
別紙様式１－2（平成19年度承認計画用）

１．基本的事項

２．判定結果

乖離値 乖離値

▲ 35.0 ▲ 35.0

▲ 686.0 4,132.4

▲ 9.0 ▲ 3,190.0

47.1 3.1

総合判定

３．その他

(ⅰ）計画及び前年度執行状況の公表状況

（ⅱ)計画及び前年度執行状況の議会への説明

（ⅲ）平成２４年度提出予定の旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等

財政健全化計画

公営企業経営健全化計画

水道事業（　　　　　）

工業用水道事業

都市高速鉄道事業

下水道事業（　　　　　）

病院事業

介護サービス事業

提出予定なし

c⑤　公営企業債現在高 9491.0 9500.0 6310.0

秋田県大館市

平成19年度

計画前年度実績（又は補償金免除額）

③　職員数

団体名

①　地方債現在高

計画最終年度（又は改善額合計）

536.0

59.0 11.9

目標値

⑥　累積欠損金比率

④　改善額 5080.0

団体担当者会計名 病院事業会計

15.1

261.6

実績値

536.0

4394.0

実績値

571.0

c

c

a 

c

西村克也
石垣寛子

財政健全化計画等執行状況報告書

項目

承認年度

②  実質公債費比率

類型

執行状況：平成23年12月　　説明

計画：平成20年3月　　説明

計画：平成20年4月　　公表 （　HP・広報紙・その他　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】　　）

（　HP・広報紙・その他　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】　　）執行状況：平成24年1月　　公表



別紙様式１－2（平成19年度承認計画用） 【大館市立総合病院】

１．基本的事項

２．判定結果

乖離値 乖離値

▲ 30.0 ▲ 30.0

▲ 418.0 3,588.4

22.0 ▲ 3,925.0

51.2 3.6

総合判定

３．その他

(ⅰ）計画及び前年度執行状況の公表状況

（ⅱ)計画及び前年度執行状況の議会への説明

（ⅲ）平成２４年度提出予定の旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等

財政健全化計画

公営企業経営健全化計画

水道事業（　　　　　）

工業用水道事業

都市高速鉄道事業

下水道事業（　　　　　）

病院事業

介護サービス事業

提出予定なし

執行状況：平成23年12月　　説明

計画：平成20年3月　　説明

計画：平成20年4月　　公表 （　HP・広報紙・その他　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】　　）

（　HP・広報紙・その他　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】　　）執行状況：平成24年1月　　公表

a 

c

西村 克也

財政健全化計画等執行状況報告書

項目

承認年度

②  実質公債費比率

類型

3704.0

実績値

493.0

c

c

16.4

115.6

実績値

463.0

団体担当者会計名 病院事業会計

64.0 12.8

目標値

⑥　累積欠損金比率

④　改善額 4122.0

秋田県大館市

平成19年度

計画前年度実績（又は補償金免除額）

③　職員数

団体名

①　地方債現在高

計画最終年度（又は改善額合計）

463.0

a ⑤　公営企業債現在高 9109.0 9087.0 5162.0



別紙様式１－2（平成19年度承認計画用） 【大館市立扇田病院】

１．基本的事項

２．判定結果

乖離値 乖離値

▲ 5.0 ▲ 5.0

▲ 268.0 544.0

▲ 31.0 735.0

22.6 1.8

総合判定

３．その他

(ⅰ）計画及び前年度執行状況の公表状況

（ⅱ)計画及び前年度執行状況の議会への説明

（ⅲ）平成２４年度提出予定の旧資金運用部資金の補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画等

財政健全化計画

公営企業経営健全化計画

水道事業（　　　　　）

工業用水道事業

都市高速鉄道事業

下水道事業（　　　　　）

病院事業

介護サービス事業

提出予定なし

執行状況：平成23年12月　　説明

計画：平成20年3月　　説明

計画：平成20年4月　　公表 （　HP・広報紙・その他　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】　　）

（　HP・広報紙・その他　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】　　）執行状況：平成243年1月　　公表

