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第１章 基本的事項 

 

１ 策定の趣旨 

 

厚木市立病院（以下「市立病院」という。）は、平成 15（2003）年４月に神奈川県か

ら経営移譲を受け開設し、平成24（2012）年４月から運営形態を地方公営企業法の全部

適用に移行するとともに、同年 10 月から、現在の市立病院の建物（以下「新病院」とい

う。）の建設に着手しました。 

市立病院は、地方公営企業法の全部適用により、病院経営に広範囲な権限と責任を持つ

病院事業管理者のもと運営されています。 

経営計画は、平成 24（2012）年度から５年間隔で策定され、令和４（2022）年３月

に第２次厚木市立病院経営計画（以下「現計画」という。）の計画期間が終了します。 

現計画は、平成 29（2017）年度から始まる計画期間であり、これまで、時間、資金、

人材など、多くの投資をしてきた新病院が完成
※１

した後の成果を発揮することが期待され

ていましたが、病床利用率は目標を大きく下回る一方、費用は増加したことから、経営状

況が悪化しました。 

第３次厚木市立病院経営計画（以下「新計画」という。）の策定に当たっては、現計画

期間中に生じた経営状況の悪化を振り返るとともに、その後の経営改善の取組を確実な

ものにする必要があります。 

また、令和２（2020）年に始まった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染

拡大により大きく変容した社会情勢を反映させるとともに、新公立病院改革ガイドライ

ン（以下「ガイドライン」という。）や神奈川県地域医療構想
※２

（以下「県構想」という。）

との整合性を図る必要があります。 

新計画は、このような市立病院を取り巻く状況や現状を踏まえるとともに、基本理念の

達成に向け、これからの市立病院の役割と目指すべき姿を明確に示すため、策定するもの

です。 

 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※１ 平成28（2016）年11 月 新病院第Ⅱ期工事完成：全建物完成 

平成29（2017）年12 月 外構工事完成：全面オープン 

※２ 第４章地域医療構想を踏まえた役割の明確化（Ｐ29）参照  

＜基本理念＞ 
市民の皆様に信頼される医療を提供します。 
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２ 計画の位置付け 

 

(1) 基本理念・基本方針との関係 

現計画は、平成 24（2012）年４月の地方公営企業法の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されました。 

新計画は、基本理念である「市民の皆様に信頼される医療の提供」を目的として新た

に策定します。 

また、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を振り返る

とともに、新型コロナウイルス感染症への対応で新たに生じた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ます。 

これにより、時代に合った市立病院の目指すべき姿を明確に示します。 

 

 

図１ 
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(2) 国との関係 

現計画は、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、平成27（2015）年３月に総務省が策定したガイドラ

インにおいて策定が要請された新公立病院改革プラン（以下「改革プラン」という。）

に位置付けています。 

標準的な改革プランは、令和２年度が最終となることから、令和２（2020）年夏頃

を目処にガイドラインを改定するとともに、厚生労働省が発出した再検証等要請通知
※１

を受けて各地域の地域医療構想調整会議において行われる議論等も踏まえ、令和３

（2021）年度以降の更なる改革プランの策定が要請される予定でした。しかしながら、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応に伴い、ガイドラインの改定を含む取

扱いについては、その時期も含め改めて示されることになりました。 

このため、新計画は、ガイドラインで求める４つの視点である、「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」の内容を踏まえて策定します。なお、令和４（2022）年３月に示される予定と

なった新たなガイドラインへの対応については、必要に応じて新計画の補足を行うも

のとします。 

また、政府が令和３（2021）年６月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方

針 2021」において示された感染症に対し強 靱
きょうじん

で安心できる経済社会の構築やデジタ

ル・ガバメント
※２

の確立等についても鑑みて策定します。 

 

(3) 県との関係 

新計画は、県構想や神奈川県保健医療計画
※３

と整合性を図ります。 

県構想において県央構想区域は、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きます。 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※１ 令和２年１月17 日付け医政発0117 第４号「公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証等について」 

※２ デジタル技術の徹底活用と、官民協働を軸として、全体最適を妨げる行政機関の縦割りや、国と地方、官と民という

枠を超えて行政サービスを見直すことにより、行政の在り方そのものを変革していくこと。 

※３ 策定時は、第７次神奈川県保健医療計画の計画期間（平成30 年度から令和５年度まで）  
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(4) 市との関係 

新計画は、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た取組を

示します。特に、地域の医療機関との連携及び機能分化の推進による地域医療体制の充

実や地域包括ケア社会の実現、災害拠点病院としての機能充実による災害に強いまち

の実現、健全な病院経営の推進によるデジタル化の推進などについて、具体的な取組を

示していきます。 

また、脱炭素・循環型社会の実現については、SDGs の視点から取組を推進するなど、

SDGs が掲げる目標とも関連付けながら、様々な取組を推進していきます。 

 

 

図２ 
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(5) 公立病院経営強化ガイドラインとの関係（国との関係の補足） 

改定が延期されていたガイドラインについて、令和３（2021）年12 月に、「持続可

能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン（以下「経営強

化ガイドライン」という。）」の方向性が示されました。 

 

＜課題＞ 

１ 人口減少や少子高齢化に伴う医療需要の変化、医師等の不足に加え、医師の時間外

労働規制への対応も迫られるなど、公立病院の経営は、更に厳しい状況が見込まれる。 

２ 新型コロナウイルス感染症対応に公立病院が中核的な役割を果たし、感染症拡大

時の対応における公立病院の果たす役割の重要性が改めて認識されるとともに、病

院間の役割分担の明確化・最適化や医師等の確保などの取組を平時から進めておく

必要性が浮き彫りとなった。 
 

 

＜経営強化ガイドラインの方向性＞ 

１ 地方公共団体に対する公立病院経営強化プランの策定の要請 

策定時期：令和４年度又は令和５年度 

期  間：策定年度又は次年度から令和９年度までを標準 

内  容：持続可能な地域医療提供体制を確保するため、地域の実情に応じた、 

公立病院の経営強化のために必要な取組を記載 

２ 都道府県の役割の強化 

都道府県の役割としては、地域医療構想の策定主体としての調整機能をこれまで以

上に強化することが必要 

特に、機能分化・連携強化については、医療資源が比較的充実した都道府県立病院

等が中小規模の公立病院との連携・支援を強化していく枠組みも含め、都道府県が積

極的に助言・提案していくことが重要 
 

 

＜公立病院経営強化プランの内容のポイント＞ 

【ポイント①】機能分化・連携強化の推進 

地域の中で各公立病院が担うべき役割や機能を明確化・最適化 

【ポイント②】医師・看護師等の確保、働き方改革の推進 

不採算地区病院等への医師・看護師等の派遣の強化 

働き方改革の推進 

【ポイント③】経営形態の見直し 

柔軟な人事・給与制度を通じ、医師等の確保につながる経営形態の見直し 

【ポイント④】新興感染症に備えた平時からの対応 

①から③の取組に加え、感染拡大時に転用しやすい施設・設備の整備 
 

資料：持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化に関する検討会中間とりまとめ 
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＜公立病院経営強化プランの内容＞ 

１ 役割・機能の最適化 

(1) 地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割・機能 

(2) 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 

○新(3) 機能分化・連携強化  

○新(4) 新興感染症拡大時の対応に資する平時からの機能整備  

(5) 医療機能等指標に係る数値目標の設定 

(6) 一般会計負担の考え方 

(7) 住民の理解 

２ 組織・体制・マネジメントの強化 

(1) 最適な経営形態の選択  

(2) 医師・看護師等の確保  

○新(3) 医師の働き方改革への対応  

(4) 事務局体制の強化 

３ 施設・設備の最適化 

(1) 施設・設備の計画的かつ適正な更新 

○新(2) 新興感染症対策のための施設・設備の改修・整備  

○新(3) デジタル化への対応 

(4) 不要な施設・設備の他用途への転用等 

４ 経営の効率化 

(1) 経営指標に係る数値目標の設定 

(2) 経常収支比率及び医業収支比率に係る目標設定の考え方 

(3) 目標達成に向けた具体的な取組 
 

資料：持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化に関する検討会 

 

経営強化ガイドラインでは、「役割・機能の最適化」、「組織・体制・マネジメントの

強化」、「施設・設備の最適化」及び「経営の効率化」の４つの視点での公立病院経営強

化プラン策定が求められる見込みです。 

新計画は、編成した時期の都合上、ガイドラインで求める４つの視点をもとに策定し

ていますが、経営強化ガイドラインの方向性で示された４つのポイントとなる、①機能

分化・連携強化の推進、②働き方改革の推進、③経営形態の見直し、④新興感染症に備

えた平時からの対応のほか、デジタル化の推進についても方針や取組内容等を示して

います。 

このことから、新計画を公立病院経営強化プランとして位置付けますが、今後明らか

になる経営強化ガイドラインの内容に基づき、必要に応じて公立病院経営強化プラン

としての補足を行うものとします。 

  

ポイント ① 関連 
ポイント ④ 関連 

ポイント ③ 関連 
ポイント ② 関連 

ポイント ② 関連 

ポイント ④ 関連 
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３ 計画期間 

 

令和４（2022）年度から令和８（2026）年度までの５年間とします。 

県構想は、令和７（2025）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（2026）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、経営強化ガイドラインの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。 

 

 

図３ 
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第２章 市立病院の現状と課題 

 

１ 地方公営企業としての役割 

 

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、独立採算制を基本とする健全な運営を図りながら、救急医療、小児医療、

周産期医療、感染症医療など、不採算になりやすい医療についても、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継続的、安定的に担うこ

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。 

 

 

図４ 
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２ 診療体制 

 

(1) 診療科（27 科） 

内科、消化器・肝臓内科、循環器内科、呼吸器内科、腎臓内科、糖尿病・代謝・内

分泌内科、脳神経内科、精神科、小児科、外科、消化器外科、呼吸器外科、乳腺・内

分泌外科、血管外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人

科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、放射線科、病理診断科、救急科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 

 

(2) 病床数 

347 床（一般：341 床、感染症：６床） 

 

(3) 看護基準 

７対１
※１

 

 

(4) 職員構成（年度末） 

表１          （単位：人） 
職種 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 

医師 64 67 66 70 
診療放射線技師 20 20 19 21 
臨床検査技師 12 14 16 21 
薬剤師 17 18 21 21 
理学療法士 5 7 7 6 
作業療法士 2 3 4 4 
言語聴覚士 2 2 2 2 
マッサージ師 1 1 1 1 
視能訓練士 2 3 3 3 
臨床工学技士 7 8 8 9 
診療情報管理士 0 1 1 3 
社会福祉士 4 4 6 5 
看護師 303 292 304 316 
栄養士 4 3 4 4 
事務職 26 26 27 27 
技術職 2 2 1 1 
医事事務    2 

