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第３次厚木市立病院経営計画策定方針 
 

 

１ 策定の趣旨 

第２次厚木市立病院経営計画（以下「現計画」という。）の計画期間が令和

３年度をもって満了を迎えることから、令和４年度を始期とする第３次厚木

市立病院経営計画（以下「新計画」という。）の策定に当たり、基本的な方針

を策定するものです。 

 

 

２ 計画の位置付け 

(1) 基本理念・基本方針との関係 

現計画については、平成 24 年４月の地方公営企業法全部適用と同時に

策定した「基本理念」及び「基本方針」から構成される「厚木市立病院運

営方針」に基づき、これを達成させるための中期的な計画として策定しま

した。 

新計画の策定に当たっては、基本理念である「市民の皆様に信頼される

医療の提供」を目的とし、経営計画の柱となる「基本方針」については、

これまでの取組内容や感染症対策などの新たな社会的要請を反映させる必

要があるため、従来の運営方針から切り離し、新計画の中で改めて定める

ことで、時代に合った市立病院の目指すべき姿を明確にします。 

 

 
  



－2－ 

 

(2) 国との関係 

新計画は、新公立病院改革プランとして位置付けます。 

新公立病院改革プランは、平成 27 年３月に医療提供体制の改革と連携

して公立病院の更なる経営効率化、再編・ネットワーク化等を推進するた

めに、総務省が策定した「新公立病院改革ガイドライン」において策定が

要請されています。 

新公立病院改革ガイドラインをめぐっては、令和元年９月、厚生労働省

における地域医療構想に関するワーキンググループにおいて、令和７年の

地域医療構想を踏まえた具体的対応方針の再検証を要請する対象病院が示

されるなど、ガイドラインの４つの柱である「地域医療構想を踏まえた役

割の明確化」、「経営の効率化」、「再編・ネットワーク化」及び「経営形態

の見直し」の取組に向けた動きが具体化しています。 

一方で、新型コロナウイルス感染症への対応では、その多くを公立・公

的医療機関が担っており、令和２年夏を目途とされたガイドラインの改定

は、感染症への対応の視点等を含め、まだ示されていません。 

 

(3) 県との関係 

神奈川県地域医療構想（以下「県構想」という。）や神奈川県保健医療計

画と整合性を図ります。 

県構想において県央医療圏は、回復期病床の大きな不足が見込まれてい

るものの、救急機能の低下が進む可能性が否定できないことから、引き続

き、救急医療の維持・強化が課題となっており、小児医療や周産期医療に

ついては機能強化が最も必要とされています。 

市立病院は、地域の公立基幹病院として、引き続き、高度急性期と急性

期医療を担うことを基本とし、医療人材の不足等から機能強化が求められ

ている小児医療や周産期医療の在り方についても新計画に位置付けていく

ものとします。 

 

(4) 市との関係 

第10次厚木市総合計画において目指す将来都市像の実現に向け、特に、

地域医療体制の充実、地域包括ケア社会の実現、災害に強いまちの実現、

デジタル化の推進及び脱炭素・循環型社会の実現に向けた取組を示すとと

もに、SDGsが掲げる目標との関連付けをします。 
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３ 計画期間 

令和４年度から令和８年度までの５年間とします。 

県構想は、令和７年までのあるべき医療提供体制の構築に向けた方向性が

示されています。新計画の策定に当たっては、令和８年以降についても県構

想の方向性に大きな変更は無いものと想定し、従来の計画期間である５年を

基本とすることで、経営改善に向けた短期的な取組だけではなく、中期的な

取組としての計画となるよう策定します。 

なお、新公立病院改革ガイドラインの改定内容や県構想などにおいて、大

幅な変更等があった場合には、一部改定などで対応するものとします。 
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４ 現状と課題 

(1) 市立病院の役割 

地方公営企業である市立病院の運営に当たっては、地方公営企業法にお

いて、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共

の福祉を増進することが基本原則とされています。 

市立病院は、健全な経営を図りながら、救急医療、小児医療、周産期医

療、感染症医療など、地域における基幹的な医療機関として、地域医療の

確保に必要となる政策的な医療を担うことが求められています。 

 

〇 地方公営企業法 
（経営の基本原則） 
第３条 地方公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である  

公共の福祉を増進するように運営されなければならない。 
 

 

 

