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Ⅰ　運営にかかる評価

中項目

安定的な医師及
び医療スタッフ
の確保

総合水沢病院では医師不足が深刻な状
況となっているが、R３年度は医師奨学
生のうち常勤医師が１名、週１回の診療
応援として３名の医師が着任する見込み
となった。

また、医師確保対策の経験者を引続き
採用(会計年度任用職員)し、医師招へい
作戦会議において各種対応を行うこと
で、令和２年４月から医師奨学生(国保連
等)の義務履行等での常勤配置となった。

●医療局の努力により医師招聘・確保に成果を上げ
ていることを評価する。
●奨学金制度により医師の招へいができたことは喜
ばしいが、常勤医のさらなる増加が望まれる。

奨学生の義務履行の内容変更で医師招へいを図る
のは良いが、奨学生にとって使い勝手の良いものと
しすぎて、向上心の無き常勤医とならないよう注意
を要するのではと思う。
●医師の退職にともなって、残った常勤医の過重労
働が懸念される。即戦力となる医師の招聘が喫緊の
課題であるが、国保連や奥州市の医学部奨学生と連
絡を密に取り、将来の医師確保につなげることも重
要である。
●医師招聘については、現状の分析が必要と考え
る。医師供給源となる医大から地域的に離れている
こともあるが、現状の報酬や働く環境、着任後の生
活など多面的に検討する必要がある。この部分につ
いて、現在、病院に従事している医師からヒアリン
グなどを行い具体的な対策を考えるべきである。

効率的な業務運
営体制の整備

医療局の各施設において経営状況と目
指すべき方向性を職員が共有しながら経
営改善に努めた。

●各施設間の役割分担、その施設の必要性の再検討
が必要と思われる。
●医師および医療スタッフ確保、また経営改善に向
けて高い意識を共有していることは評価できる。
●経営に関しては、医療機関経営の専門家を招聘す
る必要性がある。この専門家については、公立・民
間医療機関の双方の特性を理解し、実績がある人材
が必要と考える。

経費の節減

各施設間での人事異動を拡大すること
で、施設ごとの業務内容の認識すること
と職員の業務スキル向上に努めた。

また早期退職勧奨など職員数の適正化
に努めると共に、医療局の各施設におい
て使用する薬品の共同購入を継続実施す
る等、引き続き経費節減を図った。

●経費節減について評価に値する。
●今後も収益の増加は難しい状況にあり、さらなる
経費削減は必要と考える。そのための合併統合・ダ
ウンサイジングは必須と考える。薬品共同購入のみ
でなく、機械等の共同化も必要と思われる。

令和2年度　奥州市立病院・診療所改革プラン点検・評価調書

経営の効率化
(プランP21)

施設名

プラン

大項目

再編・ネット
ワーク化
(プランP19
　　　～20)

市立病院及び市
立診療所の再
編・ネットワー
ク化

新市立病院の建
設にかかる検討

医療局全体

取組状況と内部評価 運営評価委員会における評価

高齢社会で需要増加が見込まれる回復
期医療に対応した「地域包括ケア病床」
を総合水沢病院に18床、まごころ病院
では同病床を18床それぞれ提供し、地
域医療の維持に努めるとともに、収益の
改善を図った。

なお、総合水沢病院においては、感染
症病床を有する当医療圏唯一の施設とし
て、新型コロナウイルス感染症への対応
に全力を尽くした。

奥州金ケ崎地域医療介護計画の中で胆
江２次医療圏の方向性等が示されたこと
により、現在の医療施設の統廃合の案を
示し、新病院建設を含めた次期「奥州市
立病院・改革プラン」を令和３年度に策
定する方針とした。

●地域の状況に合わせた病床機能の変換がなされ、
コロナ対応においては、総合水沢病院は地域になく
てはならない存在としての価値を示したことを評価
する。
●新型コロナ感染症対応については、総合水沢病院
の尽力に感謝する。他の市医療機関の協力もさらに
希望する。
●積極的にコロナ感染症への対応を行ってきたもの
と推察されるが、具体的な入院患者数などが資料か
ら読み取れないので十分な評価ができない。
●地域包括ケア病床の増床は、現在の医療行政の趨
勢に適応した方針として、また地域の医療ニーズに
貢献する対策として高く評価できる。今後、地域包
括ケアに求められる要件が変化することから、様々
な対応が求められると思われる。自院の急性期病床
から包括ケア病床への転棟が難しくなった場合の対
応などを検討していく必要がある。