a 

c

石垣　寛子

財政健全化計画等執行状況報告書

項目

承認年度

②  実質公債費比率

類型

690.0

実績値

78.0

c

c

7.4

146.0

実績値

73.0

団体担当者会計名 病院事業会計

28.2 5.6

目標値

⑥　累積欠損金比率

④　改善額 958.0

秋田県大館市

平成19年度

計画前年度実績（又は補償金免除額）

③　職員数

団体名

①　地方債現在高

計画最終年度（又は改善額合計）

73.0

c⑤　公営企業債現在高 382.0 413.0 1148.0



別紙様式１－５（平成19年度承認計画用）

③　職員数

（ⅰ）推移表

（ⅱ）要因分析

23               35               合計 -                 4                 7                 

-1               

23               35               

1                 

1                 

うち、やむを得ない事情

事務職員異動による減（23年
度）

7                 

会計名
団体名

病院事業会計
秋田県大館市

1                 1                 1                 

1                 1                 

4                 

-2               

14               

2                 

看護師を7：1入院基本料の取得・維持のた
め退職以上に採用（22年度）

看護師を7：1入院基本料の取得のため退
職以上に採用（20年度）

看護師を7：1入院基本料の取得・維持のた
め退職以上に採用（23年度）

各種施設基準の取得・維持や医療の質を向上さ
せるため、薬剤部門や検査部門等へ配置するた
め採用（21年度）

各種施設基準の取得・維持や医療の質を向上さ
せるため、薬剤部門や検査部門等へ配置するた
め採用（20年度）

眼科常勤医採用による医師の
確保（20年度）

内科常勤医採用による医師の
確保（23年度）

医療の質を向上させるため、薬剤部
門等への配置するため採用（22年度）

2                 2                 2                 

8                 

3                 

1                 

3                 

2                 

14               

-2               -

退職勧奨者が予定数より多かったことによ
る影響人数のﾏｲﾅｽ（21年度）

4                 

2                 

-2               

4                 4                 

-2               

-6.5%

医療水準維持のための医師の確保（22年
度）

-3               -3               

2                 

4.9%

-3               

26.0 ▲ 4.0

全国的な医師不足により医師確保ができ
なかったことによる影響人数のﾏｲﾅｽ（20年
度)

-3               

▲ 7.0

平成22年度

536                        

▲ 35.0

571                      

平成２１年度
計画目標値

計画最終年度
（平成23年度）

536                        

▲ 35.0▲ 23.0

536                        

平成23年度平成22年度

実績値（B） 505                        534                      543                      

平成21年度平成20年度平成19年度

計画目標値（A）

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

平成20年度平成19年度

531                        530                        

計画最終年度における
未達成の要因

影響人数（単位：名）

559                      

4                 4                 4                 

（単位：名）

平成21年度

536                        

-0.8% -1.3% -4.3% -6.5%

-1               

各種施設基準の取得・維持のため、診療情報管
理士、理学療法士、作業療法士を配置するため
採用（23年度）

若年退職に伴う影響人数のﾏｲﾅｽ（22年度）

-                 目標達成分にともなう影響人数のﾏｲﾅｽ

県医師派遣事業による医師の
確保（20年度）

1                 

類型 c

やむを得ない
事情

-1               -1               

4

19

19

19

4

4

4

4

4

-                 4                 

4

4

備考



（ⅲ）実績値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況

各病院毎に記載

各病院毎に記載

各病院毎に記載



別紙様式１－５（平成19年度承認計画用） 【大館市立総合病院】

③　職員数

（ⅰ）推移表

（ⅱ）要因分析

備考

-                 2                 

18               

4

4

19

19

4

4

19

類型 c

やむを得ない
事情

-1               -1               

目標達成分にともなう影響人数のﾏｲﾅｽ -1               -                 

各種施設基準の取得・維持のため、診療情報管
理士、理学療法士、作業療法士を配置するため
採用（23年度）

若年退職に伴う影響人数のﾏｲﾅｽ（22年度）

4                 4                 4                 

（単位：名）

平成21年度

463                        

-0.4% -1.1% -3.9% -6.5%

計画目標値（A）

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

平成20年度平成19年度

458                        457                        

計画最終年度における
未達成の要因

影響人数（単位：名）

481                      

平成23年度平成22年度

実績値（B） 431                        459                      468                      

平成21年度平成20年度平成19年度 平成22年度

463                        

▲ 30.0

493                      

平成２１年度
計画目標値

計画最終年度
（平成23年度）

463                        

▲ 30.0▲ 18.0

463                        

27.0 ▲ 2.0

全国的な医師不足により医師確保ができ
なかったことによる影響人数のﾏｲﾅｽ（20年
度)

-3               

▲ 5.0

-6.5%

医療水準維持のための医師の確保（22年
度）

-3               -3               

2                 

5.9%

-3               

4                 

2                 

-2               

4                 4                 

-2               
退職勧奨者が予定数より多かったことによ
る影響人数のﾏｲﾅｽ（21年度）

14               

-2               -

2                 2                 2                 

8                 

各種施設基準の取得・維持や医療の質を向上さ
せるため、薬剤部門や検査部門等へ配置するた
め採用（21年度）

各種施設基準の取得・維持や医療の質を向上さ
せるため、薬剤部門や検査部門等へ配置するた
め採用（20年度）

2                 

看護師を7：1入院基本料の取得・維持のた
め退職以上に採用（22年度）

看護師を7：1入院基本料の取得のため退
職以上に採用（20年度）

看護師を7：1入院基本料の取得・維持のた
め退職以上に採用（23年度）

4                 

-2               

14               

会計名
団体名

病院事業会計
秋田県大館市

うち、やむを得ない事情 5                 

2                 

30               18               

30               合計 -                 2                 5                 



（ⅲ）実績値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況

診療単価のアップによる入院収益の増に資する「入院基本料（7対1）」の基準の維持等（病床利用率の伸びによる基準人数の増、DPC対象病院移行に向けた
外来診療部門の強化に伴う看護師の配置など）に対応するため看護師を増員したこと、各種施設基準の取得と医療の質的向上のため薬剤部門、検査部門、
リハビリ部門、診療情報部門の人員を増員したこと等による。