合 計 471 471 490 516 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※１ 一般病棟の入院基本料における看護配置基準で、平均して入院患者7 人に対して看護職員を1 名配置し

ていることを示すもの。従来の10 対1 看護よりも多く看護職員を配置し、更に充実した看護を提供でき

る体制を整えている。  
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(5) 主な機関指定 

表２ 

項 目 指定等の年月日 

第二種感染症指定医療機関 平成15（2003）年 ４月 １日 

災害医療拠点病院（現：災害拠点病院） 平成15（2003）年 ４月 １日 

救急告示病院 平成15（2003）年 ４月30 日 

臨床研修指定病院（現：基幹型臨床研修病院） 平成19（2007）年 ９月13 日 

神奈川DMAT 指定病院 平成25（2013）年 ３月25 日 

地域医療支援病院 平成28（2016）年11 月 ７日 

難病医療支援病院 平成31（2019）年 ４月 １日 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
〇第二種感染症指定医療機関：感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第６条第３号に規定

する急性灰白髄炎（ポリオ）、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（SARS）、中東呼吸器症候群（MERS）、

鳥インフルエンザなどの第二種感染症患者の受入れを行う病院のこと。 
 
〇災害拠点病院：病院などの後方医療機関として、地域の医療機関を支援する機能を有する病院で、重症・重篤

な傷病者を受け入れるなど、災害時の医療救護活動において中心的な役割を担う病院のこと。救命医療を行

うための高度診療機能、被災地からの重症傷病者の受入機能、傷病者の広域後方搬送への対応機能、医療救護

班の派遣機能などを有する。 
 
〇救急告示病院：消防法第２条第９項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する病院

であり、救急病院等を定める省令の要件（救急医の常時診療、救急医療を行うために必要な施設及び設備、専

用病床又は優先的に使用される病床を有する）を満たす病院のこと。 
 

〇基幹型臨床研修病院：臨床研修は、医学部を卒業した後に行われる初期研修のこと。医師としての基本的な知

識・手技などはこの期間に習得されるため、医師の教育において特に重要となる。指定には、充分に研修でき

るための一定数以上の指導医、外来患者数、入院患者数、救急患者数、手術件数、患者の病歴に関する情報の

適切な管理、研修に必要な施設、図書、病歴管理の体制整備、研修プログラムの完備などが求められる。 
 
〇神奈川DMAT 指定病院：神奈川県内において、DMAT（Disaster Medical Assistance Team）を派遣する意

思を持ち、活動に必要な人員、装備を持った災害医療拠点病院の中から、神奈川県が指定した病院のこと。 

DMAT は、災害の急性期（災害発生から48 時間以内）に活動できる機動性を持ち厚生労働省が実施する「日

本 DMAT 隊員養成研修」を受講した救急治療を行うための専門的な訓練を受けた医療チームのこと。医師、

看護師、調整員から構成される。 
 
〇地域医療支援病院：医療施設機能の体系化の一環として、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用

の実施等を通じてかかりつけ医等を支援する能力、構造設備等を備え、地域医療の充実を図る役割を担う病

院のこと。承認には紹介患者に対する医療提供、共同利用の実施、救急医療の提供、地域の医療従事者に対す

る研修の実施、200 床以上の病床規模などがある。 
 

〇難病医療支援病院：地域で、難病（原因不明、治療方針未確定であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくな

い疾病や、経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に等しく人手を要するために家族の負

担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病）の診断及び標準治療等を行うとともに、緊急時等の難病患者の

受入れに努める医療機関のこと。神奈川県が指定  
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３ 現計画の総括 

 

新病院は、平成 28（2016）年 11 月に完成し、一般病床 341 床（ICU・CCU10 床、

HCU12 床を含む。）、感染症病床６床の合計 347 床の整備が完了しました。また、平成

29（2017）年 12 月には、外構を含むすべての建設工事を終え、全面オープンしていま

す。さらに、新病院の整備に合わせ、看護師を始めとする職員を積極的に採用することで、

新たに整備した医療機能を最大限に活用できる体制を整えてきました。 

現計画の計画期間である平成29（2017）年度から令和３（2021）年度までの５年間

においては、これまでのハード、ソフト両面にわたる整備、投資に対し、その成果を発揮

する重要な期間となりました。 

 

(1) 成果 

入院診療単価、外来診療単価ともに上昇しています。特に、入院診療単価は目標値を

超えており、患者さんに対して高度な医療が提供できているものと考えられます。 

また、紹介率、逆紹介率も順調に推移しており、地域医療支援病院として、地域の医

療機関との連携が進んでいる成果であると考えられます。 

表３ 
 単位 H29 年度 

実績 
R２年度 

実績 比較 R３年度 
上期実績 

R３年度 
目標値 

入院診療単価 円 57,099 64,500 ＋7,401 67,479 64,400 

外来診療単価 円 14,087 16,781 ＋2,694 16,818 17,900 

紹介率 ％ 66.3 72.9 ＋6.6 76.0 75.0 

逆紹介率 ％ 46.6 66.6 ＋20.0 73.4 60.0 

患者満足度 ％ 77.2 84.6 ＋7.4 － 80.0 

 

(2) 課題 

病床利用率が目標を大きく下回っています。令和２（2020）年度は新型コロナウイ

ルス感染症の影響から単純比較できませんが、平成29（2017）年度以降毎年度低下し

ており、診療収入が増えない最大の要因であると考えられます。 

また、救急応需率は徐々に上昇しているものの、救急車受入台数は年々減少しており、

入院患者が増えない要因であると考えられます。 

表４ 
 単位 H29 年度 

実績 
H30 年度 

実績 
R 元年度 

実績 
R２年度 

実績 
R３年度 
目標値 

病床利用率（341 床） ％ 78.3 77.3 73.6 62.7 83.6 

救急応需率 ％ 80.4 81.9 83.3 81.5 90.0 

救急車受入台数 台 4,418 4,335 4,260 3,639 5,000 
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４ 経営状況 

 

市立病院は、平成 24（2012）年度以降、８年連続で経常損失が続き、令和元（2019）

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ました。 

現計画期間においては、新病院及び新病院建設に合わせて整備した医療機器の減価償

却費が大きく増加しており、整備に伴い借り入れた企業債の償還も増えています。 

一方で、それに見合う収益の増加がなかったことから、平成 30（2018）年度決算では

資金不足が生じるまでに悪化しました。未処理欠損金（累積赤字）も大きく増加しており、

健全な病院経営からは遠い状況にあります。 

令和２（2020）年度決算では、新型コロナウイルス感染症の影響から診療収益が大き

く落ち込んだものの、県の重点医療機関として、新型コロナウイルス感染症の診療を最前

線で行ってきたことから、関連する補助金を確保できたため、過去最高の純利益を計上し

ました。しかしながら、これは一時的な要因であり、病院の本業である医業活動における

収支を示す医業収支比率は大きく落ち込んでいます。 

 

図５ 経常損益の推移          図６ 純損益の推移 

  
 

図７ 減価償却費の推移         図８ 未処理欠損金（累積赤字）の推移 

  
※ 図８における▲表記は、欠損（赤字）を示します。 
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表５ 経営指標の推移 

指 標 単位 Ｈ30 年度 
実績 

Ｒ元年度 
実績 

Ｒ２年度 
実績 

Ｒ３年度 
目標値 

救急車受入台数 台 4,335 4,260 3,639 5,000 

救急応需率 ％ 81.9 83.3 81.5 90.0 

手術件数 件 3,802 3,628 3,331 4,000 

分べん件数 件 231 225 227 250 

紹介率 ％ 68.5 71.2 72.9 75.0 

逆紹介率 ％ 49.4 60.9 66.6 60.0 

病床利用率（341 床） ％ 77.3 73.6 62.7 83.6 

入院診療単価 円 59,568 60,247 64,500 64,400 

外来診療単価 円 14,985 15,759 16,781 17,900 

延べ入院患者数 人 96,257 92,063 79,253 104,025 

延べ外来患者数 人 179,270 173,918 146,071 177,390 

平均在院日数 日 9.9 9.7 9.3 10.0 

患者満足度 ％ 78.3 81.3 84.6 80.0 

経常収支比率 ％ 91.2 88.4 110.0 97.0 

医業収支比率 ％ 89.4 86.2 83.6 94.0 

実質収益対経常費用比率
※１

 ％ 81.8 79.1 97.7 88.0 

給与費比率 ％ 56.2 58.6 64.0 55.0 

※ 令和２年度実績には、新型コロナウイルス感染症関連の補助金約 25 億円が医業外収益として含まれて
いるため、経常収益に関連する指標が良くなっています。 

 

令和２（2020）年度については、新型コロナウイルス感染症への対応により、数値が大

きく変動しています。現計画の最終年度である令和３（2021）年度においても、新型コロ

ナウイルス感染症は収束していないことから、引き続き指標にも影響が生じる見込みです。

このため、紹介率、逆紹介率、入院診療単価、患者満足度の４項目を除いては、目標達成が

困難な状況となっています。 

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診療単価の上

昇と病床利用率の向上を図り、一刻も早い経営改善を果たすとともに、脳ドック、セカンド

オピニオン、治験、広告掲載事業、フィルムコミッションなどの推進による収入など、保険

診療以外での新たな安定した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。 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※１ 他会計負担金を除いた実質的な経常収支のこと。 

実質収益対経常費用比率 ＝ 
（医業収益＋医業外収益－他会計負担金） 

（医業費用＋医業外費用）     
× 100 
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５ 企業債 

 

市立病院は、新病院建設に当たり、多額の企業債を活用しています。 

医療機器の整備費用約 33 億円の償還については、現計画の最終年度に当たる令和３

（2021）年度までに全ての返済を終えますが、これは同時に、この時期に整備した医療

機器の更新時期が近いことを示しています。 

また、新病院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（2022）年度以降、利子を含め毎年度約 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、市立病院の規模、役割に見合った範囲で、計画

的に企業債を活用していく必要があります。 

 

図９ 企業債の推移 

 
 

６ 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（2019）年度に市から 23 億円の出資

を受けています。 

また、平成27（2015）年度に資本的収支の不足額を補うために10億円、平成28（2016）

年度に運転資金として13 億円、平成29（2017）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（2024）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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７ 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（2020）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、同年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、新計画においても継続した取組が求められます。 

表６ 

 ＜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！ 

 

 

８ 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感染症

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感染症の感染拡大に対し、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（2020）年度は、経営改善アクションの取組と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つことができましたが、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、大きな乖離
か い り

が生じています。 

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、市立病院が抱える課題に対して、継続した取

組を行う必要があります。  
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９ 災害拠点病院 

 