●新病院に関するプラン（R３年度作成した案）に
ついては住民の理解が得られず残念である。
●（R3年度作成した案による）医療機関の統廃合
が白紙となっており、今後の計画をもう一度練り直
す必要があろうが、集約は必要と思われる。
●新市立病院の建設に関しては、改革プランの早期
策定が強く望まれる。
●医療従事者が集めにくい環境を改善していくため
には、医療機関の統廃合が必要である。もし、医療
機関の統廃合をしていくことになれば、廃止される
医療機関の近隣住民に不都合が生じないようにシャ
トルバスを出すなどの措置が必要となると考える。
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【医療局全体】

Ⅱ　収支計画にかかる評価

１　収益的収支 単位：百万円

プラン 実績 増減 増減率

5,351 4,041 -1,310 -24%

4,254 2,496 -1,758 -41%

入院収益 2,277 1,043 -1,234 -54%

外来収益 1,616 1,100 -516 -32%

その他医業収益 361 353 -8 -2%

1,097 1,479 382 35%

0 66 66 皆増

1 2 1 100%

5,301 4,467 -834 -16%

5,113 4,215 -898 -18%

給与費 3,089 2,477 -612 -20%

材料費 741 435 -306 -41%

経費 1,007 1,048 41 4%

減価償却費 240 235 -5 -2%

その他医業費用 36 20 -16 -44%

188 164 -24 -13%

0 88 88 皆増

4 4 0 0%

50 -426 -476 -952%

47 -428 -475 -1011%

２　資本的収支　 単位：百万円

136 197 61 45%

3 5 2 67%

131 167 36 27%

2 3 1 50%

0 22 22 皆増

230 264 34 15%

79 105 26 33%

151 148 -3 -2%

0 11 11 皆増

３　一般会計繰出金(再掲) 単位：百万円

1,210 1,406 196 16%

131 167 36 27%

1,341 1,573 232 17%

取組状況と内部評価

特にも総合水沢病院における常勤医師の退職に伴う
医業収益の確保が厳しく、計画と大きく乖離している
状況にある。同病院は患者の減少に伴い費用も計画よ
り少なくなっているが、経費の節減の取組みだけでは
賄えない状況になっている。

また、一般会計からの繰入金はコロナウィルス対応
等による増分があり、改革プランの収支計画と比較し
て増となった。(232百万円)

これらのことから、純損益は改革プランと比較し大
幅な減となった。(-428百万円)

運営評価委員会における評価

●令和2年度は新型コロナ感染症の影響により全国的に医療収入が減
じており、また、それに対応したことによる補助金の増加があり評
価しがたいが、今後も医療収益の増加は考え難く、病院・診療所の
ダウンサイジング、合併統合、サテライト化などでの経費削減が必
要と思われる。また、当地区には県立病院が二病院あり、これとの
統合等も検討し市の各地域との通院の時間的距離を考慮しながら新
しい体制構築も考える時ではと思う。
●民間病床も含め、胆江医療圏は人口に比して病床が過剰傾向にあ
ると推察される。病床の適正配置の問題に関しては、民間医療機関
が建設的な方針を立てることは難しく、岩手県と奥州市の医療局が
連携して取り組むべきである。
●医療機関経営は、医療サービスの提供と医療機関の収支を合わせ
ていくというバランスをとっていくことが難しい課題に日々取り組
まなければならない。新たな制度や新たな医療サービスを地域の中
でどのように展開していくのかが、医療局の追求すべきことであ
る。やはり、医療局の中に奥州市の医療機関の院長出身者など経営
のわかる医師が配置されていることが望ましい。令和２年度は、コ
ロナ関連補助金により、全国的に公立病院の経営が良くなっている
中で総合水沢病院の経営が良くなかったのは、経営判断・対応が遅
れた原因であり、医療サービスと経営的な判断が同時にできなかっ
た結果である。

区分　      　        　年度
令和2年度

経常収益  (A)

医業収益

医業外収益

その他

資本的支出

企業債

収益的収支

訪問看護事業収益

訪問看護事業費用

特別利益  (B)

経常費用  (C)

医業費用

医業外費用

資本的収支

合　　　計

特別損失   (D)

経常損益   (A-C)

純損益  (A+B)-(C+D)

資本的収入

建設改良費

企業債償還金

その他

出資金

国庫補助金
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Ⅰ　数値目標にかかる評価
令和2年度
目標(A)

令和2年度
実績(B)

増減比較
(B/A)