職員数目標
                                   H19         H20          H21         H22         H23
  医師                           47人        47人        47人        47人        47人
  看護部門                   310人      310人      316人       315人      315人
  医療技術員                 69人        70人        70人        70人        70人
  その他                        32人        30人        30人        31人        31人
 
  職員数実績
                                   H19         H20          H21         H22         H23
  医師                           45人        44人        44人        46人        46人
  看護部門                   291人      314人      318人       331人      339人
  医療技術員                 67人        72人        76人        75人        77人
  その他                        28人        29人        29人        28人        30人

 Ｈ22.6月に提出した改善方針では、①適正な職員数を確保しながらも、部門ごとの業務の時間的繁忙等に対応した、2交代制やフレックスタイム制の導入を進
めることとしている。検査部門についてフレックスタイム制を導入し、今後他の部門においても導入が可能か検討している。
②特殊勤務手当の適正化については、その約8割は医師に対するものであり、内訳は急患診療等勤務手当や研究手当などとなっている。国の勤務医過重労
働に対する診療報酬上の措置を講じている状況や、地方の医師不足の状況下での見直しは、医師確保の面からも削減は困難な状況にあるものの、看護職や
医療技術職の特殊勤務手当についてはその内容を精査し、常態化にしているものについて見直しを進めることとしている。看護職や医療技術職など医師以外
の者に対する特殊勤務手当については、23年度において対21年度比で、医師以外職員数が23人増となっているものの、金額では788千円の微増に抑制して
いる。

「入院基本料（7対1）」の基準を維持していくため、病床利用率の伸びに伴う基準人数の増や今後発生する育児休業者や病気休業者を見込んで、必要最低限
の人員は確保する必要がある。そのなかで、外来看護師を時間によって入院病棟に配置することや、2交代制や時間的繁忙に対応したフレックス制など、柔軟
な勤務体系を検討していく。
また、診療報酬上の基準の取得に必要な職員の確保については、費用以上に収益が見込まれるものに限って対応していくものとしている。
あわせて、女性医師及び看護師の育児休業からの早期復職を目的に、定員15名の院内保育所を平成23年1月に設置した。24年度からは定員を20人とし、
様々なニーズに応える取り組みを進めている。24年度以降は職員数が横ばいで推移する見通しである。



別紙様式１－５（平成19年度承認計画用） 【大館市立扇田病院】

③　職員数

（ⅰ）推移表

（ⅱ）要因分析

備考

-                 2                 

4

4

4

4

類型 c

やむを得ない
事情

（単位：名）

平成21年度

73                         

-2.7% -2.7% -6.8% -6.8%

計画目標値（A）

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

平成20年度平成19年度

73                         73                         

計画最終年度における
未達成の要因

影響人数（単位：名）

78                       

平成23年度平成22年度

実績値（B） 74                       75                       75                       

平成21年度平成20年度平成19年度 平成22年度

73                         

▲ 5.0

78                       

平成２１年度
計画目標値

計画最終年度
（平成23年度）

73                         

▲ 5.0▲ 5.0

73                         

▲ 1.0 ▲ 2.0

県医師派遣事業による医師の
確保（20年度）

1                 

▲ 2.0

-6.8%

眼科常勤医採用による医師の
確保（20年度）

1                 

1                 1                 

1                 

-1.4%

1                 

1                 

1                 1                 

-1               

3                 3                 
医療の質を向上させるため、薬剤部
門等への配置するため採用（22年度）

事務職員異動による減（23年
度）

内科常勤医採用による医師の
確保（23年度）

会計名
団体名

病院事業会計
秋田県大館市

うち、やむを得ない事情 2                 5                 5                 

合計 -                 2                 2                 5                 5                 



（ⅲ）実績値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況

Ｈ18年に医師充足率が60％以下となったことにより、医師確保を最重要課題に取り組み、H20に2名、H23に1名の増員となった。看護師は「入院基本料（10対
1）」を維持していく必要最低限の人員配置であり、医療技術員は計画目標より5名増員となっているが、医療の質の向上、きめ細かな医療提供をするための
増員ある。
 　　　　　　　　　　　　　　H19 　　　　　Ｈ20　　　　　　Ｈ21　　　　　　Ｈ22　　　　　　Ｈ23
医師　　　　　　　  　 　　　 4　　　　 　　　6　　　　　　  6　　　　  　　　 6　　　　　　　　7
　　　　　　　　（目標　　　  4      　        4         　    4             　   4             　   4    ）
　
看護部門　　　　　　       49     　　　 　49     　　　　47                49       　　　　49
                 （目標        49               49              49                49                49      ）

医療技術員　　　       　 11       　　  　10    　　　　12                15        　　　　15
                 （目標        10                10            10                10                 10      ）

その他（事務職員）　  　　 8      　　　　 8     　    　　8                  8        　　　　7
                 （目標          8                 8                8                 8                 8      ）
 
　〃　　（技能職員）         2                 2                2                 0                 0
                 （目標          2                 2                2                 2                  2      ）

Ｈ20に内科医1名、眼科医1名、Ｈ23にも内科医1名採用することができた。看護師においては、計画目標の49名で「看護師配置基準10：1」を取得し入院収益
の増加となった。更に平成22年に「急性期看護補助体制加算2（75：1）」、「一般病棟看護必要度加算」を取得した。必要最低限の看護職員数の確保に努め
ていく。

