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平成２３年度白老町国民健康保険病院経営計画の点検・評価
■財政収支計画

（１）収益的収支について （単位：千円・％）

点　　　　　　　検22年度実績値

84,544

区　　　　　分　　

・医業外収益については、一般会計からの繰出基準
のルール化により一般会計を含む他会計からの繰入
金の増額が図られ、平成23年度の達成率は223.9％
で123.9ポイント超過した。
・22年度対比では、他会計負担金・補助金収入が
4,564千円増収（2．1％）しており、医業外収益全体で
は4,198千円（1.9％）の増収であった。

・国からの交付税算定額に影響するが、一般会計か
らの繰出金基準がルール化されたことで繰入金等収
入の適正化が図られた。

104,457

67,557

104,706

67.4

・経常収益（医業収益と医業外収益の総額）について
は、一般会計等他会計繰入金の増額は図られている
が、入院・外来料金収入の減収に伴い計画値より
121,858千円減収し、平成23年度の達成率は85.7％で
14.3ポイント計画値を下回った。
・22年度対比では、入院収益が8,669千円の減収（△
4.3％）となったが、外来収益9,225千円（5.0％）及び健
診収益等公衆衛生活動収益を含むその他医業収益
10,364千円（9.4％）の増収となり、医業収益全体で
10,920千円（2.2％）の増収であった。また、上記のとお
り医業外収益4,198千円（1.9％）の増収もあり、経常収
益全体では15,118千円（2.1％）の増収であった。

  その他

223,053

     うち他会計負担金

医業外収益

109,877

23年度計画値 23年度実績値 達成率

493,548

差引

△ 244,403

190,857

193,370

199,526

評　　　　　　　　価

医業収益

  入院収益

748,871 504,468 ・医業収益については、入院・外来患者数の減員によ
る料金収入の減収に伴い、平成23年度の達成率は
67.4％で32.6ポイント23年度計画値を下回った。【入院
収益212,103千円の減収（△52.6％）、外来収益48,084
千円の減収（△19.9％）その他収益15,784千円の増収
（15.1％）】
・22年度対比では、医業収益全体で10,920千円の増
収（2.2％）であった。【入院収益8,669千円の減収（△
4.3％）、外来収益9,225千円の増収（5.0％）、その他収
益10,364千円の増収(9.4％）】

*患者数の動向
・年延入院患者数【平成23年度計画患者数16,790人：
平成23年度患者数実績9,009人（△7,781人）、対22年
度比較△550人（平成22年度患者数9,559人）】
・年延外来患者数【平成23年度計画患者数47,344人：
平成23年度患者数実績34,807人（△12,537人）、対年
度比較1,379人増（平成22年度患者数33,428人）】

・計画では常勤医師5名の診療体制であったが、平成
22年12月に常勤医師4名（内科医3名・外科医1名）の
うち内科医１名が退職し、平成23年度中の内科医補
充が不調となり、3名の常勤医師による診療体制で業
務を遂行した結果、医業収益が計画値を大幅に下回
る結果となった。【計画ベース常勤医師数5名⇒3名（2
名減）】
・患者数については、計画ベースにおいて入院が
7,781人の減員（1日平均患者△21.4人）、外来が
12,537人（1日平均患者△33.3人）減員しており、患者
自身の医療費負担抑制による入院患者数の減少も
考えられるが、病院経営の根幹となる医業収益を確
保するため、平成24年4月1日付けで内科医1名を採
用できたことから4名の常勤医師による診療体制を維
持するともに新たな外科医1名の確保に向けた取組
みが必要となる。
・人間ドック、企業健診及び三連携推進方針の重点
施策である生活習慣病予防対策の推進に向けた国
保特定健診・動脈硬化健診（2次健診）等各種健診業
務の充実・拡大等に伴う公衆衛生活動収益の増大を
図る必要がある。
・病院職員全体の資質向上及び入院･外来患者への
サービス向上を図るため、接遇研修・技術研修など
様々な職員研修を企画・実施し、多くの職員の参加を
得るよう努力が必要である。