市立病院は、新病院の整備に当たり、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。 

また、資金の新たな調達手段として、ふるさと納税制度を用いたクラウドファンディン

グを活用することで、令和３（2021）年３月には、DMAT が使用する車両を四輪駆動車

に更新しました。 

さらに、神奈川県が主催する「ビッグ

レスキューかながわ」などの広域での

実施訓練にも参加しています。 

今後においても、昨今頻発する風水

害を始め、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。 

 

 

10 働き方改革 

 

「働き方改革」とは、働く人々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選

択」できるようにするための改革とされています。 

病院は人的サービスが主体となる事業であることから、職員の働き方は病院運営に大き

く影響します。長時間労働をなくす、年次有給休暇を取得しやすくすることなど、個々の事

情にあった多様なワークライフバランスを実現させることで、より質の高い医療を提供す

ることができます。 

日本の医療体制は、医師等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、

職員の健康確保、医療の質の向上の観点からも、働き方改革は急務とされています。 

また、令和２（2020）年度の診療報酬の改定においても、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（2024）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、全職員の働き方改革に向けた取

組を進めていく必要があります。  

DMAT 車両（2021 年３月整備） 
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第３章 基本方針 

 

１ 基本方針について 

基本方針は、市立病院の方向性を内外に明確に示すものです。 

これまでの取組成果やこれからの社会的要請に対応していくため、新たな基本方針に

基づき病院を運営します。特に、３つの重点項目については、重点施策を示し、積極的な

取組を推進します。 

 

＜ 基 本 方 針 ＞ 

１ 生命と健康を守るための安全で良質な医療の提供 

(1) 急性期医療の充実  

市民の皆様から頼られる救急医療体制を確立するとともに、専門的で高度な医

療を提供します。 

(2) がん診療の充実  

地域がん診療連携拠点病院の指定を目指し、市民の皆様に安心かつ適切ながん

医療を提供します。 

(3) 高齢者に対する診療の充実 

地域包括ケアシステムにおける急性期医療を充実させます。 

(4) 小児・周産期医療の充実 

安心して子育てできる環境を確保するため、小児科及び産科の連携を密にした、

24 時間、365 日の診療体制を充実させます。 

(5) 災害拠点病院としての機能充実  

あらゆる災害を想定した医療受入体制を整備するととともに、被災地への医療

支援に努めます。 

(6) 感染症指定医療機関としての機能充実 

第二種感染症指定医療機関として、感染症医療に対応します。 

(7) 地域の医療機関との連携及び機能分化の推進 

地域医療支援病院として、地域の医療機関との役割分担・連携を強化します。 
 

２ 真心のこもった医療の提供 
市民の皆様から選ばれる病院を目指し、全職員が誇りと責任を持って、患者さん

中心の真心のこもった医療の実践に努めます。 
 

３ 健全な病院経営の推進 
経営の効率化を図り、経済性と公共性の両立を図ります。 

  

●重点項目● 

●重点項目● 

●重点項目● 
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２ 具体的な取組 

 

項 目 方 針 

１ 生命と健康を守るための安全で良質な医療の提供 

 (1) 急性期医療の充実 

 

 

市民の皆様から頼られる救急

医療体制を確立するととも

に、専門的で高度な医療を提

供します。 
 

地域の基幹病院として、２次救急を中心とした救急

医療体制を充実させることで、円滑な救急搬送受入体

制を整備します。 

脳卒中センター
※１

を設置し、専門医による迅速な診療

体制を整備するとともに、心臓・血管センター
※２

の設置に

先立ち、同専門外来を開設します。 

 

 

 

 

 

 (2) がん診療の充実 

 

 

地域がん診療連携拠点病院の

指定を目指し、市民の皆様に

安心かつ適切ながん医療を提

供します。 
 

神奈川県がん診療連携指定病院
※３

として、市民の皆様

に身近な市立病院で、高度で専門的ながん医療が受け

られる診療体制を整備するとともに、相談体制や緩和

ケアを充実させることで、市民の皆様の心に寄り添う

医療の提供を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※１ 地域の医療機関や救急隊からの要請に対し、脳神経内科医と脳神経外科医が連携して脳卒中患者を受け

入れ、脳卒中症例の急性期における高度で専門的な治療を行う施設の市立病院版 

※２ 地域の医療機関や救急隊からの要請に対し、循環器内科医と血管外科医が連携して急性心筋梗塞などの

患者を受け入れ、高度で専門的な治療を行う施設の市立病院版 

※３ 厚生労働大臣が定める地域がん診療連携拠点病院と同等の機能を有するものとして、神奈川県知事が独

自に指定する病院  

●重点項目● 

●重点項目● 
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施 策 代表的な指標 

  

 

 

ア 断らない救急の実践 

イ 救急科医など専門医の増強 

ウ オンコール体制の強化 

エ リプライタイムの短縮 

オ 小児・周産期医療の救急体制の強化 

カ 厚木市消防との連携強化 

キ 救急ワークステーションの継続 

ク 急性期リハビリテーションの充実 

ケ 専門外来の充実 

 

 予算値 
（R3） 

目標値 
（R8） 

救急搬送
件数 5,000 件 5,300 件 

救急 
応需率 90.0％ 92.0％ 

 

 

 

ア 手術、放射線治療、化学療法等の受入体制を 

継続的に強化 

イ がん相談支援センター及び緩和ケア外来の 

安定的な運用 

ウ がん関連の認定看護師、認定薬剤師の増強 

エ ５大がん（肺、大腸、乳、胃、子宮）に加え、 

泌尿器、婦人科領域のがん診療の実践 

オ がん患者歯科医療連携の推進 

カ 妊孕性
にんようせい

温存治療
※５

の実施 

キ がんゲノム医療に関する取組の実施 

（がんゲノム医療連携病院の指定に向けた取組） 

ク ＡＹＡ世代
※６

のがんに関する相談体制の整備 

 

 予算値 
（R3） 

目標値 
（R8） 

がん手術 
件数 450 件 535 件 

がん入院 
患者数 1,650 人 1,950 人 

緩和ケア 
外来件数 24 件 200 件 

がん相談
支援ｾﾝﾀｰ 
相談件数 

100 件 140 件 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※４ 全国どこでも質の高いがん医療を提供できるよう、都道府県知事からの推薦に基づき、厚生労働大臣が

指定する病院のこと。専門的ながん医療や緩和ケアの提供、地域のがん医療を担う医療機関との連携、がん

患者に対する相談支援や情報提供など、質の高いがん医療を提供する役割を担う。 

※５ 生殖機能が低下し、または失われるおそれのあるがん治療に際して、精子、卵子、卵巣組織を採取し、凍

結保存するまでの医療行為や、卵子を採取し、受精させ、胚（受精卵）を凍結保存するまでの医療行為 

※６ Adolescent and Young Adult の略。思春期・若年成人期の世代のこと。  

      脳卒中センターの設置 
      心臓・血管センターの設置 

重 点 
施 策 

 
      地域がん診療連携拠点病院

※４

の指定 
重 点 
施 策 
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項 目 方 針 

 (3) 高齢者に対する診療の

充実 

 

地域包括ケアシステムにお

ける急性期医療を充実させ

ます。 
 

急速に進む高齢社会において、在宅患者の救急時の

受入体制を充実させるとともに、糖尿病などの発症予

防、重症化予防を図ります。 

 

 

 

 

 (4) 小児・周産期医療の充実 

 

安心して子育てできる環境

を確保するため、小児科及び

産科の連携を密にした、24時

間、365 日の診療体制を充実

させます。 
 

小児医療、周産期医療の要として、地域の医療機関と

の連携を密にしつつ、24 時間365 日、安心して医療が

受けられる体制を堅持します。 

 

 

 

 

 

 (5) 災害拠点病院としての

機能充実 

 

あらゆる災害を想定した医

療受入体制を整備するとと

ともに、被災地への医療支援

に努めます。 
 

昨今頻発する風水害に備え、新たな浸水対策を実施

するとともに、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

体制を整えます。 

ＤＭＡＴ体制を維持、強化し、災害時における被災地

への医療支援に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※１ 口から咀しゃくした食べ物などを飲みこみやすい大きさにして喉の奥へ飲みこみ、食道から胃へ送り込

むこと。この機能が低下し、食べ物などが食道ではなく気道に入り込むと誤嚥になる。 
※２ 虚弱。加齢に伴い身体の予備能力が低下し、健康障害を起こしやすくなった状態のこと。 
※３ 筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下している状態のこと。  

●重点項目● 
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施 策 代表的な指標 

ア 嚥下
え ん げ

、
※１

フレイル
※２

、サルコペニア
※３

対応の強化 

イ 口腔ケアの充実 

ウ 退院支援の充実 

エ 認知症ケアチームの設置 

オ 糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肺炎、 

認知症などの予防医療の提供 

 

 

 予算値 
（R3） 

目標値 
（R8） 

嚥下チーム 
回診患者数 150 人 200 人 

歯科 
逆紹介数 250 件 360 件 

 

ア 神奈川県周産期救急医療システム
※４

における 

役割強化 

イ 地域周産期母子医療センター
※５

の認定 

ウ 小児救急医療に対応できる診療体制の維持と 

確実な受入れ 

エ 妊娠・出産から、新生児・乳幼児・小児期 

まで一貫した診療体制の強化 

 

 

 予算値 
（R3） 

目標値 
（R8） 

救急応需
率 (小児) 98.0％ 100.0％ 

分娩件数 250 件 300 件 

ハイリス
ク分娩率 5.5％ 10.0％ 

 

 

 

ア 傷病者受入実地訓練、近隣医療機関との合同 

訓練などの実施 

イ ＤＭＡＴ体制の維持、強化 

ウ 行政や周辺医療機関との連携強化 

エ 災害時に則した災害対策マニュアルやＢＣＰ 

の継続的見直し 

オ 災害時の透析医療の確保 

カ 危機管理部門設置の検討 

 

 

 予算値 
（R3） 

目標値 
（R8） 

ﾄﾘｱｰｼﾞ訓練
等参加人数 － 70 人 

ＤＭＡＴ 
隊数 １隊 ２隊 

※ トリアージ訓練等は、令和４年度か

ら実施予定のため、予算値を記載し

ていません。 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※４ 県内６つのブロック内において、それぞれ「基幹病院」、「中核病院」、「協力病院」として機能別に位置

づけた受入病院を中心とし、分娩時の予期できない急変等に対処し、ハイリスクの妊婦から新生児まで、
高度な医療水準により一貫した対応を24 時間体制で確保するシステムのこと。 

※５ 産科及び小児科（新生児医療を担当するもの）等を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を行うこ
とができる医療施設のこと。  

      浸水対策工事の実施 
重 点 
施 策 
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項 目 方 針 

 (6) 感染症指定医療機関と

しての機能充実 

 

第二種感染症指定医療機関

として、感染症医療に対応し

ます。 
 

公立病院の使命として、感染症患者を積極的に受け

入れることができるよう、非常時を想定した体制整備

を進めます。 

感染拡大期においても、地域の医療体制が維持でき

るよう、救急の受入れを含め、地域の医療機関と協力し

ながら、通常医療の提供が継続してできる体制整備を

進めます。 

 