(2) 現計画の総括 

現計画は、新病院の建物完成（平成28年11月）後の平成29年度からの

５年間となり、ハード・ソフト両面にわたる整備により、入院単価や外来

単価は上昇し、患者さんに対して高度な医療を提供することができました。

また、紹介率・逆紹介率も向上していることから、地域医療支援病院とし

て、地域の医療機関との連携も進んでいます。 

一方で、入院診療における病床利用率が目標を大きく下回ったことなど

から診療収益が増えず、経常損失が続いている状況です。 

健全で自主自立した運営を図るためにも、目標設定を「見える化」する

とともに、各指標の進捗状況を管理することで、経営改善を着実に進める

必要があります。  
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(3) 経営状況 

市立病院の経営状況は、平成24年度以降、８年連続で純損失が続いてお

り、令和元年度決算では、過去最大となる約13億円の経常損失を計上して

いることから、一刻も早い経営改善が喫緊の課題となっています。 

救急応需の拡大や、紹介・逆紹介を更に推進し、地域連携を強化するこ

とで単価の上昇と病床利用率の向上を図ることに加え、脳ドックの推進や

広告掲載事業による収入など、保険診療以外での新たな収入の確保につい

ても積極的に取り組む必要があります。 

 

（経営指標の状況） 

指 標 単位 令和元年度 
実績 

令和２年度 
見込み 

令和３年度 
目標値 

救急車受入台数 台 4,260 3,630 5,000 

救急応需率 ％ 83.3 80.9 90.0 

手術件数 件 3,628 3,262 4,000 

分べん件数 件 225 220 250 

紹介率 ％ 71.2 72.6 75.0 

逆紹介率 ％ 60.9 66.8 60.0 

病床利用率 ％ 73.6 63.5 83.6 

入院診療単価 円 60,247 63,200 64,400 

外来診療単価 円 15,759 16,500 17,900 

延入院患者数 人 92,063 79,000 104,025 

延外来患者数 人 173,918 148,230 177,390 

平均在院日数 日 9.7 9.3 10.0 

患者満足度 ％ 81.3 － 80.0 

経常収支比率 ％ 88.4 96.9 97.0 

医業収支比率 ％ 86.2 74.0 94.0 

実質収益対経常費用比率 ％ 79.1 85.7 88.0 

給与費比率 ％ 58.6 66.6 55.0 

※ 令和２年度見込みは、新型コロナ
ウイルス感染症への対応により、
大きく変動しています。 
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(4) 企業債 

新病院建設に当たり、市立病院は、多額の企業債を発行しています。 

医療機器の整備費用約 33 億円については、現計画の最終年度に当たる

令和３年度までに全ての償還を終えますが、建設に係る整備費用約150億

円の償還については、新計画の初年度に当たる令和４年度以降、利子を含

め毎年約6.6億円の返済が20年以上にわたって続きます。 

今後も、医療機器や電子カルテシステムの更新、長期修繕等の計画があ

ることから、将来にわたって過度な負担とならないよう、計画的に企業債

を活用していく必要があります。 

 

 
 

(5) 市からの出資及び長期借入金 

市立病院は、経営の安定化を図るため、令和元年度に市から23億円の出

資を受けています。 

また、平成27年度に資本的収支の不足額を補うために10億円、平成28

年度に運転資金として13億円、平成29年度には新病院建設時の汚染土壌

処理への対応費用として4,700万円を市から借り入れています。 

令和６年度以降、これらの借入金の償還が本格的に始まることから、早

期に経営改善を図り、償還に備える必要があります。 
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(6) 経営改善アクション 

現計画の点検・評価などを受け、令和２年１月に経営改善への取組を具

体的に示すため、経営改善アクションを策定しています。 

また、令和２年３月には、経営改善アクションに基づき、現計画の経営

指標を一部改定しています。 

経営改善アクションでは、７つの柱にキーワードを付け、経営改善に向

けた取組を示しており、確実な実行が求められます。 

 

 ＜７つの柱＞ ＜キーワード＞ 

１ 救急患者の受入れ 断らない救急！ 

２ 290 床の利用  毎日290！ 

３ 診療体制の変更 紹介と逆紹介で地域連携推進！ 

４ 給与体系の見直し 業績連動！ 

５ 薬品・診療材料の使用の適正化 効率使用 薬品・材料！ 

６ 施設基準の見直し 新規取得、施設基準！ 

７ 更なる経費の削減 削減は徹底的に実行！ 

 

(7) 新型コロナウイルス感染症 

経営改善アクションに基づく具体的取組を始めた矢先に、新型コロナウ

イルスの感染拡大に直面しています。 

市立病院は、新型コロナウイルスの感染拡大に対し、第二種感染症指定

医療機関として、さらには、県の重点医療機関として、県央医療圏を中心

とした神奈川県民の安心・安全を守るため、発生初期から最前線で診療に

当たっています。 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症関連の補助金を確保すること

で、収支面においては均衡を保っていますが、コロナ病棟への看護師等人

的資源の投入や一部病床の使用制限などにより、目標とする経営指標に対 

しては、大きく乖離
か い り

している状況です。 

感染症への対応が長期化していることで、病院運営においても非常事態

が続いていますが、救急医療や地域連携を強化するなど、収束後のＶ字回

復に向けた取組を継続して行う必要があります。  
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５ 基本的な考え方 