Ｈ23に内科医1名増えたが事務職員を人事異動により1名削減し、昨年と変わらない職員数となった。平成22年3月に技能労務員2名の退職については、新
規採用ぜず業務委託や嘱託職員で対応している。Ｈ24に内科領域と外科領域をひとつの部門とする「総合診療科」を設けて、医師や看護師のマンパワーの
活用性を図った。今後、これ以上の人員削減は難しいとおもわれるが適正な職員配置に努めていく。



別紙様式１－6（平成19年度承認計画用）

④　改善額

（ⅰ）推移表 （単位：百万円）

（ⅱ）要因分析

-312            -221            686             合計 258             655             306             

秋田県大館市
会計名
団体名

258             

病院事業会計

-                 

-                 

19               

-                 

-                 

261.6                            

-110            -21             

-299            

-20             76               

382             

-                 

-                 

117             

-                 

68               8                 

637             

-30             

補償金免除額

合計平成23年度

改善額合計平成23年度平成22年度平成21年度

5,080           

-68.6%

▲ 258.0

118            

376             

-64.2%

▲ 655.0

366            

1,021           

2                 

平成19年度

-14             -29             

平成20年度平成19年度

-36             -52             

平成20年度
影響額（単位：百万円）

221.0

220             

-50             

4,394          

-17             -4               

1,469           

1,248           

平成21年度

1,221           

1,533           

25.6%

312.0

平成22年度

1579.7%

4132.4

-13.5%

▲ 686.0

備考

592             

-                 

-92             

37               

250             7                 

51               

50               

-16             -25             

-21             -25             

19               

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-312            

-                 

-                 

-                 

-                 

-82             

128             

-                 

類型 c

やむを得ない
事情

21-348            

-25.2%

▲ 306.0

908            

1,214           

17.7%

19

4

655             306             

-                 

-                 

-221            686             

計画最終年度における未達成の要因

医師不足に伴う料金収入の伸び悩み

職員数増による給与費の増

公衆衛生活動等収入の増

人件費削減

収入確保

経費削減

うち、やむを得ない事情

計画目標値（A）

実績値（B）

乖離値（C）
（B－A）

乖離率（D）
（C／A）



（ⅲ）実績値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況

各病院毎に記載

各病院毎に記載

各病院毎に記載



別紙様式１－6（平成19年度承認計画用） 【大館市立総合病院】

④　改善額

（ⅰ）推移表 （単位：百万円）

（ⅱ）要因分析

乖離率（D）
（C／A）

計画目標値（A）

実績値（B）

乖離値（C）
（B－A）

うち、やむを得ない事情

計画最終年度における未達成の要因

医師不足に伴う料金収入の伸び悩み

職員数増による給与費の増

公衆衛生活動等収入の増

-297            418             597             300             

-                 

-                 

類型 c

やむを得ない
事情

21-348            

-29.8%

▲ 300.0

707            

1,007           

28.5%

-                 

-                 

-                 

-                 

-335            

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-92             

-                 

-16             -25             

備考

592             

-82             

-                 

-17             -4               

1,338           

1,041           

平成21年度

1,014           

1,349           

33.0%

335.0

平成22年度

平成20年度平成19年度

-36             -52             

平成20年度
影響額（単位：百万円）

297.0

220             

-50             

3,704          

平成19年度

-73.3%

▲ 597.0

217            

814             

-62.2%

▲ 153.0

93             

246             

637             

-30             

補償金免除額

合計平成23年度

改善額合計平成23年度平成22年度平成21年度

-                 

-                 

-                 

-299            

-20             76               

382             

-                 

-                 

115.6                            

-                 

4,122           

3104.2%

3588.4

-10.1%

▲ 418.0

-                 

-                 

-                 

合計

153             

病院事業会計

-335            -297            

-                 

153             597             300             

秋田県大館市
会計名
団体名

418             



（ⅲ）実績値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況

 H22.6月に提出した改善方針では、「改善額」の改善方針として①DPC病院への移行、②保険外診療の使用料の見直し、③未収対策の強化、④給与費の伸びの抑制、⑤長
期契約による維持管理費の削減を掲げている。
  改善方針についてのそれぞれの対応は以下のとおりである。
①23年度はDPC準備病院として、国への必要な医療情報の報告とDPC分析ソフトによる診療情報の診断と分析を進めた。24年度4月よりDPC対象病院へ移行し、一般病床
の診療単価が24年6月までの3ヶ月で、対前年度比1,792円、4.4%の増となっている。
②保険外診療の手数料については、19年10月及び20年10月と2年連続で分べん費、個室料金、特別初診料の値上げを実施している。今後の見直しについては、近隣の公
的病院の動向を見極めながら検討を進めている。また、22年6月よりセカンドオピニオン外来診察料（1回10,500円）を新たに設定し収益の確保に努めた。
③未収対策としては法的措置の前段となる最終催告及び法的措置予告を実施するなどした結果、23年度の自己負担未収金（滞納繰越分）は前年度と比べ11.4％減となっ
た。
④給与費の伸びの抑制については、入院基本料（7対1）の維持のために看護師、並びに他の施設基準取得による増収を図るために、薬剤師・理学療法士・作業療法士・言
語聴覚士などの医療技術スタッフの採用を行っていることなどから、給与費の伸びが抑制されたとは言いがたい状況にある。しかしながら、23年度は対21年度比で給与費が
290百万円の増に対し、料金収入が716百万円の増と費用の2倍以上の料金収入を確保し、十分な効果があったものと考えている。いずれにしても、職員年齢の上昇に伴う
給与費の増嵩に備えて、引き続き伸びの抑制に努めていく。
⑤長期契約による維持管理費の削減は、各医療機器の保守委託料を複数年契約とするとともに、入札の際には保守を含めて決定している。また、水道使用料の圧縮を目
的に節水装置の取付、あわせて、清掃については仕様の見直しや扇田病院との一括発注を行い経費の削減に努めている。（光熱水費については、電気使用料の値上がり
（燃料費調整額のアップ）もあるなかで、23年度で115百万円と対21年度比で5百万円の削減を図った。）