 

 

 

 (7) 地域の医療機関との連

携及び機能分化の推進 

 

地域医療支援病院として、地

域の医療機関との役割分担・

連携を強化します。 
 

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ます。 

 

 

 

 

 

 

２ 真心のこもった医療の提供 

 

市民の皆様から選ばれる病院

を目指し、全職員が誇りと責

任を持って、患者さん中心の

真心のこもった医療の実践に

努めます。 
 

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ます。 
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施 策 代表的な指標 

ア 感染管理認定看護師の増強 

イ 感染症に係る研修会・講演会の開催 

ウ 院内感染対策チームの更なる育成 

エ 有事に機動的かつ効率的に対応できる体制の 

構築 

オ 院内感染対策の徹底 

カ 感染防止対策の情報共有 

※ 当該体制の維持、整備には追加的な負担が

常にかかることから、国・県・市からの財政

支援等を前提に、連携して対応します。 

 

 

 予算値 
（R3） 

目標値 
（R8） 

感染管理
認定看護
師数 

１人 ２人 

感染症に 
係る研修
会等参加
者数 

100 人 400 人 

 

ア 紹介・逆紹介の更なる推進 

イ 地域のニーズに応える医療の展開 

ウ デジタル化の推進による医療情報の共有 

エ 新たな予約・紹介システムの構築 

オ 医療機器等の共同利用の推進 

カ 地域の医療従事者に対する研修の実施 

キ ホームページ、広報等での情報発信の強化 

 

 

 

 予算値 
（R3） 

目標値 
（R8） 

紹介 
患者数 9,000 人 9,700 人 

紹介率 75.0％ 82.0％ 

逆紹介 
患者数 7,200 人 10,640人 

逆紹介率 60.0％ 90.0％ 
 

ア 患者満足度の継続的な向上 

イ 市民向け公開講座等の実施 

ウ 予約システムの見直しによる待ち時間の解消 

エ 接遇向上研修の実施 

オ チーム医療の推進 

カ 緩和ケアチームの充実 

キ 糖尿病ケアチームの充実 

ク 栄養サポートチームの充実 

ケ 糖尿病透析予防指導管理の実施 

 

 

 予算値 
（R3） 

目標値 
（R8） 

入院患者 
満足度 80.0％ 90.0％ 

外来患者 
満足度 80.0％ 90.0％ 

市民向け
公開講座
参加者数 

250 人 300 人 
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項 目 方 針 

３ 健全な病院経営の推進 

 

経営の効率化を図り、経済性

と公共性の両立を図ります。 
 

市民の皆様に信頼される医療を継続的に提供してい

くため、公営企業として独立採算制を基本とする運営

を意識し、健全な病院経営に向け経営改善アクション

を推進するとともに、政策的医療を安定的に提供しま

す。 

全病院職員のワークライフバランスに考慮した病院

運営を行います。 

 

 

【経営改善アクション
※１

】 
 ＜７つの柱＞ ＜キーワード＞ 

１ 救急 断らない救急 

２ 病床 毎日290 床 

３ 診療体制 地域連携推進 

４ 給与 業績連動・成果主義 

５ 薬品・診療材料 効率使用 

６ 施設基準 新規取得 

７ 経費削減 徹底的実行 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※１ 令和２（2020）年１月に策定した経営改善アクション（Ｐ15 参照）について、新計画においても継続し

て取り組むため、７項目を柱立てしたもの。KPI（P41 参照）において関連付けをする。 
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施 策 代表的な指標 

ア 経営指標の達成 → Ｐ41 

イ 政策的医療の堅持 

ウ 適正な一般会計負担金の確保 

エ 保険診療以外の収入確保の推進 

オ 職員の意識向上につながる成果主義的人事 

評価システムの再構築 

カ 教育機会の提供及びキャリアデザインの支援 

キ 研究活動の支援 

ク 他の医療機関との戦略的な人材交流の実施 

ケ 働き方改革の推進 

(ｱ) 逆紹介の推進による外来業務の負担軽減 

(ｲ) 職場の管理職の意識改革 

(ｳ) 業務プロセスの見直し 

(ｴ) 医師事務作業補助者等の配置によるタスク 

シフトの推進 

(ｵ) チーム医療を推進するための体制整備 

(ｶ) 認定看護師の増員 

(ｷ) 多職種連携の拡大 

(ｸ) 複数主治医制の導入 

(ｹ) 多様な任用形態の推進 

(ｺ) 時間外勤務等の可視化 

(ｻ) デジタル化の推進による業務負担軽減 

 

 予算値 
（R3） 

目標値 
（R8） 

経常収支 
比率 100.6％ 103.2％ 

医業収支 
比率 94.5％ 95.0％ 
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３ 一般会計の負担 

 

(1) 一般会計負担の考え方 

地方公営企業である市立病院は、独立採算制を基本とする運営が求められています

が、救急医療、小児医療、周産期医療、感染症医療などの公共性に基づき提供している

政策的医療に係る経費については、地方公営企業法で、一般会計等において負担するも

のと規定されています。 

今後も、持続可能な病院経営を行いながら、良質で安定した政策的医療を提供するた

めには、これまで以上に収入の確保と支出の縮減を図るとともに、市立病院と市との間

で経費の負担に係る算定基準を設定し、基準に基づく繰入れを行う必要があります。 

一方で、一般会計からの繰入れに基づく政策的医療については、公共性に軸を置き、

市民の皆様から求められる医療を、迅速かつ適正に提供する必要があります。 

 

〇 地方公営企業法 
（経費の負担の原則） 
第 17 条の２ 次に掲げる地方公営企業の経費で政令で定めるものは、地方公共団体の一般

会計又は他の特別会計において、出資、長期の貸付け、負担金の支出その他の方法により負
担するものとする。 
(1) その性質上当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費 
(2) 当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみを

もって充てることが客観的に困難であると認められる経費 
２ 地方公営企業の特別会計においては、その経費は、前項の規定により地方公共団体の一般

会計又は他の特別会計において負担するものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入
をもつて充てなければならない。 

 

(2) 一般会計負担の経費の範囲 

ガイドラインにおいては、市立病院が地域医療の確保のため果たすべき役割を明ら

かにした上で、これに対応して一般会計が負担すべき経費の範囲についての考え方及

び一般会計負担金の算定基準（繰出基準）について記載し、明確にすべきであるとして

います。 

市立病院は、県央二次医療圏における救急医療、小児医療、周産期医療、感染症医療

などの役割を担いながら、健全な病院経営を行うため、市全体の財政状況を勘案しなが

ら、地方公営企業法及び総務省が毎年度定める繰出基準に基づく一般会計負担金の確

保に努めます。  
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表７ 令和３（2021）年度の地方公営企業繰出金に基づく市立病院への繰出基準 

項  目 繰出基準 

病院の建設改良に要する経費 建設改良費及び企業債元利償還金の ２分の１ 

救急医療の確保に要する経費 救急病院又は小児救急医療支援事業を実施する病院における医
師等の待機及び空床の確保等救急医療の確保に必要な経費に相
当する額   
災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設の整
備に要する経費に相当する額   
災害拠点病院等が災害時における救急医療のために行う診療用
具、診療材料、薬品、水及び食料等の備蓄に要する経費に相当
する額 

感染症医療に要する経費 医療法第７条第２項第２号に規定する感染症病床
の確保に要する経費のうち、 これに伴

う収入を
もって充
てること
ができな
いと認め
られるも
のに相当
する額 

リハビリテーション医療に 
要する経費 

リハビリテーション医療の実施に要する経費のう
ち、 

周産期医療に要する経費 周産期医療の用に供する病床の確保に要する経費
のうち、 

小児医療に要する経費 小児医療（小児救急医療を除く。）の用に供する
病床の確保に要する経費のうち、 

高度医療に要する経費 高度な医療の実施に要する経費のうち、 

保健衛生行政事務に要する経費 集団検診、医療相談等に要する経費のうち、 

院内保育所の運営に要する経費 病院内保育所の運営に要する経費のうち、その運営に伴う収入
をもって充てることができないと認められるものに相当する額 

経営基盤強化対策に要する経費 
 

 
医師及び看護師等の研究研修に 
要する経費 

医師及び看護師等の研究研修に要する経費の ２分の１ 

 
共済追加費用の負担に要する 
経費 

共済追加費用の負担額の一部 

 
医師確保対策に要する経費 医師の派遣を受けることに要する経費 

基礎年金拠出金に係る公的負担に 
要する経費 

基礎年金拠出金に係る公的負担額 

児童手当に要する経費 ア ３歳に満たない児童に係る給付に要する経費（ウに掲げる
経費を除く。）の15 分の８ 

イ ３歳以上中学校修了前の児童に係る給付に要する経費（ウ
に掲げる経費を除く。） 

ウ 児童手当法附則第２条に規定する給付に要する経費 

 

表８ 市との取決めによる独自基準 
項  目 繰出基準 

退職給付費相当分 地方公営企業法全部適用以前に勤務していた職員に支給する退
職給付費のうち、市立病院開設後、同法適用以前の期間に相当
する額 

ふるさと納税相当分 市で所管するふるさと納税のうち、市立病院を対象に寄せられ
たふるさと納税の額 
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４ 診療報酬の改定 

 

診療報酬は、医療の進歩や世の中の経済状況とかけ離れないよう、通常２年に一度改定

されます。 

このため、新計画の期間には、令和４（2022）年度、令和６（2024）年度、令和８（2026）

年度と、合計３回の診療報酬改定が見込まれます。 

直近の令和２（2020）年度の改定では、改定の基本的視点と具体的方向性として、医

療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進、患者・国民にとって身近であって、安

心・安全で質の高い医療の実現、医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの

推進、効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上が示されました。特に、

医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進が重点課題とされ、その一環として、

地域医療体制確保加算
※１

が新設されました。 

診療報酬の改定は、時代の流れを映すとともに、病院経営にとっても大きな影響を与え

ることから、改定内容を把握し、柔軟に対応していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※１ 地域の救急医療体制において重要な機能を担うとともに、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資

する取組を実施する体制を評価するもの。算定要件は、救急車などによる搬送件数が年間2,000 件以上で

あることや、「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」の作成など  
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第４章 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

 

１ 地域医療構想の概要 

 

地域医療構想は、高齢化の進展に伴い、医療ニーズが増大する中において、地域の限ら

れた資源を有効に活用し、効率的で質の高い医療提供体制を構築することを目的として、

令和７（2025）年のあるべき医療提供体制の構築に向けた長期的な取組の方向性を示す

ものです。平成 26（2014）年６月に制定された「地域における医療と介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」で改正された医療法の規定により、