達成度 取組状況と内部評価

19 13 68% ↓

47,997 19,023 40% ↓

87,480 46,275 53% ↓

14 17.5 125% ↓

36.0 49.8 138% ↑

865 590 68% ↓

396 426 108% ↑

1,212 5,034 415% ↑

37,000 36,070 97% →

9,500 11,785 124% ↑

90.7 35.9 40% ↓

85.9 57.3 67% ↓

100.3 88.3 88% ↓

68.9 91.5 133% ↓

18.5 20.1 109% →

【達成度1】※平均在院日数、職員給与比対医業収益比率及び材料費対医業収益比率以外の数値目標にかかる達成度

↑
→
↓

【達成度2】※平均在院日数、職員給与比対医業収益比率及び材料費対医業収益比率にかかる達成度

↑
→
↓

Ⅱ　運営にかかる評価

目標値と実績値を比較し、その達成率が90%以上で100%未満の場合
目標値と実績値を比較し、その達成率が90%未満の場合

目標値と実績値を比較し、その達成率が100%以下の場合
目標値と実績値を比較し、その達成率が100%を超え110%未満の場合
目標値と実績値を比較し、その達成率が110%以上の場合

令和2年度　奥州市立病院・診療所改革プラン点検・評価調書

施設名 総合水沢病院

地域医療構想を踏まえ
た役割の明確化
(プランP16～18)

再編・ネットワーク化
(プランP19～20)

医師数(人)（会計年度任
用職員を含む）

令和2年度は、4月に内科医1
人、7月に小児科医1人が着任し
たが、年度末に内科医2人、整形
外科医1人が退職し、医師不足が
より深刻な状況となっている。

経営改善の取り組みとして、
地域包括ケア病床増床のほか、診
療報酬増につながる医師事務作業
補助体制加算等の取り組みに加
え、薬品の共同購入等の費用縮減
に継続して努めた。

また、新型コロナウイルス感染
症への対応として、簡易陰圧装
置、病棟廊下へ自動ドアを設置し
たほか、緊急外来に搬送用救急人
工呼吸器、生体情報モニターを整
備した。

入院患者数(人)

外来患者数(人)

紹介率(%)

救急車搬送患者数(人)

病床利用率(%)

医業収支比率(%)

経常収支比率(%)

職員給与比対医業収益比率(%)

経営の効率化
(プランP21)

従来の予防医療から専門的治療までを行う医療機関としての役割に加え、高齢社会で需要増加が
見込まれる回復期医療に対応するため、昨年度に設置した地域包括ケア病床(13床)を9月から18
床へさらに増床し、地域医療構想での当院の役割の明確化を図った。

住民の健康増進・維持に役立てることを目的とした各セクションの職員を講師とする「出前健康
講座」を開催し、地域に開かれた病院を目指す取り組みを継続して行った。

感染症病床を有する地域唯一の施設として、新型コロナウイルス感染症への対応を職員一丸と
なって積極的に行った。

　地域医療連携として、県立胆沢病院及び地元開業医を中心に患者紹介及び受入れを行った。
また、市立医療施設間において、医師をはじめとした医療スタッフ（看護師、臨床検査技師、診

療放射線技師、臨床工学技士及び管理栄養士等）の応援対応を行った。
　令和３年度からの当院と前沢診療所の訪問看護ステーションの統一に向けた検討を進めた。

前年度に続き医師が退職したことに起因して、病床利用率が35.9%にさらに低下したことか
ら、引き続き医師奨学生の義務履行、医師斡旋業者の活用等により医師確保に努め、経営の安定化
を図ることが急務となっている。

プラン 取組状況と内部評価

目標値と実績値を比較し、その達成率が100%以上の場合

材料費対医業収益比率(%)

平均在院日数(日)

入院診療単価(円)

外来診療単価(円)

訪問診療件数(件)

訪問看護件数(件)
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【総合水沢病院】

Ⅲ　収支計画にかかる評価

１　収益的収支 単位：百万円

プラン 実績 増減 増減率

3,449 2,389 -1,060 -31%

2,860 1,463 -1,397 -49%

入院収益 1,776 686 -1,090 -61%

外来収益 831 559 -272 -33%

その他医業収益 253 218 -35 -14%

589 880 291 49%

0 46 46 皆増

1 1 0 0%

3,439 2,705 -734 -21%

3,331 2,555 -776 -23%

給与費 1,971 1,432 -539 -27%

材料費 521 293 -228 -44%

経費 693 705 12 2%

減価償却費 119 109 -10 -8%

その他医業費用 27 16 -11 -41%

108 92 -16 -15%

0 58 58 皆増

3 2 -1 -33%

10 -316 -326 -3260%

8 -318 -326 -4075%

1,793 2,255 462 26%

２　資本的収支　 単位：百万円

26 74 48 185%

0 0 0 -

26 51 25 96%

0 2 2 皆増

0 21 21 -

53 77 24 45%

45 70 25 56%

8 7 -1 -13%

0 0 0 -

３　一般会計繰出金(再掲) 単位：百万円

702 804 102 15%

26 51 25 96%

728 855 127 17%

Ⅳ　運営評価委員会における評価

医業外収益

区分　          　  　　　年度
令和2年度

経常収益  (A)