新病院（高層棟）での診療開始に伴い、診療報酬施設基準や施設使用料、手数料の見直しを実施中である。
  ①診療報酬施設基準の取得
      ・【Ｈ19.10から算定分】小児入院医療管理料２(H20.4から上位の「3」取得)、ニコチン依存症管理料、療養環境加算
      ・【Ｈ19.12から算定分】 無菌製剤処理加算
      ・【Ｈ20.4から算定分】 脳血管リハビリテーション（Ⅱ）、ハイリスク妊娠管理加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医療安全対策加算、診療録管理体制加算
      ・【Ｈ20.6から算定分】 看護補助加算３（精神科）
      ・【Ｈ20.7から算定分】 臨床研修病院入院診療加算１
      ・【Ｈ20.8から算定分】 医師事務作業補助体制加算（50対1）
      ・【Ｈ21.1から算定分】 外来化学療法加算１
      ・【Ｈ21.4から算定分】 がん診療連携拠点病院加算、精神科デイ・ケア「大規模なもの」
      ・【Ｈ21.5から算定分】 入院基本料（7対1）、退院調整加算
      ・【Ｈ22.4から算定分】 がん性疼痛緩和指導管理料、抗悪性腫瘍剤処方管理加算、透析液水質確保加算、肝炎ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ治療計画料
      ・【Ｈ22.5から算定分】 急性期看護補助体制加算 75対1
      ・【Ｈ22.7から算定分】 看護補助加算2（精神科病棟）
      ・【Ｈ22.9から算定分】 CT撮影及びMRI撮影（2列から64列へ）、医薬品安全情報等管理体制加算
      ・【Ｈ23.6から算定分】 がん治療連携計画策定料
      ・【Ｈ23.8から算定分】 脳血管リハビリテーションⅠ
      ・【Ｈ24.1から算定分】 精神科地域移行実施加算、精神病床入院時医学管理加算

                 これら施設基準取得と医師確保による病床利用率ＵＰにより更なる増収を見込む。Ｈ24.4からはDPC対象病院へ移行した。

  ②使用料、手数料の見直し
      Ｈ19.10から入院特別室料、分べん介助料、特別初診料の条例改正を行い、引き上げを実施した。
      Ｈ20.10からは、前年度に同様に入院特別室料、分べん介助料、特別初診料を引き上げ、更に各種診断書の手数料を引き上げる条例改正を行い、これを実施した。
      Ｈ21.4からは駐車場料金を徴収する条例改正を行い、これを実施した。（年間約10百万円の増収）
      Ｈ22.10からは、自由診療となるセカンドオピニオン外来を開始するための条例改正を行い、料金を設定した。

  ③医師確保の推進
      H21.11に弘前大学との間に「専門医養成ﾈｯﾄﾜｰｸに関する協定」を締結し、専門医として認定を受けるための専門研修について、弘前大学を核に協定を結んだ
      各病院が協力して行う体制を整備し、若手や中堅医師の育成を行うことにより、医師確保と医療の質的向上を図る。
      あわせて、女性医師などの子供を生み育てる環境を整備し、出産休暇・育児休暇から速やかに職場復帰できる環境を整えるため、H23.1に院内保育所を開設した。

   ・計画作成時における延べ入院、外来患者数は、次のとおりである。
                  Ｈ19            Ｈ20           Ｈ21           Ｈ22            Ｈ23
   入院     153,171人   163,703人   164,068人   164,433人   164,883人
   外来     343,000人   343,000人   343,000人   343,000人   343,000人

   ・Ｈ22実績を基に見込んだ延べ入院、外来患者数は、次のとおりである。（H19からH23は実績。）
               Ｈ19            Ｈ20           Ｈ21           Ｈ22            Ｈ23
   入院     146,200人   146,318人   146,114人   151,268人   140,399人
   外来     309,986人   277,040人   267,982人   274,150人   275,760人