各医療機関が担う病床機能を明らかにする病床機能報告制度が始まり、都道府県には、地

域の医療提供体制の将来あるべき姿を示す「地域医療構想」の策定が義務付けられました。 

市立病院が位置する構想区域は、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、

清川村の５市１町１村で、県央二次医療圏と一致しています。人口は約86 万人（令和３

（2021）年６月現在）で、構想区域内の主な医療機能は次のとおりです。 

市立病院は、救急告示病院、災害拠点病院、地域医療支援病院、分娩取扱施設数にそれ

ぞれ該当します。 

 

表９ 二次保健医療圏別の主な医療機能       （平成29（2017）年10 月１日現在） 

二次保健 
医療圏 

医療機能（施設数） 

救命救急 
センター 

救急告示 
病院 

災害拠点 
病院 

がん診療
連携拠点

病院 

緩和ケア
病棟を有
する病院 

地域医療 
支援病院 

分娩取扱 
施設数 

横浜 ９ 60 13 ８ ９ 16 59 

川崎北部 １ 14 ３ １ ０ １ 13 

川崎南部 ２ 12 ３ ２ ３ ３ 14 

相模原 １ 15 ３ ２ １ ２ 13 

横須賀・三浦 ３ 17 ２ １ １ ３ 16 

湘南東部 １ 12 ３ １ ３ ２ 18 

湘南西部 ２ ８ ２ １ ２ ３ 10 

県央 1  19   2  1 1  3   13  

県西 １ 13 ２ １ １ １ ４ 

合計 21 170 33 18 21 34 160 

資料：第７次神奈川県保健医療計画  
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２ 人口推移 

 

(1) 県央構想区域 

県央構想区域の人口は年々減少しており、令和17（2035）年には80 万人を割り込

むと推計されています。 

65 歳以上の人口と全体人口に占める割合の推移は、令和２（2020）年が、21.9 万

人の25.9％に対して、令和 17（2035）年には30.0％を超え、令和27（2045）年は、

26.2 万人の35.4％となる見込みです。特に、75 歳以上の人口は、令和７（2025）年

に13 万人を超え、その後毎年人口が減少していく過程においてもその水準で推移しま

すが、令和17（2035）年には14.5 万人を超える見込みです。 

 

 

 

図10 県央構想区域の人口推移 

 

資料： 国立社会保障・人口問題研究所将来推計人口（2018 年（平成30 年）推計） 
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(2) 厚木市 

厚木市の人口も県央構想区域同様年々減少しており、令和27（2045）年には20 万

人を割り込むと推計されています。 

65 歳以上の人口と全体人口に占める割合の推移は、令和２（2020）年が、8.5 万人

の 25.6％に対して、令和 17（2035）年には 30.0％を超え、令和27（2045）年は、

10.7 万人の35.9％となる見込みです。75 歳以上の人口は、令和２（2020）年の12.1％

から令和27（2045）年には19.7％へと上昇することが見込まれます。 

厚木市の 75 歳以上人口の割合は、令和12（2030）年以降、県央構想区域の割合を

上回る推計となっています。 

 

 
図11 厚木市の人口推移 

 

資料：第２期厚木市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略（令和３年３月策定） 
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３ 県央構想区域の病床状況 

 

神奈川県では、地域ごとに医療需要を踏まえてバランスの取れた医療提供体制を構築

するため、構想区域ごとに医療資源等の状況、基本診療体制や疾患別の医療提供状況、救

急医療及び在宅医療の状況を基に医療需要等の将来推計を行い、令和７（2025）年に必

要となる病床数を算出しています。 

県央構想区域は、人口当たりの病床数が県域で下から２番目に少なく、診療所数におい

ては、県域で最も少なく、医療資源が不足している地域となっています。必要病床数に対

して、全体として病床数が大きく不足しています。 

病床機能では、高度急性期病床、回復期病床、慢性期病床が不足すると推計されていま

す。特に、回復期病床が大きく不足しています。 

 

表10 令和７（2025）年の県央構想区域の必要病床数      ※ カッコ内は構成比 

病床機能 医療需要（人／日） 必要病床数 

高度急性期 406（ ８％） 541（ 10％） 

急性期 1,615（ 33％） 2,071（ 36％） 

回復期 1,667（ 35％） 1,852（ 32％） 

慢性期 1,140（ 24％） 1,239（ 22％） 

合計 4,828（100％） 5,703（100％） 

資料：神奈川県地域医療構想  

 

表11 県央構想区域の令和２（2020）年度病床数        ※ カッコ内は構成比 

病床機能 Ｒ２.７.１ Ｒ７.７.１ 見込み 増 減 

高度急性期  101（ ２％） 131（ ２％） 30  

急性期 3,064（ 56％） 3,066（ 56％） 2  

回復期 1,232（ 22％） 1,230（ 23％） △2  

慢性期 1,048（ 19％） 1,004（ 19％） △44  

休棟中等 39（ １％） 19（ －％） △20  

合計 5,484（100％） 5,450（100％） △34  

資料：令和2 年度病床機能報告制度による神奈川県における医療機能ごとの病床の状況  

 

表12 市立病院の令和２（2020）年度病床機能報告状況 

病床機能 Ｒ２.７.１ Ｒ７.７.１ 見込み 増 減 

高度急性期 10（ ３％） 22（ ６％） 12  

急性期 319（ 94％） 319（ 94％） 0  

休棟中等 12（ ３％） － △12  

合計 341（100％） 341（100％） 0  
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(1) 地域医療構想調整会議 

県構想では、構想区域ごとに地域医療構想調整会議を設置し、病床機能報告制度等で

明らかになる地域の医療提供体制の現状と、地域医療構想で示される各病床機能の将

来の医療需要と必要病床数について認識を共有するとともに、課題の抽出や方策等を

協議しています。 

国では、公立・公的医療機関等については、地域の医療需要等を勘案し、地域の民間

医療機関では担うことができない機能（高度急性期・急性期医療や不採算部門、過疎地

等の医療提供等）に重点化するよう、将来に向けた担うべき役割や病床数の具体的対応

方針を策定し、地域医療構想調整会議で合意されるよう取組を推進しています。 

 

(2) 公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証 

厚生労働省は「地域医療構想に関するワーキンググループ」における議論を踏まえ、

令和元（2019）年9 月に具体的対応方針の再検証を要請する公立・公的医療機関名を

公表し、令和 2（2020）年 1 月に都道府県に対して再検証等の通知を行いました。 

これを受け、神奈川県では、当該地域の地域医療構想調整会議等で議論を開始し、対

象医療機関の再検証結果について取りまとめています。 

再検証の結果、対象医療機関の取組の方向性に大きな変更は生じていません。また、

見直さないとした医療機関は、既に医療機能の見直し等の取組を進めており、こうした

取組は地域医療構想調整会議でも妥当と評価されています。 

 

 

４ 県構想等における現状と課題 

 

(1) 救急医療 

県央構想区域の二次救急医療のエリアは、厚木地域（厚木市、愛川町、清川村）、大

和地域（大和市）、海老名地域（海老名市）、座間綾瀬地域（座間市、綾瀬市）の４地域

で運営されています。 

また、県内で唯一、３次救急が空白の地域でしたが、平成29（2017）年４月に海老

名総合病院が救命救急センターを開設したことで解消されました。 

今後、75 歳以上の高齢者が増加することから、救急搬送は増加することが見込まれ

ています。また、県構想を進める中で、急性期病床から回復期病床等への転換が進むこ

とにより、救急機能が低下する可能性も否定できません。 

このため、急性期病床の削減は、救急患者の受入れはもとより、在宅医療患者の急変

時の受入れなども困難になりかねない状況となることから、引き続き、救急医療の維

持・強化が課題となっています。 
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(2) 小児医療・周産期医療 

少子化、核家族化、夫婦共働き世帯の増加、さらには、出生数の減少、高齢出産の増

加といった社会情勢や家庭環境の変化などにより、子どもを産み、育てる環境は大きく

変化しています。安心して子どもを産み、育てることができる環境を整備するためには、

妊産婦の高齢化に伴うハイリスク分娩
※１

や低出生体重児
※２

及び極（超）低出生体重児
※３

の増

加への対応、夜間・休日の小児救急医療体制や重篤な小児救急患者の医療提供体制の確

保・充実が求められています。 

現状でも不足している小児医療・周産期医療は、医療人材の不足等により、今後も機

能強化が最も必要とされていることから、医療需要を考慮しつつ、必要な病床の確保や

連携体制の構築に向けた取組が求められています。 

 

(3) がん、脳梗塞、急性心筋梗塞 

がんの患者数は、令和７（2025）年には平成22（2010）年の863 人に比べて1.3

倍の1,118 人に、脳梗塞は502 人に比べて1.81 倍の906 人に、実数は少ないものの

急性心筋梗塞も1.45 倍と大幅に医療需要が増加すると推計されています。 

一方で、地域内に高度医療・先進的な医療を提供する特定機能病院や大学病院がない

ことから、拠点となる病院の整備とともに、医療連携体制の構築に向けた取組が求めら

れています。 

 

(4) 地域包括ケアシステム 

県央構想区域における在宅医療の患者数は、平成 25（2013）年の 6,826 人と比較

すると、令和７（2025）年には 1.54 倍の 10,525 人に増加すると推計されており、

認知症を含む精神疾患を持つ高齢者が増加すると想定されています。 

一方で、人口10 万人当たりの在宅療養支援診療所、訪問看護ステーション、在宅歯

科サービスを実施している歯科診療所、訪問薬剤管理指導を行う事業所、在宅看取りを

実施している病院・診療所数は県全体の数値を下回っています。 

いつまでも、住み慣れた地域で安心して暮らせるような在宅医療連携拠点の整備、医

療と介護の連携、在宅医療を支える診療所と後方支援病院とのネットワークづくり、情

報のネットワーク化の検討など、地域包括ケアシステムの構築が求められています。 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※１ 妊娠22 週から32 週未満の早産、40 歳以上の初産婦、分娩前のBMI が35 以上の初産婦、妊娠高血圧

症候群重症、常位胎盤早期剥離、双胎間輸血症候群などのいずれかを合併する妊産婦のこと。 

※２ 生まれてきたときの体重が2,500g 未満の新生児 

※３ 生まれてきたときの体重が極低出生体重児は1,500g 未満、超低出生体重児は1,000g 未満の新生児 
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(5) 新興感染症への対応 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、医療提供体制に多大な影響を及ぼし、局所

的な病床・人材不足の発生、感染症対応も含めた医療機関間の役割分担・連携体制の構

築、マスク等の感染防護具や人工呼吸器等の医療用物資の確保・備蓄など、地域医療の

様々な課題が浮き彫りとなりました。 

このため、機動的に対策を講じられるようにするには、基本的な事項について、あら

かじめ地域の行政・医療関係者の間で議論・準備する必要があります。 

感染拡大時の短期的な医療需要には、各都道府県の「医療計画」に基づき機動的に対

応することが求められています。 

 