医業収益

出資金

国庫補助金

その他

資本的収入

企業債

経営悪化の大きな原因は、医師の相次ぐ退職により病院の規模に対して医師数が不足
していることであるため、医師奨学生の義務履行等を中心とした医師確保が大前提と捉
えている。新型コロナウイルス感染症への対応を最優先で進めながら、奥州金ケ崎地域
医療介護計画及び次期改革プランにおいて示される当院のあり方や役割に沿って、健全
な運営を進めていく必要がある。

資本的支出

収益的収支

建設改良費

企業債償還金

その他

●国の考える地域医療構想、医師の働き方改革、地域住民の人口減などを考えると、規模縮小、経営の効率化を考えな
ければならないと思う。建物の老朽化にも対応が必要であり、それに合わせたプランの構築が望まれる。地域包括ケア
病床のさらなる充実、訪問看護ステーションのさらなる充実が望まれる。
●予想外の大量の医師退職など自助努力では対処できない支出が高額であり、収支の悪化はやむをえないと考える。
●医師採用に対して力を入れていく必要性があること、医師採用が厳しいのであれば医療サービスを再編していく必要
がある。

純損益  (A+B)-(C+D)

累積欠損金

訪問看護事業収益

訪問看護事業費用

特別利益  (B)

特別損失   (D)

経常費用  (C)

医業費用

医業外費用

経常損益   (A-C)

資本的収支

合　　　計

取組状況と内部評価
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Ⅰ　数値目標にかかる評価
令和2年度
目標(A)

令和2年度
実績(B)

増減比較
(B/A)

達成度 取組状況と内部評価

9 8 89% ↓

15,330 11,338 74% ↓

54,675 43,498 80% ↓

19 18 94% →

7.0 22.3 319% ↑

160 159 99% →

1,400 1,533 110% ↑

1,830 1,646 90% →

30,165 28,862 96% →

8,033 7,812 97% →

87.5 64.7 74% ↓

88.0 72.8 83% ↓

100.8 91.7 91% ↓

75.0 83.2 111% ↓

9.6 11.5 120% ↓

【達成度1】※平均在院日数、職員給与比対医業収益比率及び材料費対医業収益比率以外の数値目標にかかる達成度

↑
→
↓

【達成度2】※平均在院日数、職員給与比対医業収益比率及び材料費対医業収益比率にかかる達成度

↑
→
↓

Ⅱ　運営にかかる評価

目標値と実績値を比較し、その達成率が100%を超え110%未満の場合
目標値と実績値を比較し、その達成率が110%以上の場合

令和2年度　奥州市立病院・診療所改革プラン点検・評価調書

施設名 まごころ病院

医師数は、令和元年に１名減と
なった８名で運営した。

入院患者数は、目標患者数に対
してマイナス3,992人、前年度
( 令 和 元 年 度 ) 実 績 に 対 し て も
1,141人の減、病床利用率は6.3
パーセント減少した。

訪問看護を含む外来患者数は、
目 標 患 者数 に対 して マイ ナス
9,531人、前年度実績に対して
も5,697人の減となった。

訪問診療については、目標、前
年度実績(1,502件)をも上回る実
績となった。

診療単価は、入院、外来ともに
目標を下回ったが、前年度実績は
ともに上回った実績となった。

令和元年と比較して医業費用が
約14百万円減少したが、医業収
益が約48百万円減少し経営の悪
化が加速した。

目標値と実績値を比較し、その達成率が100%以上の場合
目標値と実績値を比較し、その達成率が90%以上で100%未満の場合
目標値と実績値を比較し、その達成率が90%未満の場合

経常収支比率(%)

職員給与比対医業収益比率(%)

材料費対医業収益比率(%)

外来診療単価(円)

目標値と実績値を比較し、その達成率が100%以下の場合

医師数(人)（会計年度任
用職員を含む）

入院患者数(人)

外来患者数(人)

平均在院日数(日)

紹介率(%)

救急車搬送患者数(人)

訪問診療件数(件)

訪問看護件数(件)

入院診療単価(円)

病床利用率(%)

医業収支比率(%)

経営の効率化
(プランP21)

　医師数は、プランの目標とした9名に対し、1名少ない体制で診療を行った。
地域包括ケア病床の有効活用を図り収益の向上につなげるため、医師、看護師、入退院支援担当が積
極的に情報交換し、患者の状態の共有を図った。

プラン 取組状況と内部評価

地域医療構想を踏まえ
た役割の明確化
(プランP16～18)

