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新改革プランの策定にあたって 

 

 

１ はじめに 

 

 遠別町立国保病院（以下「町立病院」という。）は、町内における唯一の医療機関

として地域医療の重要的な役割を担っています。 

 当町では、平成２０年度に公立病院改革プランを策定し、種々の経営改善に向けた

取り組みを行ってきましたが、経費削減にも限界があり、また、少子高齢化や人口減

少により収益の増加には及ばず、よりいっそうの経営努力が必要になってきています。 

 改革プランは、地域における医療機能の確保・充実を図るため、町立病院が必要な

医療を安定的、効率的に提供するとともに、健全な経営を進め、町民に良質で安全な

医療を継続的に提供していくためのものであります。 

 そのため、このたびの「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。）を踏まえ、経営健全化に向けた方向性を示すため、「新公立病院改革プラン」

を策定するものであります。 

 

 

 

２ 新改革プラン策定の趣旨 

 

 平成２７年３月に総務省自治財政局長通知で「新ガイドライン」が公表され、平成

２８年度中に策定し、平成３２年度までのプランを策定することとされました。 

 新ガイドラインは、前回の改革プランガイドラインと大きく変わるものではありま

せんが、依然として持続可能な経営を確保しきれていない病院が多く、また、少子高

齢化や人口減少が急速に進展する中で、地域ごとに適正な医療提供体制の再構築に取

り組んでいくことがますます必要になってきています。 

このため、引き続き、経営の効率化や経営形態の見直しなどの視点に立った改革を

継続していく必要があり、また、地域の医療体制の将来の目指すべき姿を示す医療法

に基づき、道が策定する地域医療構想の検討及びこれに基づく取り組みと整合的に公

立病院改革を進める必要があります。 

 現在の取り組み状況や成果を検証するとともに、地域医療構想の達成の推進を図る

観点も踏まえつつ、さらなる見直しの必要性について検討すべきであることから、新

改革プランを策定します。 
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３ 町立病院の概要 

 

（１）町立病院の体制 

 町立病院は、昭和２６年に内科・外科・産婦人科の３診療科目により４８床で開設

し、昭和３８年、小児科を新設し４診療科目となり、昭和５８年には、患者数の増加

により、施設を増改築し、６２床に増床しました。 

平成８年、産婦人科を婦人科に変更し、その後、過疎化、高齢化、さらには医療法

の改正により病床数の見直しが必要になり、病床数を減床し、現在の病床数は、一般

病棟１６床、療養病棟が２０床となっています。 

 現在は、医師２名体制で診療を行っており、月１回、旭川医大から小児科医師１名

を派遣していただいており、平成２７年度からは、地域医療財団からの派遣により、

月２回整形外科外来診療も行っています。 

 

１．名   称  遠別町立国保病院 

２．所 在 地  098-3543 天塩郡遠別町字本町１丁目３番地 

３．許可病床数  ３６床（一般１６床、療養２０床） 

４．診療 科目  内科・外科・婦人科・小児科 

５．告 示 等  救急告示病院 

６．職 員 数  ３６名（平成２９年１月１日現在） 

 

 
職員数 

内訳 

職員 臨時職員 

医師 ２ ２  

看護師 ７ ７  

准看護師 ９ ７ ２ 

看護助手 ９  ９ 

薬剤師 １  １ 

検査技師 １ １  

放射線技師 １ １  

管理栄養士 １ １  

事務職員 ４ ３ １ 

その他 １ １  

合 計 ３６ ２３ １３ 
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（２）沿 革 

 

昭和２６年 ４月  遠別町立国保病院 開設（４８床）内科・外科・産婦人科 

昭和３８年１０月  遠別町立国保病院 改築 

           小児科新設 

昭和５８年～５９年 遠別町立国保病院 増改築 

昭和５８年 ４月  ６２床に増床 

平成 ８年 ７月  産婦人科を婦人科に変更 

平成１０年 ４月  医事業務を外部委託 

平成１５年 ４月  院外処方の実施 

平成１５年 ７月  ４６床に減床（一般１６床、療養３０床） 

平成２２年 ４月  給食業務を外部委託 

平成２３年 ４月  ３６床に減床（一般１６床、療養２０床） 

 