  外来収益

402,960

241,454184,145

217,890

5,163

  他会計負担金・補助金

経常収益 716,601

99,376

5,330

853,577

  その他 4,797

731,719

120,241

85,046

227,251

222,454

90.0

47.4

80.1

115.1

125.9

217.0

223.9

△ 212,103

△ 48,084

15,784

17,489

122,545

123,078

△ 533

△ 121,858 85.7 ・上記2項目の評価によるが、病院スタッフ一丸となっ
た医業収益を増加させる施策の取組みを進めること
が必要である。

収
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
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（単位：千円・％）

点　　　　　　　検 評　　　　　　　　価区　　　　　分　　 22年度実績値 23年度計画値 23年度実績値

787,358 ・平成22年12月末で医師職を除く正職員の人件費独
自削減後3ヵ年が経過し、同年12月給与支出から職
員給与独自削減率の見直し（給与額自主削減率平
均19.2％⇒7.7％：約12.2％増）を実施している。また
平成24年度以降医師職採用に伴う人件費の増額が
あることから、職員給与費にかかる計画値見直しが
必要となる。
・前年度対比、計画ベースともに費用超過があること
から、各種委託事業の見直しなど経費削減に向けた
取組みが必要となる。

・医業費用については、計画ベースと比較し職員給与
費674千円、材料費21,870千円の減となったが、その
他経費が56,080千円増額しており、医業費用全体で
は18,360千円の増となり、平成23年度の達成率は
102.4％で2.4ポイント計画値を超過した。
・22年度対比では、医師職１名及び事務職１名減に伴
う職員給与費13,103千円（3.8％）の減、薬品費を含む
材料費4,507千円（6.3％）の増、出張・当直医師への
報償費・費用弁償、燃料費高騰等に伴う施設管理費
及び医事・会計システム、臨床検査委託料等の増額
が主要因となり7,726千円（2.2％）の増額となったが、
医業費用全体では4,951千円（△0.6％）の減であっ
た。

349,478

19,574

2,857

     うち薬品費

  経費

医業外費用 7,794 ・医業外費用については、前年度に引続き一般会計
からの不良債務解消対策分40,000千円の追加繰出
があったことから一時借入金利息等の減少となり、平
成23年度の達成率は28.4％で71.6ポイント計画値を下
回った。
・22年度対比では、2,569千円の減（△33.0％）であっ
た。

・前年度対比及び計画ベースともに費用の減少が図
られた。
・入院、外来にかかる料金収入の増収を図る対策、
経費削減など資金不足解消（一時借入金額の減少）
に繋がる取組みを進める必要がある。

経常損益

経常費用 795,152

  減価償却費

  その他

　その他 698

　支払利息 7,096

  材料費 72,093

医業費用

  給与費

18,391

1,207

32,319

76,600

48,754

357,204

782,407764,047

343,356

41,940

14,543

330,927

98,470

74,769

301,124

330,253

16,267

2,124

787,632

△ 55,913

925

4,300

3,807

65.2

118.6

45.0

315.4

77.8

28.45,225

△ 21,870

100.7

18,360

△ 674

102.4

99.8

差引 達成率

△ 26,015

56,080

△ 17,776

・経常費用（医業費用と医業外費用の総額）について
は、医業費用が計画値より18,360千円（2.4％）の増、
医業外費用13,166千円の減となり、平成23年度の達
成率は100.7％で0.7ポイント計画値を超過した。
・22年度対比では、医業費用が18,641千円（2.4％）の
増、医業外費用が1,572千円の減（△16.4％）となって
おり、経常費用全体では7,520千円（△0.9％）の減で
あった。

