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まんのう町の概況

面 積：194.33km2

人 口：19,430人（平成27年8月1日現在）

高齢化率：33.8%（65歳以上 6,565人）

要介護認定者：1,468（478）人
（ ）内はサービス未利用者

琴南地区

面 積：82.79km2

人 口：2,483人
高齢化率：44.3%（65歳以上 1,075人）

要介護認定者：288(67)人

【はじめに】
まんのう町は香川県の南西部、讃岐山脈の北麓に

位置し、日本最大の灌漑用のため池・満濃池に代表
される大小500余りのため池を有している。人口は
19,430人（平成27年８月１日現在）、高齢化率33.8％
であり、当診療所がある琴南地区は人口約2,500人、
高齢化率44.3%と少子高齢化が非常に進んだ地域で
ある。
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町立国保歯科診療所は造田地区と美合地区にあ
り、曜日により約９km離れた２か所の診療所を同
じスタッフが移動して診療している。診療体制は歯
科医師１名（常勤）、歯科衛生士３名（常勤１名、
非常勤２名）である。
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国保へき地直営診療所運営費

まんのう町国保歯科診療所・医業収入および繰入金の推移

職員体制：歯科医師1名（常勤）、歯科衛生士3名（常勤1名・非常勤2名）

円

経営状態はスライド３に示しており、長年赤字経
営が続いていた。全体の予算が約3,000万円に対し、
診療収入等の医業収益が約1,500万円で国からの特
別調整交付金である国保へき地直診診療所運営費で
は補てんできず、町の一般会計からの繰入金が年々
増加していた。平成26年度は一般会計からの繰入金
は1,000万円を超えており、国からの交付金を合わ
せると約2,100万円の赤字経営となっていた。

当町立歯科診療所では赤字経営が続いており
運営困難な状態に陥っていた。そこで町民の歯
科医療ニーズに対応しつつ健全経営を目指す目
的で「歯科診療所のあり方検討委員会」を設置
した。

委員会では様々な改革案を示し、約１年半に
わたり経営改善に努めたが、抜本的な解決には
至らなかったため、平成27年4月より公設民営
化することになった。本発表では委員会での検
討内容や民営化後の経営状況、保健活動につい
て報告する。

【目的】
長年続いている赤字経営で運営困難な状態を改善

し、町民の歯科医療ニーズに対応しつつ健全経営を
目指す目的で「歯科診療所のあり方検討委員会」を
設置した。委員会では様々な改革案を示し、約１年
半にわたり経営改善に努めたが、抜本的な解決には
至らなかったため、平成27年４月より公設民営化す
ることになった。本発表では委員会での検討内容や
民営化後の経営状況、保健活動について報告する。

演 題
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国保診療所は民営化によって経営改善するのか？
発　表　者 木村　年秀（香川県　まんのう町国民健康保険造田歯科診療所）

共同研究者 丸岡　三紗、土山　小百合、大野　登代子、高野　亜早美、雨霧　弘、栗田　隆義
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まんのう町立歯科診療所の在り方検討委員会の設置 平成24年9月27日

委員会メンバー

委員長：木村年秀 三豊総合病院企業団歯科保健センター センター長
委 員：仲多度郡歯科医師会 副会長

香川県医務国保課 課長補佐
町議会教育民生常任委員会 委員長
町議会教育民生常任委員会 委員
町民生児童委員協議会 会長
特別老人ホーム 施設長
地区婦人会会長
町総務課 課長
町福祉保険課 課長

コンサルティング 総合メディカル株式会社

諮問内容
1．診療所の想定される改善事項把握
2．2か所の診療所存在価値
3．今後の本質を見据えたあり方

【方法】
１．公設民営化までの経緯

町立歯科診療所のあり方検討委員会を平成25年９
月27日に設置した。委員会メンバーはスライド５に
示すとおりで、委員長は当時三豊総合病院に勤務し
ていた私が任命された。地区の歯科医師会、県医務
国保課、町議会、民生委員協議会、町総務課・福祉
保険課などのメンバーに委員となっていただいた。
町長からの諮問内容は　①診療所の想定される改善
事項把握、②２か所の診療所存在価値、③今後の本
質を見据えたあり方であった。

中間答申 平成25年3月25日

「町立診療所の存在意義は一体何か」ということを診療所医師自身が理解し、意識改革を
行ったうえで、診療所経営を効率的かつ適切に行い、定期健診・訪問診療を中心とした住民
本位の医療体制を確立させることが急務である。しかしながら、診療所医師自身の改革に対
する熱意は全く感じることができない。本来、診療所は住民の貴重な共有財産であり、医療
はもちろんのこと、住民の健康・福祉・医療を一体とした自治体行政の一環であり、健康で
安心して暮らせる自治体づくりの拠点としての役割がある。診療所改革を実施していくため
には、町当局が開設者として最終責任を持たなければならないことから、運営等に積極的に
関与し、改革実現に真摯に取り組むことが必要である。