 

 

（３）町立病院の現状 

 

ア 入院・外来患者の状況 

入院・外来患者数                        （単位:人） 

区  分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

入院患者 ６，９３３ ６，９１５ ６，６６６ ６，３１８ 

一般病棟 ４，３３１ ３，８４４ ２，９９２ ２，７０２ 

療養病棟 ２，６０２ ３，０７１ ３，６７４ ３，６１６ 

外来患者 １８，７７４ １６，９９５ １６，４８５ １７，００７ 

 

一日平均入院・外来患者数                    （単位:人） 

区  分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

一般病棟 １１．９ １０．５ ８．２ ７．４ 

療養病棟 ７．１ ８．４ １０．１ ９．９ 

合  計 １９．０ １８．９ １８．３ １７．３ 

外来患者 ７６．９ ６９．５ ６７．３ ７０．０ 
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病床利用率                           （単位：％） 

区  分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

一般病棟 ７４．２ ６５．８ ５１．２ ４６．１ 

療養病棟 ３５．６ ４２．１ ５０．３ ４９．４ 

合  計 ５２．８ ５２．６ ５０．７ ４８．０ 

 

 

入院患者数は年々減少しており、平成２７年度には病床稼働率は５０％以下となっ

ています。特に、一般病床の入院患者数が大きく減少傾向にあります。 

 外来患者数は、平成２４年度から平成２５年度にかけて大きく減少したが、それ以

降は、ほぼ横ばいか若干の増加傾向にあります。 

増加傾向にある理由としては、平成２６年度から医師が２名体制となり、さらに、

平成２７年度から月２回の整形外科診療を開始したことも理由のひとつであると思

われます。 

 

 

ウ 救急医療体制の状況 

救急車搬入件数              （単位：件） 

平成２６年度 平成２７年度 

５７ ５２ 

 

転院搬送件数               （単位：件）  

平成２６年度 平成２７年度 

３７ ５７ 

 

 北留萌消防組合遠別支署と連携をとり、２４時間体制で第１次救急の対応をするた

め、より迅速で適切な救急患者への対応に備えて、救急医療機関としての充実を図っ

ています。  
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遠別町立国保病院新改革プラン 

 

 

１ 新公立病院改革プラン策定の背景 

  

公立病院は、地域における公的医療機関として、地域医療の確保など重要な役割を

果たしてきました。 

しかし、その経営はへき地医療、不採算医療の提供、医師・看護師不足等により、

厳しい状況にある病院が多くなっていることから、平成１９年に総務省は「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改革プランの策定

を要請しました。 

 その結果、経営改善の取り組みにより、黒字の病院も多くなり、一定の成果が表れ

ましたが、依然、病院を取り巻く厳しい状況は続いており、経営が安定しない病院が

多いのが現状であります。 

また、人口減少や少子高齢化の急速な進展により、今後は、医療需要が大きく変化

することが予想され、引き続き病院改革に取り組み、地域における質の高い医療を確

保していくことが必要となってきています。 

 

今後の公立病院改革は、医療法に基づく地域医療構想の検討及びこれに基づく取り

組みと整合的に行われる必要があり、総務省は、平成２７年３月に「新ガイドライン」

を策定し、新公立病院改革プランの策定を要請しています。 

 

 

新改革プランの４つの視点 

 

① 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

 ・地域医療構想を踏まえた病院の果たすべき役割 

 ・地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 

 ・一般会計負担の考え方 

 ・医療機能等指標に係る数値目標の設定 

 ・住民の理解 

② 経営の効率化 

 ・経営目標に係る数値目標の設定 

 ・目標達成に向けた具体的役割 

③ 再編ネットワーク化 
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④ 経営形態の見直し 

 

