議長 

事務局の説明が終わりました。議事３、統合病院の情報システム整備につきまして、

委員の皆様方、ご意見、ご質問等ございましたら、お願いします。 

（意見等なし） 

それでは、事務局からもご提案がございましたように、一旦町に持ち帰っていただ

き、問題がないようであれば、次回の協議会において意見集約をさせていただくとい

うことでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、そのように進めさせていただきます。 

次に、議事４、人事管理・管理運営・財務会計に関する計画の方針につきまして、

事務局から説明をお願いします。 

 

（４）人事管理・管理運営・財務会計に関する計画の方針について 

   ○事務局 

それでは資料４と資料５を使いまして、人事管理・管理運営・財務会計に関する計

画について説明させていただきたいと思います。資料４をまずご覧いただきたいと思

います。３ページをご覧ください。今後この協議会で基本計画を策定していただきた

いと思っておりますが、その内容となりますのが人事管理計画・管理運営計画・財務

会計計画、それから今後の実務にかかる移行実務計画の四つでございます。目的とい

たしましては、統合により新たに開設される組織を実現する上で、今後必要な具体的

な取り組みを定めることさせていただいております。今後この具体的な取り組みを定
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める上で、時点を三つの区切りで考えさせていただきたいと考えております。それは

開院時までのもの、それから開院後のものをさらに開院後一定期間を経過する時点ま

でのものを短期、それ以降のものを中長期として分けさせていただき、三つの時点を

持って今申し上げた人事管理計画等の計画を立案してまいりたいと考えています。検

討の対象はそれぞれの計画でございますが、検討対象の部分をご覧いただきたいと思

いますが、それぞれの計画はわかりやすく申し上げれば、人やお金あるいは運営の要

素を一体的に捉え検討を進めていくという内容のものでございます。今回はそれに加

えて統合実務に関する移行実務計画を策定するという形になります。計画策定に当た

っての考え方でございますが、現状をベースとして両病院が妥協点を探っていくとい

う形になりますと、どうしても譲歩する、妥協するということで、どちらかの部分で

それぞれ損をする部分が出てきてしまいます。結果として現状の厳しい経営状況を打

開する事は難しい局面も予想されるところでございます。このため地域が抱える問題

を解決し経営を安定的なものとするために、目標を定めその目標に向けてより高いと

ころで交わる点を見出していく、目標到達型の計画策定をしてまいりたいと考えてお

ります。両病院にとってメリットがある、いわばウィンウィンの関係をつくる計画策

定の姿勢をとってまいりたいと考えているところでございます。このような基本方針

でそれぞれの計画の策定のイメージを４ページ以降ご覧になっていただきたいと思い

ます。 

人事管理計画に関しまして４ページになりますが、これは人事関係の枞組みを一貫

的なものとするために 役職員の処遇でありますとか、就業条件を定めていくための

基本方針を定めたものでございます。まず先ほど申しましたように、目標到達型のア

プローチをさせていただきたいと思っておりますので、人事管理の大方針を定めそれ

に沿って具体的な取り組み、役職員の処遇でありますとか、就業条件といったような

ことを定めてまいりたいと考えております。こういった中には当然、その給与水準を

どの様な形で均していくかといったようなことも含まれています。 

５ページが管理運営計画でございます。これは管理運営というのが一般的にはちょ

っとわかり難いかも知れませんが、医療サービスを提供する上での病院の仕組みとい

うことでございまして、この仕組みに関しましては私どもは診療の分野のものと、管

理運営の分野のものがあると考えています。それぞれの分野ごとに目標を定めその実

現に必要な具体的な取り組みを規定してまいりたいと考えております。検討の到達点

といったところに掲げさせていただきましたが、目標到達型のアプローチで、まずは

診療分野における目標、管理分野における目標を定め、目標の実現に必要な具体的な

取り組み、例えば組織体制の再編成でありますとか、業務プロセスの見直しといった

ようなことを定め、その上で期待される効果を追求するといったことを、この計画の

中でやらせていただきたいと考えています。 

６ページをお開きください。財務会計計画、お金の計画でございます。損益計算書

や貸借対照表、キャッシュフロー計算書といった財務諸表、これらを分析する事で新

しい組織として目指す財務指標でありますとか、必要となる投資や資金繰りの計画を

定めてまいりたいと、あるいは会計処理の方法につきましても方針を定めてまいりた

いと考えています。検討の到達点のところで掲げてありますとおり、まず目標を掲げ
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るという意味で統合後の新組織として、目標とする財務指標には目標の患者数とか平