1）地区歯科医師会、民生委員、保健師、内科診療所、福祉施設と連携とりつつ、住民に周
知し訪問診療を積極的に実施する。

2）地域住民に定期健診の必要性を啓発啓蒙する。
3）学校、保育所や自治会、いきいきサロンなどで口腔ケアの啓発啓蒙する。
4）診療所職員が定期健診や訪問診療の先進地研修を行う。
5）2か所の診療所の存在意義について

①2か所のまま存続 ②1か所に統合 ③公設民営化を行う
＊平成25年度末の委員会で実績をみていずれかに決定する。

6）最終答申判断基準の設定（患者数、保健活動、患者満足度アンケート）

第1回 H24年9月27日
第2回 12月 6日 講演研修：兵庫県・国保香美町兎塚/川合歯科診療所所長 中田和明先生

第3回 H25年1月24日
第4回 2月28日

まんのう町立歯科診療所の在り方検討委員会スケジュール

H25年4月 町より「まんのう町立歯科診療所改革基本方針」の提出
－町立歯科診療所改革プランの提示ー

 最終決定判断基準の設定
第5回 H25年10月10日
第6回 H25年11月 7日
第7回 H26年 5月15日 改革プランの最終評価

最終答申 平成26年7月9日

当診療所のあり方については、現在の2か所での診療を1か所に統合
し、かつ公設民営化をしたうえで経営改善を図り、住民の歯科医療の提
供に貢献することが望ましい。なお、1か所に統合した場合は造田地区
におくのが望ましいと考えるが、地域住民の意見も考慮したうえで判断
すべきである。歯科診療所は公設であるという位置づけであるので、診
療室内での治療だけでなく訪問診療や予防活動など、まんのう町民の口
腔保健の向上に寄与するために活動を行わなければならない。また公設
民営化する場合には歯科医師及び歯科衛生士の処遇について、行政課題
として十分に検討する必要がある。

まんのう町立歯科診療所の在り方検討委員会スケジュール

平成27年３月末で歯科診療所の町運営廃止、平成27年4月より公設民営化することに決定
平成26年10月1日 まんのう町立歯科診療所診療事業業務受託者募集

計７回開催された委員会の開催スケジュールをス
ライド６，７に示している。第２回目の委員会では
講演研修を企画した。成功事例として同じ国保直診
で２か所の歯科診療所を担当している兵庫県・国保
香美町兎塚/川合歯科診療所所長・中田和明先生に
講演していただき、様々な改善策としてのアドバイ
スをいただいた。平成25年３月25日には中間答申を
提出した。経営改善策として、様々な団体と連携し
訪問診療を積極的に行うこと、定期健診の必要性を
住民に啓発啓蒙することなどを盛り込んだ。２か所
の診療所の存在意義については今後の実績をみて①
２か所のまま存続、②１か所に統合、③公設民営化
のいずれかに決定することとし、最終答申基準を設
定することとした。平成25年４月には、町より「ま
んのう町立歯科診療所改革基本方針」が提出され、
町立歯科診療所改革プランが提示された。しかし、
平成26年５月の最終評価では定期健診の増加など一
定の改善はみられたものの抜本的な解決に至らな
かったため、２か所の診療所を１か所に統合したう
えで公設民営化する採集答申を平成26年７月９日に
提出した。

最終答申を踏まえ、平成27年４月より町立歯科診
療所は公設民営化することになったが、２か所を１
か所に統合することは民営化後１年間経過をみて判
断することとなった。平成26年10月に民営化された
町立歯科診療所の事業委託者を募集したが応募はな
く、委員長をしていた私が受託することにした。
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①職員給与の見直し
給与を下げるのではなく、経営状態が良くなれば昇給

②診療材料費など経費の見直し
通信販売の活用などによりコストダウン

③業務の効率化、無駄な業務の見直し
レセコン変更により歯科衛生士によるコスト入力などの手間をなくす

④患者にとって快適な診療環境に
患者が受診しやすい雰囲気づくり

⑤口腔ケアの啓発活動
自治会学級、民生委員会、いきいきサロンなど

⑥学校、保育所などで子供の健康教育
むし歯予防、歯肉炎予防、食育など

⑦訪問診療を積極的に行う
町内の在宅医療・介護の連携体制の構築

⑧診療所職員が学会、研修会などに積極的参加できるように
スタッフのモチベーションとスキルの向上

２．公設民営化後の改善策
公設民営化後の改善策をスライド８に示してい

る。「まんのう町立歯科診療所改革基本方針」の町
立歯科診療所改革プランを基本としているが、職員
給与の見直し、診療材料費などコストの見直し、業
務の効率化などを盛り込んだ。