 

 

２ 新改革プランの名称及び計画期間 

 

（１）新改革プランの名称は、「遠別町立国保病院新改革プラン」とする。 

 

（２）新改革プランの対象期間は、平成２９年度から平成３２年度までの４年間とす

る。 

 

 

 

３ 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

 

（１）公立病院として果たすべき今後の役割 

 

 町立病院は、昭和２６年の開設以来、昭和３８年に施設を改築、さらに、昭和５８

年に増改築したのみの施設であり、現在では、診療等にも影響するほど施設全体の老

朽化が進み、早急な修繕を必要とする箇所も年々増えてきており、施設の建替えが急

務となってきています。 

 

町立病院は、町内唯一の医療機関であり、町民への各種医療サービスの提供など町

民の健康の保持と福祉・介護対策の中心的な役割を担っています。 

  

 とくに、町民が安全に安心して生活するため、町民の入院及び外来に対応した一次

医療機関としての役割が大きく、さらに、初期治療を提供する救急体制の維持も重要

であり、救急告示病院としての役割を果たすため、初期及び二次救急医療機関として

の機能を維持し、三次救急医療機関との連携を図り、救急医療に対応していく必要が

あります。 

 また、急速に進む高齢化に対し、療養が必要な患者に安心して在宅復帰できるため

の医療を療養病床にて展開するとともに、福祉や介護との連携により、包括的地域医

療・ケア体制の構築を図り、高齢者医療を含めた拠点病院として、地域医療に積極的

に取り組んでいく必要があります。 
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（２）平成３７年度における町立病院の具体的将来像 

 

  急速に少子高齢化が進む中、平成３７年（2025 年）には、いわゆる団塊の世代が

全て７５歳以上となる超高齢社会を迎えます。 

 遠別町においても、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成３７年の

予想される人口は２，３０６人であり、高齢化率も４４％を超える見込みとなってい

ます。 

 

高齢者の人口が増加することに伴い、医療が必要な高齢者の数も当然増加すること

が見込まれますが、医療資源が限られており、医療ニーズの増加に対応するためには、

急性期の医療から在宅医療・介護までの一連のサービスが適切に確保されなければな

りません。 

さらに、居宅等で容体が急変した場合の患者の受入れ体制が確保される等、地域に

おいて超高齢社会のニーズに見合った医療・介護サービスが適切に提供される必要が

あり、当町においても重要な課題であります。 

 

医療ニーズについては、在宅で病気と共存しながら、生活の質の維持・向上を図っ

ていく必要性が高まっており、介護ニーズについても、医療ニーズを併せ持つ重度の

要介護者や認知症高齢者が増加するなど、医療及び介護の連携の必要性が、今後、遠

別町においても、よりいっそう高まってくるものと予想され、これらに対応した医療

環境の整備が必要になってくるものと思われます。 

 

第６期遠別町総合計画の中で、平成３３年度より病院施設の改築が計画されている

ことから、高齢者福祉施設の整備計画とあわせて、事業形態の見直しについて検討し

なくてはなりません。 

また、医療従事者の確保の取り組みについては、看護師就労奨励交付金制度を今後

の職員体制の状況を見ながら、制度の継続や内容の検討も必要になってくるものと思

われます。 

 

 

（３）地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 

 

 地域包括ケアの本質は、医療や介護サービスの提供だけでなく、地域のさまざまな

資源を有効活用し、できるだけ住み慣れた地域で暮らしていけるような地域づくりを

していくことであります。 
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 したがって、医療機関や介護施設なども、連携を促進することで、地域づくりの一

端を担っていく必要があります。 

 

 町立病院は、町民の唯一の医療機関として、地域と密着しており、医師をはじめと

する医療従事者と患者の関係性も強く、病気だけでなく、生活支援や介護予防を踏ま

えて適切なアドバイスをすることが可能な医療機関であります。 

また、外来、入院、訪問という３つの診療形態で、切れ目のない医療を提供するこ

とも可能であります。 

 