均単価、あるいは医業利益というようなことが出てまいります。この目標を実現する

ために具体的な必要な取り組みとして、投資あるいは資金繰りの計画を決めていくと

いうことが次に必要になってまいります。この中で協議項目として位置づけさせてい

ただいてあります、介護老人保健施設の扱いでありますとか、現在有している負債の

扱いといったようなことにつきましても、方向性を見出して行きたいと考えています。

最終的に統合後の新組織としての会計処理の方針を決めてまいりたいと考えておりま

す。 

７ページでございます。移行実務計画でございますが、移行実務は病院統合に必要

な移行実務の項目を決めるということでございまして、その実効に必要な体制を定め

て行きたいというものであります。移行実務の中には、検討の到達点の中に掲げさせ

ていただいていますが、法的に必要な各種の許認可等、設立の手続きでありますとか

認定の手続きといったようなもの、このほか非法的に必要なもの、これは地域住民で

ありますとか病院職員とのコミュニケーションといったようなものが入ってまいりま

す。その上で、先ほど申し上げましたように移行実務を進める上での体制を決めてい

こうと考えています。以上が移行実務計画まで含めた四つの計画の立案の方針につき

ましての説明になります。 

続きまして、資料５ですが、この中でもまず、管理運営計画については今回、整理

のイメージと検討項目について、管理運営計画というのは中身がほかのものと比べる

とわかりにくいと言いますか、人とかお金といったようなものは非常にイメージがし

やすいですが、運営といったものは非常にわかりにくい部分がございますので、どの

ような形で検討を進めていくか、その整理のイメージと検討の項目を整理させていた

だいものをご覧いただきたいと思います。 

３ページをご覧いただきたいと思います。先ほどの計画の方針の中で申しましたよ

うに、管理運営計画につきましては、診療分野と管理分野の二つの分野に分けまして、

それぞれについて、３つの観点、機能面、業務面、体制面、この３つの観点から目標

を定め、目標の実現に必要な具体的な取り組みを規定していくという作業の進め方を

させていただきたいと考えています。この機能とか業務とか体制というのはわかりに

くいので、上のほうの罫で囲んだ中に説明をさせていただきました。機能というのは

医療サービスを提供するための働き、組織としての働きということでございます。業

務というのはその機能を提供するために必要な作業・行動の流れとなります。体制と

いうのはそういった機能を果たし業務を円滑に行っていくために必要な組織体制や人

員であります。こういったことを表の中でご覧いただきたいと思います。横の罫のほ

うで診療分野と管理分野という２つの罫をとり、縦の罫で開院後の短期と中長期に分

けてございますが、機能面・業務面・体制面といった３つの観点からそれぞれ目標を

設定するということをまずさせていただき、現状どうなっているかということを整理

した上で、目標と現状との乖離、ギャップを埋めるための具体的な取り組みとして開

院時までのこと、開院後短期のもの、開院後中長期のものをそれぞれ整理していくと

いう形をとらさせていただきたいと思っております。その上で期待される効果として

どのようなものがあるかということを整理させていただきたいと考えております。 
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４ページがそれをスケジュールに落とし込んだものでございます。診療分野と管理