26.4

43.5

△ 78.6

2,600

△ 13,166

△ 11,967

△ 1,199

5,194

△ 78,551 71,139 △ 127,052

・上記2項目の評価によるが、病院スタッフ一丸となっ
た医業費用を減額させる施策の取組みを進めること
が必要である。

・外科医1名の増員確保及び人間ドック・企業健診・国
保特定健診等各健診者数の拡大など医業収益増大
に向けた医療スタッフ一丸となった各種対策に取り組
む必要がある。
・医療スタッフ一丸となった委託料の見直しなどさらな
る経常経費の削減に努める必要がある。

・経常損益（経常収益－経常費用）については、入院・
外来患者数の減員による医業収益の減収が経常収
益全体に影響を与えており、また経常費用の増額も
あったことから、計画ベースにおいて127,052千円の損
失額増となり78.6ポイント計画値を下回った。
・22年度対比では、22,638千円（28.8％）の損益額増で
あった。

支
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出 782,438
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（単位：千円・％）

（２）資本的収支について
（単位：千円・％）

達成率 点　　　　　　　検 評　　　　　　　　価区　　　　　分　　

純損益

特別損益

115,000

179

特別利益

22年度実績値

特別損失

23年度計画値

115,000

114,840

23年度実績値 差引

40.4

153.7

153.3

53.3

・上記各項目の評価によるが、入院、外来にかかる
料金収入の増収を図る対策、徹底した経費削減など
収益の増額及び費用の減額を医療スタッフ一丸とな
り進めることが当年度純利益の増額に繋がるもので
ある。

・純損益（経常損益と特別損益の総額）については、
特別損益を加えた総事業収支では総収益846,719千
円に対し総費用787,792千円であり58,927千円の純利
益となった。
・計画ベースおける達成率は40.4％で59.6ポイント計
画値を下回った。
・22年度対比では、22,657千円（62.5％）の増であっ
た。

40,000

△ 140

・特別利益については、一般会計からの公立病院特
例債元金償還金分繰入75,000千円及び平成22年度
に引続き不良債務解消対策分として40,000千円の追
加繰入があり総額115,000千円の決算額となってお
り、達成率は153.3％で53.3ポイント計画値を上回っ
た。
・22年度対比では、同額の115,000千円であった。

△ 86,912

160

145,839

114,821

36,270

300

74,700

・不良債務解消分及び平成26年度までの病院特例
債元金償還金の全額繰出である一般会計からの基
準外繰出が明確化されたことから、計画ベースの収
入が見込まれる。

・特別損失を縮減（不能欠損額の減少）するため、入
院時の保証人確認、未払者への文書催促・法的措置
など医療費にかかる未収金対策の徹底を図る必要
がある。

40,140 ・上記2項目の評価によるが、特別損失の減額が必
要である。

・特別損失については、不能欠損額の減少により達成
率は53.3％で46.7ポイント計画値を下回った。
・22年度対比では、19千円（△10.6％）の減であった。

・特別損益については、特別利益において不良債務
解消分40,000千円の増額に伴い、達成率は153.7％で
53.7ポイント計画値を上回った。
・22年度対比では、19千円の減（△0.1％）であった。

22年度実績値 23年度計画値 23年度実績値区　　　分

特
　
　
別
　
　
損
　
　
益

58,927

75,000

資本的収入 46,368 15,252

  その他 0 0

18,368 15,252

  企業債 28,000

点　　　　　　　検 評　　　　　　　　価

0 0

差引 達成率

15,908 656 104.3

15,908 656 104.3

000

100.7

　その他

100.7

　建設改良費 0 0 0 0

資本的支出

・資本的収入額が資本的支出額に不足する額（差引
不足額）については、平成23年度計画値どおりであり
達成率100％であった。

―

-75,000 -75,000 -75,000

0.0

　企業債償還金

差引不足額 0 100.0

121,368

収
　
　
入

支
　
　
出

90,908 656

90,252 90,908 656

121,368 90,252

  他会計出資金

・資本的収入については、平成22年度における公的
資金補償金免除繰上償還実施に伴う23年度以降の
借換債増額分にかかる一般会計からの繰入金が656
千円（4.3％）増加した。
・22年度対比では、30,460千円（△65.7％）減額となっ
た。