医療施設が少ない地域の病院として、入院や外来に加え、訪問診療や訪問看護、水曜の夜間診療な
ど、住民ニーズに則した医療提供を行った。

また、市立の医療機関では唯一「歯科口腔外科」を有し、歯科手術やインプラント手術にも積極的
に取り組んでいる。
　更に、地域内の福祉介護施設の後方支援的役割を果たすなど、地域医療の一端を担っている。

また、隣接する「健康増進プラザ悠悠館」「ぬくもりの家」とともに、胆沢地域における医療・健
康・福祉・介護が連携する「達者の里構想」の拠点施設として重要な役割を果たしている。

なお、毎年実施してきた「いさわ健康フェスティバル」「達者の里構成地域研究会」は、感染症感
染防止対策のため開催を見送った。

再編・ネットワーク化
(プランP19～20)

　医療連携推進室を設置し、周辺医療機関との連携強化に努めている。

5



【まごころ病院】

Ⅲ　収支計画にかかる評価

１　収益的収支 単位：百万円

プラン 実績 増減 増減率
1,143 991 -152 -13%

964 750 -214 -22%
入院収益 462 327 -135 -29%
外来収益 439 343 -96 -22%
その他医業収益 63 80 17 27%

179 231 52 29%
0 10 10 皆増
0 1 1 皆増

1,134 1,081 -53 -5%
1,095 1,030 -65 -6%

給与費 723 668 -55 -8%

材料費 110 86 -24 -22%

経費 194 203 9 5%

減価償却費 63 67 4 6%

その他医業費用 5 6 1 20%

39 39 0 0%

0 12 12 皆増

1 1 0 0%

9 -90 -99 -1100%

8 -90 -98 -1225%

348 570 222 64%

２　資本的収支　 単位：百万円

54 48 -6 -11%

0 0 0 -

54 47 -7 -13%

0 1 1 -

0 0 0 -

89 73 -16 -18%

30 13 -17 -57%

59 59 0 0%

0 0 0 -

３　一般会計繰出金(再掲) 単位：百万円

206 257 51 25%

54 47 -7 -13%

260 304 44 17%

Ⅳ　運営評価委員会における評価

合　　　計

取組状況と内部評価

訪問診療、訪問看護の在宅医療の継続に努めるともに、医療提供体制の見直しを行
い、5つ（救急医療管理加算、患者サポート体制加算、認知症ケア加算3、入退院支援
加算、医療安全対策加算２）の加算を新たに取得し、収入の確保に努めた。

企業債償還金

その他

資本的収支

収益的収支

建設改良費

国庫補助金

資本的支出

出資金

その他

企業債

●新型コロナ感染症による患者数の減少を考慮すれば、当医療圏域の訪問診療など総合的対応し、病床機能を地域包括
ケアに切り替えることで稼働率も収益も上がっているものと思う。
●今後の医療機器の更新等においては、他の市立医療機関と同一のものとして行くことで、スタッフの異動による慣れ
の問題解決になるのではと考える。
●継続して安定した経営収支と見て取れる。訪問診療の件数も高い数値で安定している。

資本的収入

医業外収益
訪問看護事業収益

経常費用  (C)
医業費用

医業外費用

訪問看護事業費用

純損益  (A+B)-(C+D)

特別利益  (B)

累積欠損金

特別損失   (D)

経常損益   (A-C)

区分　          　  　　　年度
令和2年度

経常収益  (A)
医業収益
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Ⅰ　数値目標にかかる評価
令和2年度
目標(A)

令和2年度
実績(B)

増減比較
(B/A)

達成度 取組状況と内部評価

1 1 100% ↑

0 0 -

17,171 7,104 41% ↓

0 0 -

6,066 8,044 133% ↑

0.0 0.0 -

0 0 -

1,664 940 56% ↓

【達成度】

↑
→
↓

Ⅱ　運営にかかる評価

令和2年度　奥州市立病院・診療所改革プラン点検・評価調書

経営の効率化
(プランP21)

安定的な医師及び医療スタッフの確保のため、「shouheiニュース」原稿への協力を積極的に
行った。なお、直接的ではないが、岩手医科大学の医学部地域医療臨床実習受け入れを行い、医師
の育成に協力した。

効率的な業務運営体制の整備については、他の国保施設に臨床検査技師や放射線技師、医師を派
遣するなど人材の連携を進めてきた。

経費節減のため、オーダリングシステムや窓口業務委託を水沢病院の契約の中で執行した。ま
た、各施設で借用可能な器具等を融通し合うなど協力体制を整えた。

プラン 取組状況と内部評価

地域医療構想を踏まえ
た役割の明確化
(プランP16～18)