地域包括ケアシステムの構築に向けた町立病院の役割としては、これら地域に密着

した特徴を生かし、在宅医療の拠点として、関係機関と連携を取り、在宅医療を行う

際の体制の確立をめざすことであります。 

 

具体的には、急性期病院から在宅に移行するまでの間で退院患者を受け入れ、在宅

療養への移行準備を進める医療機関としての役割（退院支援）や、在宅医療では、検

査の技術も限られており、治療が困難なこともあるため、病院で検査・治療したほう

が良い場合もあり、また、本人や家族も病院で治療することを希望することもあるた

め、在宅からの通院・入院の受け入れを進めることや急変時の対応など、在宅医療を

質的に高め、後方支援としての役割を担うことが望まれます。 

また、病棟でも家族が看取りのためのケアができるような、看取りを支える役割も

病院には求められています。 

 

 平成２８年度には、在宅医療・介護連携検討会が立ち上げられ、今後は、医療介護

の連携が強く求められることから、地域包括ケアにおいては、町立病院も医療機関と

して積極的に地域とかかわることで地域づくりをしていくことがいっそう必要にな

ってくるものと思われます。 

 

 

（４）一般会計における経費負担の考え方 

 

町立病院は、町内唯一の医療機関として、地域医療に貢献するとした基本理念のも

とに医療を展開する必要があります。 

 独立採算が原則でありますが、公立病院として地域において医療を確保し、町民に

安心・安全な医療を展開していくために、広く公共性を意識した医療が求められ、不

採算医療にも積極的に取り組まなくてはなりません。 

これらに対しては、地方公営企業法で一般会計が経費を負担することが認められて
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います。 

医師の招へいや看護師の充足、薬剤師等の医療技術者の確保といった人的問題や安

全対策・感染対策の充実、医療機器等の維持・更新等に係る費用の捻出には、事業収

入をもってしても、そのすべてを賄うことができないことから、一般会計からの一定

の繰出を行うことによって経営の安定化を図る必要があります。 

 

 一般会計から病院事業への経費負担については、総務省の通知に基づき、次の繰出

金基準により算定した額としています。 

なお、基準外の繰出金の予定はありません。 

 

 

【一般会計繰出金の内訳】 

収益的収入 

① 救急医療の確保に要する経費 

② 企業債利子償還に要する経費 

③ 不採算地区病院の運営に要する経費 

④ 医師及び看護師の研究研修に要する経費 

⑤ 研究研修に要する経費 

⑥ 共済追加費用に要する経費 

 

資本的収入 

⑧ 企業債償還元金に要する経費 

⑨ 建設改良に要する経費 

 

 

（５）医療機能等指標に係る数値目標 

 

 町立病院が果たすべき役割を判断する指標として、下記の通り数値目標を設定する。 

 27 年度 

（実績） 

28 年度 

（見込） 
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

訪問診療件数（件） １００ １１８ １２４ １２６ １２６ １３０ 

救急車収容・搬送患者数（人） １０７ ８５ ９５ １００ １１０ １１０ 
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（６）住民理解のための取り組み 

 

 町の双方向システムを活用し、常勤医師の動向や出張医の情報、さらには、診療に

関するさまざまな情報など、町立病院に関するあらゆる情報を具体的にかつ迅速に町

民に提供していきます。 

 また、町広報誌や町ホームページの活用等により、町立病院に関する情報だけでな

く、保健医療情報も積極的に発信し、町民の医療や健康に関する意識の啓発を推進す

るとともに、より安心できる医療の提供に努めます。 

 

 

 

４ 町立病院の経営の効率化 

 

（１）数値目標設定の考え方 

 