   Ｈ21年4月から「がん診療連携拠点病院」となり、地域の中核病院として二次医療へ特化し、「病診連携・病病連携」を積極的に進めている。これは当初計画されていた医
師の確保が全国的な医師不足から出来ないことから、地域の医療機関との役割分担を進めているためであり、これにより外来患者数は計画よりも大きく落ち込んでいる。
計画では1日当りの患者数を1,400人と見込んでいたところ、H23年度は1,130人となっている。診療単価では、がん診療連携拠点病院加算などの施設基準取得や外来化学
療法の積極的な推進もあり、H23年度は前年度と比べ449円の単価上昇が見られ、外来収益全体では前年度比139百万円の増加となった。
  入院は、増改築事業に伴う引越し作業等が終了したこともあり、H20年度まで続いていた病床利用率の低下傾向に歯止めがかかり、H21年度では横ばいに転じた。また、
前段でも述べたように計画していた医師の確保が出来なかったことも、H21年度以前の入院患者数が計画より落ち込んだ理由である。Ｈ22年度では医師2人増、H23年度で
は医師数の増減はなかったものの、計画より1人及ばない46人となったこと、あわせて、24年4月からの精神科病床を110床から60床へ削減するため患者数の調整をおこなっ
たことにより、入院患者は前年度と比べ10,869人の減となった。診療単価では、入院基本料（7：1）の維持やその他各種施設基準の取得もあり、H23年度で対前年度比2,098
円（入院全体）の単価上昇が見られたが、入院収益全体では対前年度比で77百万円の減少となった。
  改善額としては、21年度までは目標を達成することが出来なかったが、22年度、23年度と目標を達成した。



別紙様式１－6（平成19年度承認計画用） 【大館市立扇田病院】

④　改善額

（ⅰ）推移表 （単位：百万円）

（ⅱ）要因分析

乖離率（D）
（C／A）

計画目標値（A）

実績値（B）

乖離値（C）
（B－A）

うち、やむを得ない事情

計画最終年度における未達成の要因

人件費削減

収入確保

経費削減

76               268             58               6                 

-                 

-                 

類型 c

やむを得ない
事情

1951               

-2.9%

▲ 6.0

201            

207             

-36.7%

250             

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

23               

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-                 

-110            

-                 

-21             -25             

372.6%

544.0

-28.0%

▲ 268.0

4

備考

128             

-14             -29             

131            

207             

平成21年度

207             

184            

-11.1%

▲ 23.0

平成22年度

平成20年度平成19年度

68               8                 

平成20年度
影響額（単位：百万円）

▲ 76.0

2                 

117             

690            

平成19年度

958             

-80.8%

▲ 105.0

25             

130             

-28.0%

▲ 58.0

149            

207             

19               

-21             

補償金免除額

合計平成23年度

改善額合計平成23年度平成22年度平成21年度

-                 

-                 

-                 

146                              

-                 

37               

7                 50               

19               

-                 

-                 

-                 

-                 

秋田県大館市
会計名
団体名

105             

病院事業会計

合計 105             58               6                 23               76               268             



（ⅲ）実績値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況

Ｈ23に医療相談員1名増員。入退院の指導にあたりベットコントロールをしたことにより、在院日数を減らすことができた。これにより、一人あたりの診療単価の引き上げに
もなった。
単年度契約をしていた委託料を複数年契約にし経費の削減に努めている。
薬品及び診療材料については、総合病院と共同購入していること等により、23年度は前年度対比で薬品が▲15,985千円の減額となった。

計画作成時における入院収入、外来収益（千円）
　　　　　　H19　　　　　　H20　　　　　H21　　　　 　H22　　　　　 H23
入院　795,318　　　831,287　　　831,287　　　831,287　　　833,565
外来　243,390　　　249,112　　　249,112　　　378,934　　　378,934

H19からＨ23実績（千円）
　　　　　　H19　　　　　　H20　　　　　H21　　　　　H22　　　　 　H23
入院　728,631　　　816,350　　　850,763　　　851,623　　　821,349
外来　300,999　　　325,896　　　350,388　　　341,757　　　338,188

Ｈ23の入院外来の収入が計画目標値に届かなかったのは、診療単価は計画を上回ったが、1日あたりの患者数が下回ったためである。当院の患者構造は高齢者が多く
慢性的な病気に対する治療となってしまうため、定期処方薬を長期投与したことにより患者の受診回数が減少している。

Ｈ24の診療報酬改定では、一般病棟の入院基本料（31日以降）、一般病棟看護必要度評価加算（患者1日につき）、感染防止対策加算2のプラス改定があり、年間収入見
込み額が5,451千円増額となる。療養病棟では医療区分1、ＡＤＬ区分3がプラス改定され前年度より1,526千円増額になると見込んでいる。
また、収入の増加を図るための取組みとしてＨ24から健診事業の拡大を予定している。これによりＨ23実績32,202千円に対し、Ｈ24は＋16,973千円の49,175千円となる見
込みである。