―

・資本的支出については、平成22年度繰上償還の実
施に伴う企業債償還金（借換債）の増額があり、計画
ベースと比較して656千円（0.7％）の増であった。
・22年度対比では、30,460千円(△25.1％）の減であっ
た。

―

0 0 00
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■財政主要指標

（単位：％）

経常収支比率

医業収益＋医業外収益
／医業費用＋医業外費用

※経常的な収支の比率で、
100％未満の場合経常損失が
発生している状態

職員給与費比率

職員給与費／医業収益

※医業収益に対する職員給与
費の割合
病院経営の重要なポイント

材料費対医業収益比率
（薬品費を除く）

薬品費対医業収益比率

区　　　　　分

96.68.5 10.0 9.7 ・平成20年7月からの外来投薬の院外処方化を継続し薬品費
の削減に努めているが、平成23年度はきたこぶし入所者投
薬処方化及びヒブ・肺炎球菌等予防接種の開始に伴う薬品
費の増額に伴い前年度対比6,814千円増額しているが、本財
政主要指標は23年度計画値を3.4ポイント下回った。

46.7 65.5

65.8

140.2

6.1 3.2 5.5 172.5

69.6

90.1 109.1 92.9 85.2

62.7 98.0 64.4医業収支比率

医業収益／医業費用

※本来の業務により発生した収
益とこれに要した費用の割合
で、高いほど収益性が良い。こ
の比率が100％以上が望まし
い。

22年度実績値 23年度計画値 23年度実績値 達成率 点　　　　　　　検

・職員給与費比率は、医業収益と職員給与費とのバランス
であるが、23年度の達成率は140.2％で40.2ポイント計画値
を超過した。
･22年度対比では、4.1ﾎﾟｲﾝﾄ下回った。

･経常収支比率は、経常収益（医業収益＋医業外収益）と経
常費用（医業費用＋医業外費用）のバランスであるが、23
年度の達成率は85.2％で14.8ポイント計画値を下回った。
【平成23年度計画値対比：①経常利益△121,858千円②経
常費用5,194千円増③経常損益△116,664千円】
・22年度対比では、2.8ポイント増加した。
【平成22年度対比：①経常利益15,118千円増②経常費用△
7,520千円③経常損益22,638千円増】

・医業収支比率は、医業収益に対する医業費用（職員給与
費、材料費、経費等）とのバランスであるが、23年度の達成
率は65.8％で34.2ポイント計画値を下回った。
　【平成23年度計画値対比：①医業収益△244,403千円（入
院収益△212,103千円・外来収益△48,084千円・その他収
益15,784千円増）②医業費用18,360千円増（給与費△674
千円・材料費△21,870千円・経費56,080千円増、その他費
用△15,176千円）】
・22年度対比では、1.7ポイント増加した。
　【平成22年度対比：①医業収益10,920千円の増（入院収
益△8,669千円・外来収益9,225千円増・その他収益10,364
千円増）②医業費用△4,951千円（給与費△13,103千円・材
料費4,507千円増・経費7,726千円増・その他費用△4,081千
円）】

・医業収益に対する薬品費のバランスであるが、23年度の
達成率は96.6％で3.4ポイント計画値を下回った。
・22年度対比では、1.2ポイント増加した。

・医業収益に対する薬品費を除く材料費のバランスである
が、23年度の達成率は179.1％で79.１ポイント計画値を超過
した。
・22年度対比では、0.4ポイント下回った。

評　　　　　　　　価

・薬品費を除く材料費は27,846千円であり、前年度対比2,307
千円減額（計画ベースでは3,875千円の増）となったが、入院・
外来料金収入の減収に伴う医業収益の減収が本財政主要
指標の超過に繋がった。

