
　　　平成16年３月８日

長野県監査委員　石 坂 千 穂
　　　同　　　　樽 川 通 子
　　　同　　　　丸 山 勝 司
　　　同　　　　東 方 久 男

15医県第74号
平成16（2004）年2月13日

　長 野 県 監 査 委 員　　様

長野県知事　田 中 康 夫　　　　　　　　

　平成13年３月21日付けで包括外部監査人小林邦一氏から提出のあった、平成12年度包括外部監査に

関する報告（及び監査の結果に関する報告に添えて提出する意見）に基づき下記のとおり措置を講じ

たので、地方自治法第252条の38第６項の規定に基づき通知します。

１　監査の対象となった事件名

　　県立病院の事業の管理及び財務事務の執行について

２　措置の内容
 
(1)　事業の管理について

監 査 結 果 （要旨） 措　置　の　内　容

ア　地域における
　県立病院の役割

(ｱ)  須坂病院 　新棟をいかに活用し、病院の独自
性を出していくかが課題である。

　中期計画（H15～19年度）を策定
し、平成15年４月から、新たに結核
病棟を開設し結核患者を受け入れ、
結核・エイズ等の感染治療の充実を
図るとともに、平成15年11月の女性
専用外来を開設するなど、経営改善
も含めて達成に向けた取り組みを実
施している。

　　　平成12年度包括外部監査に係る措置について（通知）

記

事　　　　　　　　　項

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第６項の規定により、平成12年度包括外部監査の結果に

公告

関する報告に基づき長野県知事が講じた措置について、次のとおり通知があったので、同項の規定により、

これを公表します。



(ｲ)　駒ヶ根病院 　施設の全面改修に向けては、早期
に今後の基本的な方針を決定し、建
築計画段階からそれらが反映される
配慮が必要である。

　平成16年１月「駒ヶ根病院整備検
討委員会」から病院整備に関する基
本的な方向を示す提言があり、その
内容に沿って今後の検討を進めてい
く。

(ｳ)　阿南病院 　病床数や診療科目の見直し、要員
配置の再検討など基本的な診療体制
から再構築を検討すべきである。

　平成17年４月の療養病棟の開設に
合わせて、病床数を見直すととも
に、休診中の歯科・耳鼻いんこう
科・皮膚科を廃止する。

(ｴ)　木曽病院 　病院全体を見渡した上での中長期
計画の策定及び実行責任者を明確に
した上での具体的アクションプラン
を作成していく必要がある。

　「第四次長野県保健医療計画」の
中で、「地域完結型病院としての充
実」が位置付けられた。それに基づ
き、より具体的な中長期計画を策定
し、管理者が中心となり、実施への
取り組みを行っている。

イ　経営分析か
　　らみる各病
　　院の特徴

(ｱ)　須坂病院 　給与比率を下げることが最も有効
であり、労働生産性をより向上させ
ることが重要な課題である。

　医業収入の増などにより、給与比
率を下げた。
　今後も引き続き医業収益の増加に
取り組んでいく。
　　給与比率（退職金を除く）
　　　平成14年度（63.5％）
　　　平成15年度（56.8％）

(ｲ)　阿南病院 　医師の確保が最も重要な課題であ
る。

　平成15年4月において医師1名を増
員するとともに、病院長・衛生部長
を中心に関係大学への働きかけを
行った。

(ｳ)　こども病院 　周産期医療及び高度小児医療の損
益を区分して把握することにより、
それぞれの診療分野に適合した目標
管理を行う必要がある。

　平成15年2月に導入したＳＰＤ(物
流管理システム）により、病棟別の
医療材料の動向を把握できるように
した。

ウ  病院の経営
　　管理の仕組
　　み

(ｱ) 経営計画の
　　策定と進捗
　　管理

①各現場レベルでの実行責任者を決
めておき、年度毎に各部門、各現場
レベルにおける具体的な行動計画と
数値目標を設定することが必要であ
る。
　また、進捗管理方法については、
木曽病院のように半期に一度は現場
にフィ－ドバックする目標管理の仕
組みをつくることが望ましい。

　木曽病院、須坂病院及び駒ヶ根病
院では実施済であり、平成14年度か
ら阿南病院で実施している。
　こども病院では、部署ごとに業務
改善スローガンを掲げ、1年間の目標
に対する達成状況を発表できるよう
進めるとともに、月毎の収益と費用
を比較した損益勘定を毎月の管理診
療会議に報告してフィードバックし
ている。※

②阿南病院は、医師の欠員状況を踏
まえ、達成可能性を考慮し、また、
こども病院は200床への増床時期等に
未確定な部分があるため、現在の経
営健全化計画を修正する必要があ
る。

　阿南病院は、医師の確保等により
健全化計画の目標値（損益）を達成
する見込みである。
　こども病院は、平成16年度に147床
とするが、今後のその他増床計画に
は病院事業全体の収支状況を勘案す
る必要があり、現在の状況では、計
画を明確にすることは難しい。  ※