別紙様式１－7（平成19年度承認計画用）

（ⅰ）推移表

（ⅱ）要因分析

合計 -                 30               54               

47               

47               31               

-1               

類型 c

やむを得ない
事情

4

病院事業会計

-50.6%

6,310                      

影響額（単位：百万円）

会計名

（単位：百万円）

計画前年度
（平成18年度）

計画最終年度
（平成23年度）

計画目標値（A）

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

計画最終年度における
未達成の要因

239

眼科常勤医採用に伴い医療機
器整備を行った（20年度）

眼科常勤医採用に伴い医療機
器整備を行った（21年度）

うち、やむを得ない事情

平成23年度平成22年度平成21年度平成20年度平成19年度

実績値（B）

平成22年度平成21年度平成20年度平成19年度

10,167                    10,534                    11,713                    10,966                    

10,773                    12,182                    11,287                    10,397                    

23               30               

321

2.2% 3.8% 2.8%

469

30               

9,500                    

団体名

12               

2.2% -0.1%

9,491                      

230 ▲ 9

17               

秋田県大館市

備考

5                 

▲ 3,190

4

4

4

-                 30               

-2               

検査システムの老朽化により
更新（21年度）

計画より医療機器整備事業費
が減少（22年度）

計画より医療機器整備事業費
が減少（23年度）

17               

7                 

54               31               

⑤　公営企業債現在高

17               

7                 



（ⅲ）実績値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況

各病院毎に記載

各病院毎に記載



別紙様式１－7（平成19年度承認計画用） 【大館市立総合病院】

（ⅰ）推移表

（ⅱ）要因分析

⑤　公営企業債現在高

-                 -                 -                 -                 

備考

▲ 3,925

9,087                      

団体名

2.8% 0.2%

9,109                      

277 22

秋田県大館市

478 375

2.4% 4.2% 3.5%

平成19年度

9,569                      9,495                      10,814                    10,189                    

9,726                      11,292                    10,564                    9,846                      

平成23年度平成22年度平成21年度平成20年度平成19年度

実績値（B）

平成22年度平成21年度平成20年度

計画目標値（A）

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

計画最終年度における
未達成の要因

231

うち、やむを得ない事情

会計名

（単位：百万円）

計画前年度
（平成18年度）

計画最終年度
（平成23年度）

類型 a 

やむを得ない
事情

病院事業会計

-76.0%

5,162                      

影響額（単位：百万円）

-                 

-                 -                 合計 -                 -                 -                 



（ⅲ）実績値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況



別紙様式１－7（平成19年度承認計画用） 【大館市立扇田病院】

（ⅰ）推移表

（ⅱ）要因分析

⑤　公営企業債現在高

17               

7                 

54               31               

17               

7                 

計画より医療機器整備事業費
が減少（23年度）

検査システムの老朽化により
更新（21年度）

計画より医療機器整備事業費
が減少（22年度）

-                 30               

-2               

備考

5                 

735

4

4

413                       

団体名

12               

-8.5% -8.1%

382                        

▲ 47 ▲ 31

17               

秋田県大館市

▲ 9

30               

▲ 54

0.8% -1.0% -7.5%

23               30               

平成19年度

598                       1,039                      899                       777                       

1,047                      890                        723                        551                        

平成23年度平成22年度平成21年度平成20年度平成19年度

実績値（B）

平成22年度平成21年度平成20年度

計画目標値（A）

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

計画最終年度における
未達成の要因

8

眼科常勤医採用に伴い医療機
器整備を行った（20年度）

眼科常勤医採用に伴い医療機
器整備を行った（21年度）

うち、やむを得ない事情

会計名

（単位：百万円）

計画前年度
（平成18年度）

計画最終年度
（平成23年度）

類型 c

やむを得ない
事情

4

病院事業会計

64.0%

1,148                      

影響額（単位：百万円）

-1               

47               

47               31               合計 -                 30               54               



（ⅲ）実績値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況

平成22年の起業債は計画の2割減の16百万円、平成23年は3割減の14百万で削減に努めている。院内の医療機器整備委員会で新規・更新を必要とする医療
機器の優先順位を決定することにより上限額を超えることのないよう計画を持って整備するようこれからも努力する。

平成20年10月に眼科常勤医を採用するにあたり、白内障等手術が可能となった。しかし保有していた検査及び手術用医療機器の稼働状況について詳細を調
査したところ、殆どの医療機器が購入後10年を経過しており、故障のため使用不可能なもの、メンテナンス等行っても精密な検査結果を得ることのできないこと
が判明した。当初計画では企業債を20,000千円としていたが、眼科用医療機器整備費用が約30,193千円要し借入額が40,500千円となった。
平成21年度には検査システムが購入後12年経過し、劣化が著しく院内各部署に設置している端末も数箇所機能していない状況でした。通常電源を切ることは
ないが、院内の停電作業を行った際電源を入れ直ししても起動しなかったなどトラブルが発生した。
このような状況から更新することとなり当初より上回る借入となった。



別紙様式１－8（平成19年度承認計画用）

⑥　累積欠損金比率

（ⅰ）推移表

（ⅱ）要因分析 （単位：百万円、％）

分母悪化要因 （単位：百万円）

分子悪化要因 （単位：百万円）

15.1                         

類型 a 

再算定値

11.9                       

1,126                     

9,447                     

 やむを得ない
事情

やむを得ない
事情

-                 

純損益
乖離値（A-B）

計画目標値（A) 実績値（B) 