平成28年４月に着任した常勤医師のもと地域のかかりつけ医療施設として信頼され、地域住民
の健康を守るため、地区センターや地域集会所での予防医療講演をはじめ、予防医療講演と音楽演
奏を組み合わせたさわやか健康セミナーを診療所で開催するなど、多くの地域民の参加を得てき
た。
講演の中では、検診の重要性について啓発活動を行ってきており、再開所以来、外来診療のほかに
検診の積極的な受け入れを行い、毎年外来患者数を増やしている。

再編・ネットワーク化
(プランP19～20)

　市立病院及び衣川診療所と連携し、診療や検査の応援体制づくりをした。
これにより、各施設の機能強化が図られた。

また、水沢病院とオーダリングシステムを共有することにより、患者情報を共有し患者負担の軽
減を図った。

前沢診療所

平成28年度から医師が着任
し、積極的に地域における予防医
療の啓発活動を行い、検診の大切
さを呼びかけ、地域住民の信頼を
得て、目標の外来患者数には届か
ないものの毎年高い伸び率で患者
数を増やしてきた。

令和２年度は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、伸び率
は頭打ちになっているものの、診
療収入は再開所以来連続して増収
となった。

訪問看護は地域内に民間による
同様の施設が設置されたことなど
から、利用者が減少したことによ
り、令和２年度を以って、休止す
ることとした。

入院診療単価(円)

外来診療単価(円)

病床利用率(%)

訪問診療件数(件)

訪問看護件数(件)

目標値と実績値を比較し、その達成率が100%以上の場合
目標値と実績値を比較し、その達成率が90%以上で100%未満の場合
目標値と実績値を比較し、その達成率が90%未満の場合

施設名

医師数(人)（会計年度任
用職員を含む）

入院患者数(人)

外来患者数(人)
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【前沢診療所】

Ⅲ　収支計画にかかる評価

１　収益的収支 単位：百万円

プラン 実績 増減 増減率

271 208 -63 -23%
135 67 -68 -50%

入院収益 0 - - -
外来収益 119 51 -68 -57%
その他医業収益 16 16 0 0%

136 131 -5 -4%
0 10 10 皆増
0 0 0 -

262 221 -41 -16%
240 187 -53 -22%

給与費 124 88 -36 -29%

材料費 20 9 -11 -55%

経費 65 59 -6 -9%

減価償却費 29 31 2 7%

その他医業費用 2 0 -2 皆減

22 16 -6 -27%

0 18 18 皆増

0 0 0 -

9 -13 -22 -244%

9 -13 -22 -244%

0 -26 -26 皆増

２　資本的収支　 単位：百万円

36 39 3 8%

0 0 0 -

36 39 3 8%

0 0 0 -

54 0 -54 皆減

53 61 8 15%

0 6 6 皆増

54 55 1 2%

0 0 0 -

３　一般会計繰出金(再掲) 単位：百万円

142 139 -3 -2%

36 39 3 8%

178 178 0 0%

Ⅳ　運営評価委員会における評価

訪問看護事業費用

純損益  (A+B)-(C+D)

特別損失   (D)

経常損益   (A-C)

資本的収入

令和2年度

経常収益  (A)
医業収益

医業外収益

区分　          　  　　　年度

訪問看護事業収益

国庫補助金

企業債

累積欠損金

その他

出資金

特別利益  (B)
経常費用  (C)

医業費用

医業外費用

●前沢地区は私立診療所が増え、入院施設のある病院もある。開設当初の目的はすでに達成しているものと思われ、今
後の存続の有無について考える時期に来ているのではないかと考える。現院長の心療内科としてのスキルは全市民に役
立てるためにも総合水沢病院で活躍してもらいたい。
●水沢病院の人的資源・医療資源を活用して効率的な運営を目指していただきたい。

資本的支出

企業債償還金

その他

資本的収支

合　　　計

取組状況と内部評価

平成28年度から医師が着任し、医師自ら積極的に地域における予防医療の啓発活動を行い、
検診の大切さを呼びかけ、地域のかかりつけ医として毎年高い伸び率で患者数を増やしてき
た。
予防医療の啓発活動は着実に浸透し、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、
伸び率は頭打ちになっているものの、診療収入は再開所以来連続して増収となっている。

訪問看護においては地域内に民間による同様の施設が設置されるなどから、利用者が減少し
たことから、令和２年度を以って、休止することとした。

収益的収支

建設改良費
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Ⅰ　数値目標にかかる評価
令和2年度
目標(A)

令和2年度
実績(B)

増減比較
(B/A)