(ｲ) 部門別損益
　　管理

　病院全体の損益管理から院内の各
部門単位の損益管理へと展開させる
仕組みを検討すべきと思われる。

　経年変動による分析が可能となり
アクションプラン作成にも有用であ
る部門別損益計算書の作成を検討す
る｡

エ  経営管理の
　　観点からみ
　　た負担金

(ｱ) 負担金額の
　　妥当性

　Ｂ型負担金の額については中長期
経営計画と合わせ、５年間程度固定
させ、経営改善の成果がストレ－ト
に反映される仕組みをつくり、努力
の成果を病院や県民が納得できる評
価システムを構築すべきではないか
と考える。

　平成13年度に負担金の算定方法を
見直したところであり、平成15年度
当初予算において、駒ヶ根病院につ
いては、平成14年度の精神部門の負
担金額と同額を、また、阿南病院及
び木曽病院については平成13年度の
不採算部門及び精神部門の負担金額
と同額の予算計上をすることとし
た。

(ｲ) 負担金の決
　　定手続の妥
　　当性

　病院に対して負担金の内訳を公表
し、その妥当性について検証と合意
の機会を与えることが必要である。

　各病院に当初予算見積書と負担金
算定の資料を配付し、妥当性の検証
を行っている。

オ  病院業務の
　　運営状況

(ｱ)　須坂病院 　ベッドやストレッチャ－等の大型
物品の保管場所や適正な配置数につ
いて考慮されていない。ベッドは、
計画的に数量や型式を整理していく
ことが望ましい。
　また、薬品等の過剰在庫について
は、病棟薬剤師による患者への服薬
指導の充実とともに、病棟配置薬は
薬剤科での管理とし、検査に関する
作業を病棟看護婦の担当から検査技
師の担当とすることが望ましい。

　大型物品は、病棟間で共有化を図
るなど、適正配置に努めるととも
に、ベッド及びストレッチャーにつ
いては新棟開設に合わせて整備をし
た。
　また、薬剤師による患者への服薬
指導の充実を図るとともに、病棟配
備薬については薬剤科で管理するこ
ととし、外来における採血業務を検
査技師が担当するよう改善した。

(ｲ)　阿南病院 ①休診中や常設でない診療科があ
り、施設が遊休化しているため、標
榜科目の見直しや１室当たりの面積
に余裕を持たせるなどの工夫も検討
すべきである。

　地域住民のニーズを踏まえ、平成
16年度に一般病床を改修し、平成17
年４月に療養病床を開設して、施設
の有効活用を図る。

②機器更新の時期となっているが、
同等の機器が患者取扱い状況からみ
て必要かどうか十分検討したうえ
で、機器の更新を考える必要があ
る。

　機器の更新にあたっては、地域に
おける病院の役割を踏まえ、患者
数、収益など費用対効果を考慮し
て、その必要性を検討することとし
た。

(ｳ)　木曽病院 　１病棟内で看護度のばらつきが大
きく、個別対応する看護婦の負担が
大きくなっていることから、患者ニ
－ズへの対応や病院経営の効率化の
ためには、現状の病棟の看護体制を
科別看護方式から段階的患者ケアへ
移行することなども検討すべきであ
る。

　平成14年9月に発足した「病床運営
委員会」において、病棟間での弾力
的な患者受け入れを調整することに
より、病院経営の効率化を図った。
　なお、段階的患者ケアへの移行に
ついては、検討の結果、木曽病院の
看護体制（規模）では、ある程度科
別方式を残さざるを得ない。

(2)　財務事務の執行



監 査 結 果 （要旨） 措　置　の　内　容

ア  医薬品の
　　管理

(ｱ) 医薬品使用
　　の効率性

　医薬品の使用効率を改善し管理レ
ベルを向上させるためには、医薬品
の払出数量と医療行為に結びついた
払出数量とを比較することが有効で
ある。

　須坂病院、木曽病院はオーダリン
グシステムにより、阿南病院、こど
も病院では薬品管理システム等によ
り、それぞれ医療行為に係る医薬品
の払出数量は把握可能であり、比較
検討を実施している。　※

イ  給料・手当
　　の計算事務

(ｱ) 集計計算
　　事務

　給料・手当については、各病院と
も集計作業に相当の時間がかけられ
ているため、集計作業を容易にする
ことにより、給与計算担当者の事務
作業を軽減し、その分、経営管理面
を重視した管理デ－タの作成業務に
移行することが望まれる。

　平成16年度に本稼働予定の県の内
部事務総合システムの中で、システ
ム化し、給与計算担当者の事務作業
を軽減する。※

３　おわりに

監 査 結 果 （要旨） 対　応　状　況　等

　負担金制度の見直しを行い、日々
の努力の成果が正しく測定され、病
院職員の納得のもとに適正な評価が
される仕組みが重要である。

　駒ヶ根病院の精神増こう経費、阿
南病院の精神増こう及び不採算部門
経費、木曽病院の不採算部門経費に
係る負担金について、平成14年度予
算から固定化し、損益に与える負担
金の影響を抑えることとした。
　また、各病院に当初予算見積書と
負担金算定の資料を配付し、妥当性
の検証を行っている。

監査委員事務局

事　　　　　　　　　項

事　　　　　　　　　項