4月 5月 6月 7月 8月 4月～8月
平成26年度 1,269,030 1,120,920 1,175,930 1,153,060 855,080 5,574,020

平成27年度 2,245,650 2,586,700 2,644,500 2,868,630 2,659,040 13,004,520
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民営化前後における医業収益の変化

レセプト件数 診療延べ数 定期健診 訪問診療

平成26年度 661 1,060 428 214

平成27年度 1,045 2,130 431 1,145
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民営化前後における診療件数の変化（4月～8月）

【結果】
１．経営状況の変化

民営化前後における医業収益の変化（４月～８月）
をスライド９に示している。医療保険、介護保険収
入の合計は毎月、昨年度の２倍以上となり、４月か

ら８月までの合算では2.3倍となった。スライド10
は診療件数の合計を示している。レセプト件数は1.6
倍、診療延べ数は２倍となった。定期健診の件数は
ほぼ同じであったが、訪問診療が５倍以上増加して
おり、診療件数の増加は訪問診療の増加によるもの
であった。

平成26年 平成27年

レせプト1件当たり点数 843.3 1,244.5
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民営化前後におけるレセプト1件当たり点数（4月～8月）

スライド11はレセプト１件当たりの平均点数の変
化を示している。昨年度843点から本年度1,245点と
1.5倍に増加した。これも訪問診療の増加によるも
のと思われる。

職員給与 医療用材料費等 歯科技工料 合計（4月～8月）

平成26年度 4,735,797 249,400 496,052 5,481,249
平成27年度 2,787,697 712,232 1,082,702 4,582,631
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民営化前後における経費の変化（4月～8月）

スライド12は経費の変化を示している。診療材料
費、技工料などは２倍以上に増加したが、職員給与
は町職員であった歯科衛生士の移動により約４割減
少し、経費合計では16％削減できた。
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第1回 琴南の在宅医療・介護の連絡会 2015.8.17

目的：琴南地区の在宅医療・在宅介護等にかかわる多職種が集まり、個別ケースの
検討や課題解決に向けての話し合いを積み重ねることにより、地域に共通した課題
を把握し、関係機関へ発信する。

内科診療所 歯科診療所
やすらぎ荘

デイサービス

社会福祉協議会
ケアマネ

まんのう町役場
琴南支所

調剤薬局 地域包括

民生委員

ケアプラン
センター 町議会議員

正友会
地域福祉
相談室

社会福祉協議会
訪問介護

社会福祉協議会
介護予防担当

２．保健活動
本年４月より自治会学級、民生委員会、いきいき

サロンでの講話、学校などでの授業、特定保健指導
の中での歯科保健指導の介入など積極的に保健活動
を実施している。町内の在宅医療を推進するために、
医療機関と介護サービス事業所や民生委員、行政な
どが話し合う場がなかったため、８月より琴南の在
宅医療・介護の連絡会を立ち上げた。情報を共有す
る場ができることにより連携体制ができつつある。

町立国保歯科診療所を公設民営化し歯科医師を交代して、
様々な経営改善策の実施と保健活動を強化した結果、

4月から8月までの5か月分を民営化前後年度で比較したところ

①医業収益は2.3倍に、レセプト1枚当たり点数は1.5倍に
増加した。

②レセプト件数は1.6倍、診療延べ数は2倍に増加し、その
多くは訪問診療分であった。

③経費は診療材料費、技工料費が2倍以上増加したが、常勤
歯科衛生士の移動などにより職員給与は約4割減少し、経
費の合計は16％削減できた。

①2か所の診療所を1か所に統合する⇒足の確保
②子どもたちの歯科保健対策の強化

【結論】
公営では赤字経営であるにもかかわらず漫然と同

じ診療を繰り返していたとしても、職員の給与が減
ることはない。当診療所では民営化することにより
スタッフのコスト意識が高まった。また訪問診療を
積極的に行った結果、診療収入が２倍以上増加し、
経営が改善した。

【今後の課題】
今後、２か所ある診療所を１か所に統合する予定

であるため、通院の足の確保などの課題も出てくる。
また、学校や保育所での健診の結果から子どもたち
のむし歯や歯肉炎が多く歯科保健対策が急務と思わ

れた。町立歯科診療所が行う歯科保健活動などは民
営化されても財政的な補助が必要で、国保歯科保健
センターの設置による事業補助金の確保などを提案
したい。