公立病院としての使命を果たしていく上で必要となる経営基盤を確保するために、

経営の改善及び効率化を図るとともに、適切な予算管理を行い、当該プラン中に経営

収支比率を改善し、平成３２年度に経常黒字化を想定しています。 

病床利用率、外来患者数は、人口の減少とともに現行維持することも難しい状況で

はありますが、経営改善の具体的な取り組みにより微増を目指していきます。 

後発医薬品の導入については、厚生労働省が数量シェア目標としている平成３２年

度まで８０％という数値には及びませんが、出来る限りの導入を進め、収益向上に努

めます。 

 

 

（２）経営指標に係る数値目標 

 

ア 収支改善に係るもの 

 27 年度 

（実績） 

28 年度 

（見込） 
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

経常収支比率（％） ９８．５ ９８．１ ９８．８ ９９．０ ９９．５ １００ 

医業収支比率（％） ３９．９ ４０．５ ４１．２ ４１．２ ４１．５ ４１．８ 
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イ 経費削減に係るもの 

 27 年度 

（実績） 

28 年度 

（見込） 
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

後発医薬品導入率（％） １７ ２０ ２５ ３０ ３５ ４０ 

 

ウ 収入確保に係るもの 

 27 年度 

（実績） 

28 年度 

（見込） 
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

入院患者数（人） 6,318 6,132 6,351 6,497 6,570 6,643 

一日平均入院患者数（人） 17.3 16.8 17.4 17.8 18.0 18.2 

病床利用率（％） 48.0 46.7 48.3 49.4 50.0 50.6 

外来患者数（人） 17,007 17,100 17,253 17,374 17,374 17,374 

一日平均外来患者数（人） 70.0 70.3 71.0 71.4 71.4 71.4 

 

エ 経営の安定性に係るもの 

 27 年度 

（実績） 

28 年度 

(見込) 
29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

医師数（人） ２ ２ ２ ２ ２ ２ 

看護師数（人） １７ １７ １６ １６ １６ １６ 

 

 

（３）数値目標達成に向けた具体的取組 

   

ア 民間的経営手法の導入 

 ・毎月の収支状況、患者動向について職員間で共通認識を持ち、経営への参画意識

を高め、常にコスト意識をもって業務にあたるようにするとともに、問題点など

に早急に対応できる仕組みを強化する。（院内会議の充実など） 

 ・業務の効率化、業務量の適正化により人件費の節減を図るとともに、医療サービ

スの質の向上に配慮した看護師をはじめとする職員の適正配置に努める。 

 

イ 事業規模・事業形態の見直し 

 ・患者は町民である高齢者が多いため、町外の病院への受診は容易でないことから

引き続き、町内唯一の医療機関として現体制を維持する。 

 ・病床数は基本的に現状どおりとするが、今後の入院患者数の推移を見極めながら、

将来の病床数について判断する。 
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ウ 経費削減・抑制対策 

 ・医薬品購入費を抑制し、さらに、後発医薬品の導入率を引き上げる。 

 ・薬品等の在庫状況を常に把握し、適正な在庫管理を行い、卸売資産減耗費に係る

費用削減に努める。 

・薬品の在庫に関する情報について医師と薬剤師が共有する。 

・採算性を十分に考慮しつつ、ニーズに対応した医療を展開するうえで必要な機器、

設備の更新及び修繕を実施する。 

 

エ 収入増加・確保対策 

 ・地域の保健福祉活動と連携をとり、通院困難な患者に対し、定期的な診療による

計画的な健康管理を行うため、訪問診療の充実に努める。 

 ・常に診療内容の充実に努め、病院に関する情報についても積極的に広報活動をす

すめる必要がある。 

 ・光熱水費の節約、委託業務の内容点検など、さらなる管理経費の縮減に努める。 

 

オ その他 

 ・定期的に職員研修を開催するとともに、職員一人ひとりの経営意識の向上や医療

安全対策に関する研修など研修内容の充実を図る。 

 ・「町民にやさしい病院」をめざした接遇研修やコミュニケーション能力を高める

職員研修の充実を図る。 

 ・職員としての資質向上をめざし、各種研修会に積極的に参加させる。 

 