・職員給与費は、医師を除く正職員の人件費独自削減後3ヵ
年が経過し、同年12月給与支出からの職員給与独自削減率
の見直し（給与額自主削減率平均19.2％⇒7.7％：約12.2％
増）を行っている。平成23年度は医師職、事務職各1名減と
なっており給与費前年度比較13,103千円の減額はあったが、
入院・外来料金収入の減収に伴う医業収益全体の減収が本
財政主要指標の超過に繋がった。

･一般会計からの繰出基準のルール化により一般会計等他
会計からの繰入金の増額（医業外収益の増）となったが、上
記評価による医業収益の減収が顕著に現れ経常収益全体
の減収となり、経常収支比率の低下に繋がった。

・計画では常勤医師5名の診療体制であったが、平成22年12
月に常勤医師4名（内科医3名、外科医1名）のうち内科医１名
が退職し、平成23年度中の内科医補充が不調となり、3名の
常勤医師による診療体制で業務を遂行した結果、医業収益
が計画値を大幅に下回る結果となり、医業収支比率の低下と
なった。
・患者数については、計画ベースにおいて入院が7,781人の
減員、外来が12,537人減員しており、患者自身の医療費負担
抑制による入院患者数の減少も考えられるが、病院経営の
根幹である医業収益を確保するため、平成24年4月1日付け
で内科医1名を採用できたことから4名の常勤医師による診療
体制を維持するとともに新たな外科医1名の確保に向けた取
組みが必要となる。
・前年度対比、計画ベースともに費用超過があることから、材
料費・薬品費の在庫管理の徹底及び各種委託事業の見直し
など医療スタッフ一丸となった経費削減の努力が必要とな
る。
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■定員管理 （単位：人・％）

■患者の動向 （単位：人・％）

入
　
　
　
院

外
　
　
来

年延入院患者

１日平均患者

病床利用率（一般病床）

１日平均患者

年延外来患者

計

区　　　　　分

医師

看護師

医療技術

事務

47,344 34,807

53.5

73.5

137.6 176.0 142.7 81.1

33,428

26.2 46.0 24.6 53.5

9,559

45.2 79.3 42.4

22年度実績値 23年度計画値 23年度実績値 点　　　　　　　検

16,790 9,009

達成率

・年延入院患者数については、9,009人（△7,781人）であり、
23年度の達成率は53.7％となり46.3ポイント計画値を下回っ
た。
・22年度対比では、500人の減員（△5.8％）であった。

53.7

4 2

100.0

50.0

37 42 37 88.1

3

6 7 6 85.7

25 26 26

区　　　　　分 達成率

3 5 3 60.0

22年度実績値 23年度計画値 23年度実績値

・正規職員は平成22年度実績1名減の2名の事務スタッフで
業務を遂行した。（4名→2名△2名）

・正規職員は22年度同数の6名の医療技術スタッフとし人件
費抑制に努めた。

・計画ベースどおり26名体制で業務を遂行した。（育児休暇
職員に対する正看護師1名補充）

・1日平均患者数については、142.7人（△33.3人）であり、23
年度の達成率は81.1％となり18.9ポイント計画値を下回っ
た。
・22年度対比では、5.1人の増員（3.7％）であった。

・年延外来患者数については、34,807人（△12,537人）であ
り、23年度の達成率は73.5％となりポイント計画値を下回っ
た。
・22年度対比では、1,379人の増員（4.1％）であった。

・病床利用率については、42.4％となり23年度の達成率は
53.5％であり46.5ポイント計画値を下回った。
　■23年度許可病床数58床・・・42.4％
　■23年度稼動病床数50床・・・49.2％

・１日平均患者数については、24.6人（△21.4人）となり23年
度の達成率は53.5％であり46.5ポイント計画値を下回った。
・22年度対比では、1.6人（△6.1％）の減員であった。

・計画ベースでは常勤医師5人体制であったが、医師確保に
は至らず3名での診療体制で業務を遂行した。

点　　　　　　　検

―

評　　　　　　　　価

―

―

―

―

―

―

―

―

評　　　　　　　　価
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