(6) デジタル化  

国は、経済財政運営と改革の基本方針2020（令和２年７月17 日閣議決定）を受け、

データヘルスの集中改革プランを示しています。この中で、全国で医療情報を確認でき

る仕組みの拡大、電子処方箋の仕組みの構築、自身の保健医療情報を活用できる仕組み

の拡大の３点について、令和４（2022）年度までに集中的に実行するとしています。 

令和３（2021）年６月にはデータヘルス改革
※１

に関する工程表が示され、マイナポー

タル
※２

等を通じて、自身の保健医療情報を把握できるようにするとともに、ユーザーイン

ターフェースにも優れた仕組みを構築するとしています。また、患者本人が閲覧できる

情報（健診情報やレセプト・処方箋情報、電子カルテ情報、介護情報等）は、医療機関

や介護事業所でも閲覧可能とするとしています。 

経済財政運営と改革の基本方針 2021（令和３年６月 18 日閣議決定）においても、

オンライン診療の実施要件や周辺環境の整備について盛り込まれており、今後急速に

推進されるデジタル化に対応していく必要があります。 

 

(7) その他 

県央構想区域は、外国籍の方の居住割合が2.5％と高く、県全体の数値1.9％、全国

の数値1.7％を上回っています。 

外国籍の方も、安心して受診できる診療体制を整備することが求められています。 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※１ 世界に例を見ない早さで進行する高齢化への対応と国民の健康寿命の更なる延伸及び効果的・効率的な

医療・介護サービスの提供に向け、膨大な健康・医療・介護のデータを整理し、徹底的に収集・分析して、

これからの健康・医療・介護分野の ICT の利活用が「供給者目線」から「患者、国民、利用者目線」にな

るよう、ICT インフラを作り変え、健康・医療・介護施策のパラダイムシフトを実現するため、大規模な健

康・医療・介護の分野を有機的に連結したICT インフラ整備の取組 

※２ 政府が運営するオンラインサービス。子育てや介護をはじめとする、行政手続の検索やオンライン申請

がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを受け取れたりする、自分専用のサイトのこと。 
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５ 県構想等を踏まえた市立病院の役割 

 

(1) 救急医療の強化 

市立病院は、高度急性期・急性期を担う基幹病院として、今後も増加が見込まれる救

急搬送について、「断らない救急」の方針のもと、中心的な役割を担います。 

  

 

(2) 小児医療・周産期医療の維持・強化 

小児医療については、相模川を挟んだ県央構想区域の西側では、唯一の入院病床を保

有する病院であることから、その役割は重大です。 

一方で、市立病院の小児科病棟の利用率は低調です。地域の需要に十分に応えられる

体制を維持することが重要ですが、需要を過大に見積もることは経済性に反します。小

児医療については、政策的医療として堅持することを基本としますが、年少人口の減少

とそれに伴う小児医療の需要についてしっかりと検証し、適正な規模で運営していく

ことが必要であると考えます。 

 

表13 小児科病棟の稼働状況 

 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 

病床数 28 床 

延べ患者数 6,010 人 5,852 人 5,008 人 2,586 人 

病床利用率 58.1％ 57.3％ 48.9％ 25.3％ 

※ 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対応に伴う稼働及び休止病床を含みます。 

 

また、周産期医療については、妊産婦の高齢化が進み、ハイリスクとされる妊娠・分

娩や早産の増加が今後も見込まれることから、神奈川県周産期救急医療システムにお

ける中核的な役割を担うための体制確保が必要であると考えます。 

「子育て環境日本一」を目指す厚木市において、小児医療・周産期医療を担う市立病

院の役割は重大であり、今後も政策的医療として、市民の皆様が求める需要に応えられ

る体制を維持、強化していきます。 

  

基本方針：急性期医療の充実（Ｐ18・19） 

基本方針：小児・周産期医療の充実（Ｐ20・21） 
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(3) がん、脳梗塞、急性心筋梗塞への対応 

構想区域内には、地域がん診療連携拠点病院として大和市立病院、神奈川県がん診療

連携指定病院として東名厚木病院があります。 

この区域は、がん入院の完結率が低い傾向があることから、地域がん診療連携拠点病

院の指定に向けた取組を進めることで、身近な市立病院で高度ながん医療が受けられ

る体制を整備するとともに、脳卒中センターや心臓・血管センターを設置し、脳卒中や

急性心筋梗塞等の受入体制を強化することで、高度急性期・急性期を担う基幹病院とし

ての役割を果たします。 

なお、構想区域内に高度医療・先進的な医療を提供する特定機能病院や大学病院があ

りませんが、西に東海大学医学部附属病院、北に北里大学病院がある地理的特性をいか

し、これらの病院との連携についても十分に取り組む必要があると考えます。 

  

 

(4) 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 

地域包括ケアシステムとは、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・介護予防・生

活支援が一体的に提供される高齢者を対象とした仕組みです。 

市立病院は、地域医療支援病院として、地域での完結型医療実現に向け、医療機関

との連携強化、機能分化促進に努めるとともに、急性期医療の核としての役割を果た

すことを目指します。地域で入院医療が必要となった方を速やかに受け入れ、患者さ

んの生活を考慮した質の高い医療を提供し、退院後の生活にスムーズに移行できるよ

うな支援体制を充実していく必要があると考えます。 

また、厚木市が推進する子どもから高齢者まで、誰もが住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最期まで続けることができる「地域包括ケア社会」の実現に向けても、

急性期医療の核としての役割を果たします。 

  

  

基本方針：急性期医療の充実、がん診療の充実（Ｐ18・19） 

基本方針：地域の医療機関との連携及び機能分化の推進（Ｐ22・23） 
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(5) 新興感染症への対応 

市立病院は、県央構想区域唯一の感染症指定医療機関であり、その役割は重大です。 

新型コロナウイルス感染症に対しても、各種感染症対策を講じながら、専用病床を拡

大し、県の重点医療機関としての役割を担っています。 

今後も、市民の安心・安全を守るため、国・県・市との連携を図りながら、新興感染

症に備えていくことが必要であると考えます。 

なお、新興感染症への対応については、第８次神奈川県保健医療計画（令和６（2024）

年度～令和11（2029）年度）からの追加が予定されていることから、今後の動向を注

視する必要があります。 

  

 

(6) デジタル化の推進 

国は、令和４（2022）年度の運用開始を目指し、効率的かつ迅速にデータヘルス改

革を進めることで、新たな日常にも対応するデジタル化を通じた社会保障の構築を進

めています。 

市立病院は、マイナンバーカードを活用した保険証の資格確認のほか、処方箋発行の

オンライン化の環境づくり、地域医療機関とオンラインによる退院調整等の環境づく

りなど、デジタル化の推進に向け、積極的に研究していきます。 

また、デジタル技術の活用においては、患者サービスの高度化に加え、医療従事者の

負担軽減も期待できることから、働き方改革の推進におけるデジタル技術の導入につ

いても、積極的に研究していきます。 

  

 

(7) その他 

市立病院は、外国籍の方も安心して質の高い医療が受けられるよう、通訳ボランティ

アの配置やデジタル機器の活用などを進めるとともに、行政とも連携しながら、必要な

時に必要な医療が受けられる体制を整えていきます。 

  

 

基本方針：感染症指定医療機関としての機能充実（Ｐ22・23） 

基本方針：健全な病院経営の推進（Ｐ24・25） 

基本方針：生命と健康を守るための安全で良質な医療の提供（Ｐ18～23） 

真心のこもった医療の提供（Ｐ22・23） 
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図 12 県構想等を踏まえた市立病院の役割 
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６ SDGs（持続可能な開発目標）の取組 

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）は、平成27（2015）年９

月の国連サミットで採択された｢持続可能な開発のための 2030 アジェンダ｣に記載され

た平成28（2016）年から令和12（2030）年までの国際目標です｡ 

持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するための17 のゴール・169 のターゲッ

トから構成され､地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。 

市立病院は、SDGs の視点からも、取組を推進していきます。 

 

 表14 

主な取組内容 目標 

・安全で良質な医療の提供 

・健全な病院経営の推進 

・地域包括ケアシステムの構築 

   

・市民向け講演会の実施 

・地域医療従事者向け研修の実施 

・看護師等奨学金貸付の実施 
 

・太陽光発電設備の稼働 

・医療機器等更新時の省エネルギー化 

 

・働き方改革の推進 

・患者満足度の継続的な向上 

・キャリア支援活動の充実 

・研修受講や資格取得の支援    

・病院食における地産地消の推進 

・災害用備蓄食材の定期利用 

・食品廃棄物（病院食）の資源化 
 

・災害拠点病院としての機能充実 

・DMAT 体制の維持、強化 

 

 

５ ジェンダー平等を 
実現しよう 

８ 働きがいも 
経済成長も 

10 人や国の不平等 
をなくそう 

12 つくる責任 
つかう責任 

13 気候変動に 
具体的な対策を 

３ すべての人に 
健康と福祉を 

11 住み続けられる 
まちづくりを 

17 パートナーシップで 
目標を達成しよう 

４ 質の高い教育を 
みんなに 

７ エネルギーをみんなに 
そしてクリーンに 
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第５章 経営の効率化 

 

１ 経営指標に関するＫＰＩ
※１

 

表15 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※１ Key Performance Indicator の略で、重要業績評価指標のこと。実施した施策・事業の進捗状況や効果

を検証する際に、達成の度合いを測るために設定する指標  

 ＫＰＩ 
単 
位 

Ｒ３年度 
（当初予算） Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

収
支
改
善 

経常収支比率 ％ 100.6 101.8 102.0 102.4 102.9 103.2 

医業収支比率 ％ 94.5 93.5 94.0 94.5 94.9 95.0 

累積欠損比率 ％ 60.5 49.7 47.3 43.9 39.9 35.6 

収
入
確
保 

病床利用率（一般病床） ％ 85.0 83.6 83.6 85.0 85.0 85.0 

入院単価 円 64,400 64,700 65,300 65,800 66,600 67,500 

外来単価 円 18,000 18,000 18,300 18,700 19,100 19,500 

手術件数 件 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

患
者
確
保 

救急搬送件数 件 5,000 5,180 5,230 5,300 5,300 5,300 

救急応需率 ％ 90.0 90.0 91.0 92.0 92.0 92.0 

紹介患者数 人 9,000 9,580 9,650 9,670 9,690 9,700 

紹介率 ％ 75.0 78.5 79.5 80.0 81.0 82.0 

逆紹介患者数 人 7,200 9,760 10,010 10,280 10,470 10,640 

逆紹介率 ％ 60.0 80.0 82.5 85.0 87.5 90.0 

経
費
削
減 

給与費比率 ％ 54.0 55.2 55.1 54.3 53.9 53.3 

材料費比率 ％ 23.3 23.3 23.4 23.4 23.4 23.4 

経費比率 ％ 17.9 18.5 18.1 18.1 18.1 18.0 

質
の
向
上 

期間Ⅱ以内退院割合 ％ 65.0 70.0 70.0 72.0 73.0 75.0 

１日当たり外来患者数 人 700 650 647 644 640 635 

入院満足度 ％ 80.0 85.0 85.0 85.0 90.0 90.0 

外来満足度 ％ 80.0 85.0 85.0 85.0 90.0 90.0 

小
児
・
周
産
期 

救急応需率（小児） ％ 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

分娩件数 件 250 250 250 270 270 300 

ハイリスク分娩率 ％ 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 
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２ 目標達成に向けた考え方・取組 