達成度 取組状況と内部評価

2 2 100% ↑

2,150 1,579 73% ↓

14,000 10,476 75% ↓

17,951 18,654 104% ↑

12,216 9,996 82% ↓

31.0 22.8 74% ↓

48 0 0% ↓

0 0 -

【達成度】

↑
→
↓

Ⅱ　運営にかかる評価

令和2年度　奥州市立病院・診療所改革プラン点検・評価調書

衣川診療所

医師については、会計年度職員
として内科医師1名を継続雇用
し、医師2名体制を維持した。ま
た、毎週火曜日の午前中は非常勤
医師を、金曜日の午前中は、県立
胆沢病院からの診療応援をいただ
き、患者の受け入れに努めた。

患者数については、コロナ禍に
よる待合室での密を避けるため、
薬の処方を2ヶ月に伸ばすなどし
たため、患者数減の原因となっ
た。

外来診療単価(円)

病床利用率(%)

訪問診療件数(件)

訪問看護件数(件)

施設名

医師数(人)（会計年度任
用職員を含む）

入院患者数(人)

外来患者数(人)

入院診療単価(円)

地域医療構想を踏まえ
た役割の明確化
(プランP16～18)

かかりつけ医としての機能を持つへき地診療所として、患者の初期症状等を的確に把握して適切な
指示や緊急に必要な処置を行う一次医療の役割を担っている。

機能分担により、急性期の患者は、緊急指定医療機関である県立病院との連携により、受け入れを
お願いした。

再編・ネットワーク化
(プランP19～20)

人員不足時には、市立の病院・診療所から放射線技師の派遣応援をもらったほか、市立病院に理学
療法士を派遣した。

経営の効率化
(プランP21)

　前年度に引き続き医師2名体制（職員1、会計年度職員1）で診療を行った。
事務局員４名（職員1、会計年度職員３）については、歯科診療所と兼務し経費削減を図ってい

る。
また、医薬品、医療材料購入契約については医療局に一本化し、施設の維持管理についても可能な

限り医療局に一本化したり、職員等で対応可能なものについては、外注せずに経費節減を図った。

プラン 取組状況と内部評価

目標値と実績値を比較し、その達成率が100%以上の場合
目標値と実績値を比較し、その達成率が90%以上で100%未満の場合
目標値と実績値を比較し、その達成率が90%未満の場合
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【衣川診療所】

Ⅲ　収支計画にかかる評価

１　収益的収支 単位：百万円

プラン 実績 増減 増減率

390 310 -80 -21%
230 159 -71 -31%

入院収益 39 29 -10 -26%
外来収益 171 105 -66 -39%
その他医業収益 20 25 5 25%

160 151 -9 -6%
0 0 0 -
0 0 0 -

377 319 -58 -15%
361 307 -54 -15%

給与費 205 190 -15 -7%

材料費 83 40 -43 -52%

経費 47 53 6 13%

減価償却費 25 23 -2 -8%

その他医業費用 1 1 0 0%

16 12 -4 -25%

0 0 0 -

0 0 0 -

13 -9 -22 -169%

13 -9 -22 -169%

0 17 17 皆増

２　資本的収支　 単位：百万円

15 15 0 0%

2 0 -2 -100%

12 15 3 25%

1 0 -1 -100%

0 0 0 -

25 28 3 12%

2 6 4 200%

23 22 -1 -4%

0 0 0 -

３　一般会計繰出金(再掲) 単位：百万円

128 126 -2 -2%

12 15 3 25%

140 141 1 1%

Ⅳ　運営評価委員会における評価

取組状況と内部評価

収益的収支については、入院者数・外来患者数ともに目標値を下回り収入目標を達成
することが出来なかった。これは、コロナ禍において、患者の密を避けるため診療期間
を延ばしたことも大きな原因となっている。経費については、薬の在庫管理を徹底して
行ってもらい大きく減らすことが出来た。

資本収支については、今後施設の老朽化に伴い建設改良費の増加が予想されるため計
画的な修繕・改修が必要となる。

建設改良費

企業債償還金

その他

資本的支出

企業債

出資金

国庫補助金

その他

訪問看護事業費用

区分　          　  　　　年度
令和2年度

経常収益  (A)
医業収益

医業外収益
訪問看護事業収益

特別利益  (B)
経常費用  (C)

医業費用

医業外費用

●衣川地区唯一の有床診療所として地域住民にとって必要不可欠な医療機関と考える。病床利用率が低く、病床維持の
ための経費(人件費等)が負担となっていると思われる。無床診療所として組織変更し、患者を在宅訪問診療や介護施設
で診るような工夫があってもよいのではと考える。
●病床の維持について、大局的な視点で議論を進めていくべきである。
●これから地域においてどこまでの医療サービスを提供していくのかについて検討する必要がある。病床の必要性につ
いても検討すべきである。

特別損失   (D)

経常損益   (A-C)

純損益  (A+B)-(C+D)