(1) 基本方針の見直し 

新計画は、基本理念を実行するための中期的な計画として、新たな基本

方針を柱として策定します。 

新たな基本方針は、これまでの取組成果や新たな感染症の流行により激

変した医療環境について考慮するとともに、中・長期的な視点での取組内

容を示すことで、市立病院の方向性を明確に示していきます。 

なお、基本方針は、計画の改定に合わせ、今後も見直しを図ります。 
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ア 災害拠点病院  拡 充  

市立病院は、新病院の建設に当たり、救急手術棟の充実や自家発電機

の整備など災害拠点病院として様々な機能強化を図っています。 

昨今頻発する風水害などを始め様々な災害を想定し、災害発生時に被

災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うことが可能な体制を整えて

いく必要があります。 

 

イ 感染症医療  追 加  

新型コロナウイルスの感染拡大は、医療機関のみならず、社会全体に

大きな影響を及ぼしています。 

感染症医療は、平時、非常時を問わず財政的負担を要しますが、市民

の安心・安全を守るため、政策医療の一環として、また、行政主導の下、

公立病院の使命として、引き続き対応していく必要があります。 

 

ウ 地域の医療機関との連携及び機能分化の推進  拡 充  

市立病院は、地域医療支援病院として、地域連携を強化していくこと

で、医療体制を更に充実させていくとともに、地域包括ケアシステムの

構築にも貢献していく必要があります。 

 

エ 真心のこもった医療の提供  拡 充  

基本理念である「市民の皆様に信頼される医療の提供」の具現化とし

て、市民の皆様に選ばれる病院となれるよう、一人一人の患者さんに寄

り添った、患者さん目線での診療を実践していく必要があります。 

 

オ 働き方改革  追 加  

日本の医療体制は、医師の自己犠牲的な長時間労働に支えられている

と言われており、医師の健康確保、医療の質の向上の観点からも、医師

の働き方改革は急務とされています。 

また、診療報酬の改定においても、令和２年の改定では、地域医療体

制確保加算など、働き方改革に関連する加算項目が追加されています。 

こうした動きにしっかりと適応しながら、令和６年４月の医師に対す

る労働時間の上限規制適用に向け、医師の需給や偏在、地域医療提供体

制における機能分化・連携、医療・介護連携や医療のかかり方などの様々

な課題に対し、労働時間短縮に向けた取組を進めていく必要があります。 
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なお、医師以外の職種については、令和元年４月の働き方改革関連法

の施行により、既に取組を進めています。 

 

(2) 経営指標 

基本方針の実行に向け、主要な取組や経営指標を設定します。 

喫緊の重要課題である経営改善については、健全な病院経営の実現に向

けた施策として、重点的に検討を行います。 

特に経営指標については、経営戦略を明確にするため、病床利用率や救

急応需件数などのＫＰＩ（重要業績評価指標）を具体的に示すことで、全

職員が目的や目標をもって行動できるよう、目標設定を「見える化」する

とともに、各指標の進捗状況を管理していきます。 

 

(3) 収支計画 

病院事業の収入は、入院・外来収益が約８割を占め、支出は、人件費が

約５割、薬品などの材料費が約２割を占めています。 

一方で、新たに整備した施設を適切に維持・管理していくための長期修

繕計画や高度医療等を担うための医療機器の維持・更新計画、さらには、

職員向けの宿舎の扱いなど、施設等の維持管理にも多額の費用を必要とし

ます。 

時期の平準化やその手法など、特定の時期に財政的負担が集中しないよ

うに、収支の均衡を図りながら新計画の中で検討を行います。 

 

(4) 経営形態、再編・ネットワーク化 

経営形態や再編・ネットワーク化については、健全な病院経営の実現に

向け、引き続き研究を進めていきます。 

一方で、新計画の期間は、新病院建設時の企業債の償還が本格的に始ま

る時期であるとともに、多大な先行投資の回収時期であると考えます。新

計画策定に当たっては、現状の経営形態を前提としつつ、自主自立した健

全な病院経営を行うことを目指します。 
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６ 市民参加等 

新計画の策定に当たっては、公営企業としての経済性を発揮するとともに、

その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営するため、検討の段

階に応じ市民参加の手法を用いることで、市民を始めとした多様な主体の意

見等を的確に反映した計画づくりを行います。 

(1) 審議会 

附属機関である厚木市立病院運営審議会へ諮問します。 

 

(2) パブリックコメント 

新計画素案に対する意見の聴取を行います。 

 

 

７ スケジュール 

令和３年３月 厚木市立病院運営審議会へ策定方針を提示 

７月 厚木市立病院運営審議会へ諮問 

８月 厚木市立病院運営審議会から答申 

11月 新計画素案作成 

12月 パブリックコメント 

令和４年３月 新計画策定 