合計 -                           

平成19年度

年度

影響額（百万円）要因

分子（累積欠損金）

分母（営業収益等）

累積欠損金比率 59.0                       11.9                       

9,447                     9,089                     

計画最終年度（平成23年度）
実績値（B)計画目標値（A)

5,362                     1,126                     

（単位：％）

計画目標値（A）

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

実績値（B） 33.2                     47.7                     7.0                         

平成21年度平成20年度平成19年度

30.1                       36.0                       

計画前年度
（平成18年度）

計画最終年度
（平成23年度）

59.0                       

平成22年度

52.4                       

43.5

79.8%

43.8                       

8.9                         11.9                       

会計名
団体名

病院事業会計
秋田県大館市

3.1

20.8%

▲ 3.1 ▲ 11.7 36.8

-10.4% -32.6% 84.0% 82.9%

47.1

乖離要因

平成20年度

備考

合計

平成22年度

平成21年度

平成23年度

各病院毎に記載



（ⅲ）実績値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況



別紙様式１－8（平成19年度承認計画用） 【大館市立総合病院】

⑥　累積欠損金比率

（ⅰ）推移表

（ⅱ）要因分析 （単位：百万円、％）

分母悪化要因 （単位：百万円）

分子悪化要因 （単位：百万円）

平成21年度

平成23年度

▲ 581 ▲ 249

合計

▲ 744 ▲ 232

平成22年度

▲ 651

▲ 577▲ 739

平成20年度

備考

536             

47               

乖離要因

3.6

22.0%

▲ 1.7 ▲ 11.6 39.5

-5.2% -30.0% 83.7% 82.5%

51.2

会計名
団体名

病院事業会計
秋田県大館市

46.8

80.0%

47.2                       

9.9                         12.8                       

計画前年度
（平成18年度）

計画最終年度
（平成23年度）

64.0                       

平成22年度

56.7                       

平成20年度平成19年度

32.4                       38.7                       

（単位：％）

計画目標値（A）

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

実績値（B） 34.1                     50.3                     7.7                         

平成21年度

計画最終年度（平成23年度）
実績値（B)計画目標値（A)

5,002                     1,058                     

64.0                       12.8                       

8,235                     7,813                     

分子（累積欠損金）

分母（営業収益等）

累積欠損金比率

影響額（百万円）要因

合計 -                           

平成19年度

年度

 増改築事業に伴う外構工事（駐車場減）や、二次医療への特化によるが外来患
者の減少、医師不足による病床利用率伸び悩みによる。

 増改築事業に伴う外来診療の休診や入院抑制、医師不足による病床利用率伸
び悩みにより医業収益が伸び悩んだことによる。

純損益
乖離値（A-B）

▲ 1,187

計画目標値（A)

▲ 1,234▲ 1,187

実績値（B) 

583             

 やむを得ない
事情

やむを得ない
事情

21

21

16.4                         

類型 a 

再算定値

5.8                         

475                        

8,235                     



（ⅲ）実績値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況



別紙様式１－8（平成19年度承認計画用） 【大館市立扇田病院】

⑥　累積欠損金比率

（ⅰ）推移表

（ⅱ）要因分析 （単位：百万円、％）

分母悪化要因 （単位：百万円）

分子悪化要因 （単位：百万円）

平成21年度

平成23年度

▲ 30 ▲ 36  入院患者数の減少による医業収益の減少

合計

▲ 35 8

6                 

平成22年度

▲ 52

▲ 40▲ 40

平成20年度

備考

-                 

30               

112             

乖離要因

1.8

24.3%

▲ 11.6 ▲ 12.9 19.9

-69.9% -64.8% 86.1% 90.0%

22.6

会計名
団体名

病院事業会計
秋田県大館市

23.3

80.1%

23.1                       

2.6                         5.6                         

計画前年度
（平成18年度）

計画最終年度
（平成23年度）

28.2                       

平成22年度

25.9                       

平成20年度平成19年度

16.6                       19.9                       

（単位：％）

計画目標値（A）

乖離率（D）
（C／A）

乖離値（C）
（A－B）

実績値（B） 28.2                     32.8                     3.2                         

平成21年度

計画最終年度（平成23年度）
実績値（B)計画目標値（A)

360                        68                         

28.2                       5.6                         

1,212                     1,276                     

分子（累積欠損金）

分母（営業収益等）

累積欠損金比率

影響額（百万円）要因

合計 -                           

平成19年度

年度

 内科や眼科の常勤医が充足され入院患者が増加したが、診療報
酬マイナス改定により収益が見込みより減収となった。

 平成18年9月からの産科休診による診療単価減の影響や、定期
処方薬を長期投与したことにより外来患者の受診回数が減少。

純損益
乖離値（A-B）

▲ 82

計画目標値（A)

▲ 228▲ 116

実績値（B) 

142             

 やむを得ない
事情

やむを得ない
事情

19

7

×

7.4                           

類型 a 

再算定値

-6.1                       

-74                        

1,212                     

×

×



（ⅲ）実績値が計画目標値に届かない理由及びやむを得ない事情についての検討事項

（ⅳ）改善に向けた取組及び今後の見通し

（ⅴ）改善方針の進捗状況