 

(1) 収支改善 

 

ＫＰＩ 考え方 

経常収支比率 

 

経常収支比率 ＝ 
（医業収益＋医業外収益） 

（医業費用＋医業外費用） 
× 100 

 

医業費用、医業外費用に対する医業収益、医業外収益の割合を示し、

通常の病院活動による収益状況を示す指標となります。 

持続可能で健全な経営を実現するため、単年度黒字を継続していく

ことを前提とします。 

医業収支比率 

 

医業収支比率 ＝ 
 医業収益  

 医業費用  
× 100 

 

病院の本業である医業活動から生じる医業費用に対する医業収益

の割合を示し、医業活動における経営状況を判断する指標となりま

す。 

独立採算制を原則とし、地方公営企業の経済性を発揮するため、公

共性を担う市の負担金を含め、100％に近付けることを目標とします。 

累積欠損比率 

 

累積欠損比率 ＝ 
 累積欠損金（当年度末未処理欠損金） 

医業収益 
× 100 

 

医業収益に対する累積欠損金の状況を示す指標となります。健全な

経営には累積欠損金が発生していないことが必要となりますが、平成

26（2014）年度以降、毎年度多額の未処理欠損金を計上してきたこ

とから、解消には相当な期間を要します。 

単年度黒字の継続と医業収益の増大により、計画期間中に 40％以

下とすることを目標とします。 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※ KPI の欄に記載のアクション番号は、経営改善アクション（P24 参照）の項番を示します。 

  



- 43 - 

 

 

 

(2) 収入確保 

 

ＫＰＩ 考え方・取組内容 

 

 

 

病床利用率 

（一般病床） 

 

病床利用率 ＝ 
 年延べ入院患者数（一般病床） 

年延べ病床数（一般病床） 
× 100 

 

病院は、病床数に応じた職員配置を行っていることから、その経費

に相応する診療収入を得る必要があります。 

経営の安定化を図るため、救急や紹介等を通じた新規入院患者を継

続的に確保するとともに、ベッドコントロールの円滑化や日曜入院、

月曜手術などの取組を継続的に実施し、早期に 85％以上とすること

を目標とします。 

 

 

入院単価 

DPC
※１

を導入している市立病院において、入院単価は、提供している

医療の質を表しているとも言えます。 

身近な市立病院で高度な医療が受けられるよう、職員のスキルを向

上させるとともに、各種施設基準の取得や DPC 上での最適な入院期

間での医療提供を行うことにより、更なる向上を図ります。 

 

外来単価 

紹介患者や救急外来患者など、専門的治療や高度な医療を必要とす

る患者さんを中心に診療する体制を継続し、病状が落ち着き、地域の

医療機関での対応が望ましい医療については逆紹介を積極的に推進

することで、更なる向上を図ります。 

手術件数 

高度急性期・急性期医療を担う病院として、８室ある手術室を効率

的に活用することで、地域で必要とされる高度な医療を提供するとと

もに、安定した手術件数を確保します。 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※１ Diagnosis Procedure Combination の略で、従来の診療行為ごとの点数をもとに計算する「出来高払

い方式」とは異なり、病名や治療内容に応じて診断群分類し、分類毎に１日当たりの入院費用を定めた医

療費の計算方式のこと。  

アクション ２ 

アクション ６ 

アクション ３ 
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(3) 患者確保 

 

ＫＰＩ 考え方・取組内容 

 

 

救急搬送件数 

 

救急応需率 ＝ 
 救急応需件数  

 救急要請件数 
× 100 

 

救急告示病院として、二次救急医療機関としての役割を果たすた

め、緊急の手術や入院を必要とする重症患者に積極的に対応します。 

市立病院の救急受入れの中心となる厚木市消防の搬送件数は、令和

２（2020）年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により減少し

たものの、平成 30（2018）年度以降、令和元（2019）年度も年間

11,000 件を超えています。搬送者の半数以上は高齢者が占めている

ことから、今後も増加していくことが想定されます。 

市民の安心・安全を守るためにも積極的に救急搬送患者を受け入れ

る体制を整え、「断らない救急」の方針のもと、地域の救急医療を牽引

します。 

 

 

救急応需率 

 

 

紹介患者数 

------------- 

紹介率 

 

紹 介 率 ＝ 
 初診紹介患者の数  

 初診患者の数  
× 100 

 

逆紹介率 ＝ 
 逆紹介患者の数  

 初診患者の数  
× 100 

※ 初診患者からは、救急車等により搬入された初診患者及び休日又は夜間に

受診した初診の救急患者を除きます。 

 

紹介患者は、市立病院を受診した初診患者のうち、地域の医療機関

から紹介状を持参した患者さんのことで、紹介率は、その割合を示し

ます。 

逆紹介患者は、市立病院から地域の医療機関へ紹介した患者さんの

ことで、逆紹介率は、その割合を示します。 

患者さんや地域の医療機関から選ばれる病院になるための取組を

進めることと合わせ、地域包括ケアシステムの構築に向け、地域医療

支援病院として、引き続き、地域の医療機関と「顔と顔の見える関係」

の構築に努めることで連携を強化し、紹介患者を確保するとともに、

積極的に逆紹介を推進することで病診連携を深化させます。 

 

 

逆紹介患者数 

------------- 

逆紹介率 

  

アクション １ 

アクション １ 

アクション ３ 

アクション ３ 
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(4) 経費の適正化 

 

ＫＰＩ 考え方・取組内容 

 

 

 

 

 

給与費比率 

 

給与費比率 ＝ 
 職員給与費  

医業収益 
× 100 

 
医業収益の中で職員給与費が占める割合を示す指標となります。 

病院は人的サービスが主体となる事業であることから、費用の中で

職員給与費が最も高い割合を占めます。 

市立病院は、新病院の整備に当たり、医師・看護師を積極的に採用

した経緯から、給与費比率は高いものとなっています。 

人材は病院にとって最大の「財産」であり、病院運営において根幹

をなす柱です。安易な削減ではなく、貢献度に応じた業績給の支給、

業績連動や成果主義を前提とした各種手当の見直し、医業収益の増

加、デジタル技術の活用などにより、同規模公立黒字病院の全国平均

52.8％（令和元（2019）年度）を目安とし、適正化を図ります。 

 

 

 

 

材料費比率 

 

材料費比率 ＝ 
   材料費    

医業収益 
× 100 

 
医業収益の中で材料費が占める割合を示す指標となります。 

薬品費等を含む材料費は、費用の中で職員給与費に次ぐ高い割合を

占めます。免疫チェックポイント阻害薬など、高額な薬品を用いた診

療が増加しており、材料費は年々増加する傾向にありますが、後発医

薬品の使用促進のほか、専門部署による管理など、費用に対する医業

収益とのバランスを保つことで、同規模公立黒字病院の全国平均

24.2％（令和元（2019）年度）を目安とし、医療の質の高度化と費用

の適正化を図ります。 

 
 
 
 

経費比率 

 

経費比率 ＝ 
    経費     

医業収益 
× 100 

 
医事業務、給食業務、清掃業務、警備業務など、業務委託化を進め

ることで給与費比率が低下する一方、委託比率が増加します。 

人的サービスの委託化、高額医療機器の保守委託など、病院運営に

おいて欠かせない経費が過度に増加しないように、医業収益とのバラ

ンスを保つことで、費用の適正化を図ります。 

なお、経費比率については、委託比率などにより他院比較が難しい

ことから、令和３年度当初予算における比率を目安とします。 
  

アクション ４ 

アクション ５ 

アクション ７ 
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(5) 質の向上 

 

ＫＰＩ 考え方・取組内容 

期間Ⅱ以内 

退院割合 

 

期間Ⅱ以内退院割合 ＝ 期間Ⅰ退院割合 ＋ 期間Ⅱ退院割合  
 

DPC では入院期間に応じ、診療報酬を加算したり減算したりする仕

組みとなっており、標準となる入院期間Ⅱは、DPC ごとの全国平均の

在院日数となっています。 

全国平均となる入院期間Ⅱを目安として医療を提供することによ

り、入院患者の負担軽減と入院期間の適正化を図ります。 

１日当たり 

外来患者数 

地域医療支援病院としての役割を明確にし、二次救急を担う地域の

中核病院として、高度急性期及び急性期の入院を中心とした診療を行

うことを柱として逆紹介を推進することで、外来患者数自体は抑制を

図ります。 

外来患者数を適正な水準にすることで、質の高い医療を安定的に提

供するとともに、外来患者の満足度向上、さらには医師等の負担軽減

を図ることで、働き方改革を推進します。 

なお、小児科を始めとする政策的医療については、いつでも安心し

て受けられる体制を整備します。 

入院満足度 

 

満足度 ＝ 
総合的な満足度５項目やや満足以上の合計数  

総合的な満足度５項目の総回答数 
× 100 

 

市民の皆様や患者さんから寄せられた意見や要望を、診療や施設の

改善、接遇の向上、医療安全などに役立て、患者さんやその家族と病

院職員との信頼関係の向上に努めます。 

患者満足度を継続的に向上させることで、市民の皆様から選ばれる

病院、必要とされる病院を目指します。 

なお、施設面においては、新たな投資を前提とするのではなく、最

少の経費で最大の効果を挙げることを最優先に検討します。 

外来満足度 
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(6) 小児医療・周産期医療の維持・強化 

 

ＫＰＩ 考え方・取組内容 

 

 

 

救急応需率 

（小児） 

 

救急応需率（小児） ＝ 
 小児救急応需件数  

小児救急要請件数 
× 100 

 