 

 

５ 再編・ネットワーク化について 

 

平成２０年に留萌地域自治体病院等広域化・連携検討会議が設置され、広域化や連

携の在り方について協議を進めています。 

当病院からは道立羽幌病院が約４０ｋｍで中核病院として適した距離に位置して

いますが、従来から続いている医師不足の状況は依然継続しており、二次医療圏域内

の留萌市立病院を中核医療機関として広域連携を図っている状況にあります。 

ただ、留萌市立病院までは、９０ｋｍの距離があることから、当病院は、救急も含

めて、現在の経営形態を維持することが望ましいと思われます。 

また、当病院は、稚内市や名寄市も留萌市とほぼ同じ距離にあるため、現在の転院

搬送の状況も疾病等の状況により、市立稚内病院、稚内禎心会病院、名寄市立総合病

院に搬送することも多いため、今後は、これらの医療機関とよりいっそう連携をとる
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ことも必要と思われます。 

 

新ガイドラインで当病院は、新改革プラン策定にあたり、施設の建替等を予定して

いる施設であり、さらには、病床利用率も低いことから、再編・ネットワーク化の必

要性について十分検討を要する病院として位置づけされています。 

しかし、経営状況や職員体制からすると地方公営企業法の全部適用や独立行政法人

化、指定管理者の導入などの経営形態の見直しは、容易でないことから、再編・ネッ

トワーク化は困難な状況にあります。 

 今後は、施設改築に向けて、事業形態の見直しが必要になってくるものと思われま

す。 

 

 

 

６ 事業形態の見直し 

 

 地域医療構想において、留萌地域医療構想区域における医療需要や病床の機能区分

ごとの将来の病床数の必要数が示されましたが、当病院は、病床数については、平成

２３年に療養病床を３０床から２０床に減少し、現在、一般病床１６床と合わせて、

病床数を３６床としていますが、全体的に入院患者数は減少しているものの、一日の

入院患者数が２０床を超えることもあることから、当面は、３６床の病床数を維持す

ることが望ましいと思われます。 

 しかし、施設の老朽化が進んでいることから、第６期遠別町総合計画の中で、平成

３３年度以降に病院の改築が計画されているため、今後の入院患者数の数値等を注視

し、改築時に適正な病床数について再検討する必要があります。 

 

 また、施設改築にあたっては、病院と有床診療所では、医療法で規定している様々

な基準が異なることから、両者の違いに対する当病院の医療内容や職員状況など利点

や課題などあらゆる状況を把握し、これらを勘案したうえで改築計画を立てる必要が

あります。 

まず、病院と診療所では、職員の配置基準が大きく異なることから、今後の退職や

採用による職員数の動向を見極めたうえで判断する必要があります。 

さらに、施設基準についても異なることから、今後の入院患者数や外来患者数の状

況、町民のニーズに応じた医療サービスの内容等により、適切な施設規模を考えなく

てはなりません。 

また、今後、整備が予定されているグループホームなど高齢者福祉施設の計画を十

分考慮したうで判断する必要もあります。 
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施設の改築にあたっては、このように様々な角度から町民唯一の医療機関としての

役割を考慮したうえで、現行の病院機能を維持すべきか、それとも、有床診療所へ移

行すべきか、慎重に判断する必要があります。 

改築の計画期間を平成３３年度開始としているため、平成３１年度から事業形態の

見直しについて協議を開始すべく、その協議に向けた具体的日程等を定める必要があ

ります。 

事業形態の見直しにあたっては、町民の十分な理解が得たうえで、進めなくてはな

りません。 

 

 

 

７ 点検・評価・公表等について 

 

 評価の客観性を確保するため、遠別町立国保病院改革プラン検証委員会を組織し、

町議会にて認定された決算と合わせて、年１回程度、取り組み状況の点検・評価・公

表を行います。 

公表の方法は、町ホームページを予定しています。 