分野それぞれ規定された具体的な取り組みをタイムスケジュールの中で落とし込んで

いく、という作業をさせていただきたいと思っております。 

５ページ以降は管理運営計画に関する検討項目を洗い出したものでございまして、

先ほど申しました診療分野、それぞれ機能面・業務面・体制面で検討項目とその説明

をさせていただいたところです。診療分野の機能については外来ですとか入院、救急、

手術、透析、リハビリテーション、こういったものをそれぞれの病院でどのような機

能を持たしていくかということを全部で１３項目、検討してまいりたいと考えており

ます。６ページでございます。診療分野の業務面に関しましては、業務の改革ですと

か、病院内の連携、２病院間の連携など４つの項目について今後、検討させていただ

きたく思います。体制面、これは組織体制とか人の配置でございますが、受付の体制

をどうするか、診療体制をどうするか、看護体制をどうするか等、７ページに移りま

して、施設の基準でございますとか、診察室数やベッド数、あわせますと体制面で１

５項目を検討していきたいと思います。一方、管理分野につきましては機能面で、購

買の方法ですとか、マスタの管理、精算管理、業績報告といったようなこと、８ペー

ジまで１６の項目を検討してまいりたいと思っております。管理分野の業務面に関し

ましては業務の改革、病院内の連携など４項目、管理分野の体制面につきましては組

織体制や要員数、外部委託、或いは会議体といったようなこと５項目を検討してまい

りたいということでございます。 

ただいまかなり技術的なことを説明させていただきましたが、どのような形でこの

協議会の計画づくりが行われるかということをテキストとして共有していただき、次

回、具体的なそれぞれの項目について特徴的なところを説明させていただいてご議論

いただきたいと思っております。今日のところは、手続き的といいますか今後の作業

の想定される進め方というような形になりますけど、このような形で進めていくこと

につきましてご了解いただければと思います。以上でございます。よろしくお願いし

ます。 

 

○議長 

事務局の説明が終わりました。議事４、人事管理・管理運営・財務会計に関する計

画の方針につきまして、委員の皆様方、ご意見、ご質問等ございましたら、お願いし

ます。 

（意見等なし） 

特にご意見がないようでございますので、次回に意見集約するということでよろし

でしょうか。今お聞きになりたい点がありましたお願いします。 

 

   ○事務局 

    申し訳ございません、私の説明が足りなかったと思いますが、人事管理・管理運営・

財務会計に関する計画の方針につきましては、計画の内容につきましてはこういった

作業の進め方に基づいて次回、尐しずつになりますが、お示ししていきたいと思って

おりますので、こういった進め方でよいかといことは是非、ご承認いただければあり
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がたいということでございます。 

 

○議長 

    議事４につきまして、今日は項目の提示ということで次回に細かい細部についての

提案をしていただき、その次の次に意見集約をさせていただくということになるかと

思います。よろしいでしょうか。今回は、提示をしていただいたということでご理解

いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

そのように進めさせていただきたいと思います。 

以上で、予定された議事はすべて終了いたしました。その他として何かございます

か。 

 

○委員 

確認をしたいのですが、先ほどの議事におきまして、経営形態は一旦町の方に持ち

帰り、名称についても持ち帰り、総合病院の情報システムについても持ち帰って、意

見集約ということでしたが、資料１の中で１２ページの一部事務組合の規約の説明を

いただいたわけですが、これについては次回、例えば○○という所も含めて事務局か

ら提案があるということですか。それとも、このまま町へ持ち帰って、検討をすると

いうことですか。その辺をお願いしたい。 

 

○議長 

事務局いかがですか。 

  

   ○事務局 

規約の案ですが、一回お持ち帰りいただいて、検討いただいて、○で抜けているよ

うなところをこちらの事務局にご意見をいただいて、それをまとめてこの協議会へ示

してそこで最終的にご決定をいただければと思っています。 

 

○議長 

よろしいですか、他にございますでしょうか。 

委員の皆様からありますか。 

（なしの声） 

よろしいでかすか。無いようでございますので、これで終了させていただきます。

ご協力ありがとうございました。 

 

 

 ※ 議事終了後、事務局から、次回の開催予定について連絡し、全委員により次のとお

り日時が確認された。 

・平成２４年度 第３回峡南北部二病院統合協議会 
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１ 日 時 平成２５年１月３１日（木） 午後７時～ 

２ 場 所 市川三郷町役場１階会議室 

    

 

＜照会先＞ 

山梨県福祉保健部医務課 地域医療再生担当 

直通０５５－２２３－１４８３ 

 