累積欠損金

資本的収入

収益的収支

資本的収支

合　　　計
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Ⅰ　数値目標にかかる評価
令和2年度
目標(A)

令和2年度
実績(B)

増減比較
(B/A)

達成度 取組状況と内部評価

1.0 1.0 100% ↑

0 0 -

7,395 5,370 73% ↓

0 0 -

7,555 7,968 105% ↑

0.0 0.0 -

24 3 13% ↓

0 0 -

【達成度】

↑
→
↓

Ⅱ　運営にかかる評価

目標値と実績値を比較し、その達成率が100%以上の場合
目標値と実績値を比較し、その達成率が90%以上で100%未満の場合
目標値と実績値を比較し、その達成率が90%未満の場合

令和2年度　奥州市立病院・診療所改革プラン点検・評価調書

経営の効率化
(プランP21)

歯科医師1名体制で診療を行っているが、非常時の際は、市立病院から歯科医師の応援をいただ
き、患者の受け入れに努めた。

事務局員４名（職員1、会計年度職員３）については、医科診療所と兼務し経費削減を図ってい
る。

また、医薬品購入契約については医療局に一本化し、施設の維持管理についても可能な限り医療局
に一本化したり、職員等で対応可能なものについては、外注せずに経費節減を図った。

プラン 取組状況と内部評価

地域医療構想を踏まえ
た役割の明確化
(プランP16～18)

成人歯科検診など住民の虫歯予防活動から、幼児の歯科指導や児童生徒の歯磨き指導、虫歯予防運
動を地域や学校等と連携して推進した。

再編・ネットワーク化
(プランP19～20)

　市立病院と連携した医師によるNST回診に参加し、摂食嚥下分野をサポートした。

衣川歯科診療所

歯 科 予 防 活 動 と し て 、
PMTC 、 入 院 患 者 へ の 摂 食 嚥
下・口腔ケアの取り組み、老人
ホーム職員への口腔ケアの指導の
取り組み、幼・小・中学校への虫
歯予防の指導等の取り組みを行い
地域の健康づくりに取り組んだ。

医師数(人)（会計年度任
用職員を含む）

訪問診療件数(件)

訪問看護件数(件)

施設名

入院患者数(人)

外来患者数(人)

入院診療単価(円)

外来診療単価(円)

病床利用率(%)

11



【衣川歯科診療所】

Ⅲ　収支計画にかかる評価

１　収益的収支 単位：百万円

プラン 実績 増減 増減率

98 90 -8 -8%
65 54 -11 -17%

入院収益 0 0 0 -
外来収益 56 43 -13 -23%
その他医業収益 9 11 2 22%

33 36 3 9%
0 0 0 -
0 0 0 -

89 88 -1 -1%
86 85 -1 -1%

給与費 66 65 -1 -2%

材料費 7 7 0 0%

経費 8 7 -1 -13%

減価償却費 4 5 1 25%

その他医業費用 1 1 0 0%

3 3 0 0%

0 0 0 -

0 0 0 -

9 2 -7 -78%

9 2 -7 -78%

0 -17 -17 皆減

２　資本的収支　 単位：百万円

5 10 5 100%

1 5 4 400%

3 5 2 67%

1 0 -1 -100%

0 0 0 -

9 16 7 78%

2 10 8 400%

7 6 -1 -14%

0 0 0 -

３　一般会計繰出金(再掲) 単位：百万円

32 32 0 0%

3 5 2 67%

35 37 2 6%

Ⅳ　運営評価委員会における評価

合　　　計

取組状況と内部評価

コロナ禍の影響もあり患者数は5,370人（22.3人/日）で前年度と比較して627人の
減となった。

R2年度の歯科診療所の全国平均が約23.8人/日からすると、常勤医師1名による外来
患者数としては決して少ないわけではないが、患者数の減少により収入目標の達成には
至らなかった。

企業債償還金

その他

資本的収支

収益的収支

建設改良費

国庫補助金

資本的支出

企業債

訪問看護事業収益

経常費用  (C)
医業費用

医業外費用

特別利益  (B)

●衣川地区唯一の歯科診療所であり、学校保健を含め地域住民の健康管理に必要な診療所であると考える。収益につい
ては地域住民の人口減など患者数増加は難しいと思われ、現在の１日当たりの患者数であれば、診療日数を減じ、まご
ころ病院歯科と統合しサテライト診療所とするなど、より効率の良い医療を考慮する必要があると思われる。

区分　          　  　　　年度
令和2年度

経常収益  (A)
医業収益

医業外収益

訪問看護事業費用

その他

特別損失   (D)

経常損益   (A-C)

累積欠損金

出資金

純損益  (A+B)-(C+D)

資本的収入
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