メジカルセンターや地域の医療機関との連携を強化し、課題となっ

ている夜間・休日の小児救急患者や重篤な小児救急患者の受入体制を

確保します。 

市立病院が地域における小児救急の「砦」として常に機能すること

で、「子育て環境日本一」に向けて、安心して子どもを育てられる環境

を整えます。 

分娩件数 

県内では産科医師不足により、分娩を取り扱う施設が少しずつ減少

している中で、市内においては、ある程度確保されている状況です。 

今後においても、自分が住む地域で安心して子どもを産み、育てる

ことができる環境を整備するため、産科医師を継続的に確保するとと

もに、小児科を始めとする他の診療科との連携を強みとして、総合病

院ならではの体制を提供することで、市民の皆様が安心・安全に分娩

できる環境を確保します。 

ハイリスク 

分娩率 

妊産婦の高齢化が進むことで、ハイリスク妊娠
※１

、ハイリスク分娩や

早産が増加する傾向があります。 

市立病院は、自分が住む地域で安心して子どもを産める環境を確保

するため、ハイリスク分娩を積極的に受け入れる体制を整備するとと

もに、緊急時の母体搬送
※２

に係る体制を確立させます。 

なお、指標とする分娩率は上昇していくことを前提としています

が、率の上昇よりも、積極的に受け入れることに重点を置きます。 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※１ 妊娠22 週から32 週未満の早産、妊娠高血圧症候群重症、前置胎盤、妊娠30 週未満の切迫早産、多胎

妊娠、子宮内胎児発育遅延、心疾患、糖尿病、甲状腺疾患などのいずれかを合併する妊婦のこと。 

※２ 妊娠中や分娩時に母体、胎児の状態が悪化したり、悪化したりすることが予測される場合に、母児の安

全を図るため、母体を高次医療機関に搬送すること。  

アクション １ 
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３ 収支計画 

 

(1) 収益的収支 

現計画では、令和元（2019）年度に過去最大の経常損失を計上したものの、令和２

（2020）年度には経営改善アクションに基づく取組や新型コロナウイルス感染症に関

連する補助金を確保したことで大幅に改善し、経常黒字となりました。 

また、令和３（2021）年度予算においては、経営改善アクションの実行による収入

の確保及び経費等の大幅な見直しにより、当初予算で10 年ぶりとなる黒字予算を編成

しています。 

収益的収支は、現計画では、令和５（2023）年度の黒字転換を目指していましたが、

新計画では、これまでに示してきた各種取組による収益の確保と経費等の削減を推進

することで、経常黒字を継続していく計画とします。 

なお、費用において半分以上を占める給与費については、給与費比率の適正化に向け

た各種取組の実行とともに、職員総数の上限を示すことで、全体的な抑制を図る計画と

します。 

 

 

表16 職員数の推移        （単位：人） 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 

医師 70 70 71 71 71 71 71 
看護師 316 316 335 335 335 335 335 
医療技術 102 100 107 107 107 107 107 
事務 28 29 27 27 27 27 27 

小 計 516 515 540 540 540 540 540 
再任用 8 7 11 14 13 15 17 
会計年度 228 262 244 241 242 240 238 

合 計 752 784 795 795 795 795 795 
※ 令和２年度は、年度末の実数 

※ 令和３年度は、年度末の実数見込み 

※ 令和４年度以降は、育休等を含む年度末の見込み人数 
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表17 収益的収支      （単位：千円、税込み） 

区  分 Ｒ２年度 
（実績） 

Ｒ３年度 
（補正後） 

Ｒ４年度 
（計画） 

Ｒ５年度 
（計画） 

Ｒ６年度 
（計画） 

Ｒ７年度 
（計画） 

Ｒ８年度 
（計画） 

１ 経常収益 12,108,445 12,888,064 11,728,011 11,782,139 11,999,263 12,165,661 12,359,305 

 (1) 医業収益 8,797,929 9,318,973 10,464,135 10,544,975 10,757,035 10,886,583 11,043,897 

  ア 入院収益 5,111,824 5,758,970 6,730,417 6,811,443 6,964,930 7,049,610 7,144,875 

  病床利用率 62.8% 71.8% 83.6% 83.6% 85.0% 85.0% 85.0% 

  診療単価 64,500 64,400 64,700 65,300 65,800 66,600 67,500 

  延べ患者数 79,253 89,425 104,025 104,310 105,850 105,850 105,850 

  診療日数 365 365 365 366 365 365 365 

  イ 外来収益 2,451,623 2,642,640 2,843,100 2,877,144 2,926,400 2,958,208 2,984,182 

  １日当たり患者数 601 650 650 647 644 640 635 

  診療単価 16,781 16,800 18,000 18,300 18,700 19,100 19,500 

  延べ患者数 146,071 157,300 157,950 157,221 156,492 154,880 153,035 

  診療日数 243 242 243 243 243 242 241 

  ウ 他会計負担金 1,059,744 703,180 666,444 651,388 655,705 663,765 689,840 

  エ その他医業収益 174,738 214,183 224,174 205,000 210,000 215,000 225,000 

 (2) 医業外収益 3,310,516 3,569,091 1,263,876 1,237,164 1,242,228 1,279,078 1,315,408 

  ア 他会計負担金 299,635 509,772 662,727 652,675 654,700 654,679 654,023 

  イ その他医業外収益 3,010,881 3,059,319 601,149 584,489 587,528 624,399 661,385 

２ 経常費用 11,005,330 11,714,102 11,525,600 11,551,781 11,721,906 11,818,302 11,970,767 

 (1) 医業費用 10,779,057 11,356,755 11,186,033 11,213,250 11,381,226 11,477,485 11,630,691 

  ア 給与費 5,631,048 5,799,469 5,780,417 5,809,658 5,840,105 5,867,750 5,891,643 

  イ 材料費 2,061,371 2,495,944 2,441,112 2,470,453 2,522,150 2,551,853 2,582,767 

  ウ 経費 1,857,613 1,916,119 1,934,770 1,908,551 1,944,179 1,968,034 1,987,321 

  エ 減価償却費 1,131,221 1,045,146 927,269 904,066 954,255 961,772 1,045,591 

  オ その他 97,804 100,077 102,465 120,522 120,537 128,076 123,369 

 (2) 医業外費用 226,273 357,347 339,567 338,531 340,680 340,817 340,076 

  ア 支払利息 104,840 105,358 104,817 102,531 104,680 104,817 104,076 

  イ その他 121,433 251,989 234,750 236,000 236,000 236,000 236,000 

経 常 損 益 1,103,115 1,173,962 202,411 230,358 277,357 347,359 388,538 

 特別利益 223,986 28,200 14,989 11,120 18,860 55,980 59,560 

 特別損失 212,041 28,891 29,400 30,000 30,000 30,000 30,000 

特 別 損 益 11,945 △ 691 △ 14,411 △ 18,880 △ 11,140 25,980 29,560 

純 損 益 1,115,060 1,173,271 188,000 211,478 266,217 373,339 418,098 
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(2) 資本的収支 

資本的収支は、新病院建設に係る企業債償還金及び医療機器の更新に伴う建設改良

費の大幅な増加が見込まれます。 

特に、建設改良費については、電子カルテシステムの更新のほか、これまでに整備し

てきた医療機器の更新に伴い、今後 10 年間だけでも、50 億円を超える費用が必要と

なる見込みです。また、病院建物についても、定期的な維持補修が必要となります。 

さらに、令和６（2024）年度以降に本格化する他会計借入金償還金に備える必要も

あることから、建設改良費については、市立病院の規模と役割に見合った範囲で、維持、

更新していく計画とします。 

 

表18 資本的収支      （単位：千円、税込み） 

区  分 Ｒ２年度 
（実績） 

Ｒ３年度 
（補正後） 

Ｒ４年度 
（計画） 

Ｒ５年度 
（計画） 

Ｒ６年度 
（計画） 

Ｒ７年度 
（計画） 

Ｒ８年度 
（計画） 

収 

入 

負担金 574,729 475,315 540,676 517,493 509,768 645,019 723,846 

企業債 186,000 148,300 251,500 766,400 794,100 826,600 715,400 

その他 147,861 49,387 5,824 2 634 4,198 18,195 

収  入  計 908,590 673,002 798,000 1,283,895 1,304,502 1,475,817 1,457,441 

支 

出 

建設改良費 394,468 244,315 346,324 847,117 943,951 979,325 870,243 

企業債償還金 674,070 714,304 760,454 828,640 743,942 911,437 1,066,845 

他会計借入金償還金 33,240 33,287 33,334 36,737 140,141 240,188 240,235 

投資 95,728 122,824 96,888 64,781 64,831 64,881 64,927 

支  出  計 1,197,506 1,114,730 1,237,000 1,777,275 1,892,865 2,195,831 2,242,250 

差  引 △ 288,916 △ 441,728 △ 439,000 △ 493,380 △ 588,363 △ 720,014 △ 784,809 

 

(3) 現金残高、累積欠損金 

現金残高については、収益的収支が黒字化する一方で、資本的支出が増加することか

ら、厳しい収支が見込まれますが、経営の健全化を図るため、新計画中はもとより、今

後10 年間において、現在の現金残高を維持することを前提とした計画とします。 

また、累積欠損金は、収益的収支の黒字化により、毎年度減少していきます。 

 

表19 現金残高、累積欠損金     （単位：千円、税込み） 

区  分 Ｒ２年度 
（実績） 

Ｒ３年度 
（補正後） 

Ｒ４年度 
（計画） 

Ｒ５年度 
（計画） 

Ｒ６年度 
（計画） 

Ｒ７年度 
（計画） 

Ｒ８年度 
（計画） 

現金残高 1,711,100 3,226,031 4,001,036 4,273,494 4,545,183 4,733,458 4,940,289 

累積欠損金 6,559,049 5,385,778 5,197,778 4,986,300 4,720,083 4,346,744 3,928,646 
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第６章 再編・ネットワーク化、経営形態 

 

１ 再編・ネットワーク化 

 

県央構想区域は、相模川で東西に分断されており、病院等の立地は東側に多く分布して

いる中で、市立病院は、西側に位置する厚木市を中心とした医療を担い、地域の医療機関

と連携し地域医療を確保しています。 

地域の医療機関との統合、再編等については、地域医療構想調整会議等での検討状況も

踏まえ、現状では必要はないと考えています。 

今後も多様化する地域住民の医療ニーズに応えていくため、患者さんの症状に応じて

必要とされる機能を地域の医療機関や介護・福祉関係機関と分担するなど、地域包括ケア

システムの構築に向けた取組を推進していく必要があると考えています。 

 

 

２ 経営形態 

 

(1) 経営形態の現況 

市立病院は、平成24（2012）年４月に地方公営企業法の全部適用に移行しています。 

ガイドラインでは、民間的経営手法の導入等の観点から、地方公営企業法全部適用、

地方独立行政法人化
※１

（非公務員型）、指定管理者制度
※２

の導入、民間譲渡などが示されて

います。 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
※１ 住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施される必

要のある事務・事業のうち、地方公共団体自身が直接実施する必要はないもののうち、民間の主体に委ねた

場合には確実な実施が確保できないおそれがあるものを効率的・効果的に行わせるため、地方公共団体が

設立する法人のこと。 

※２ 住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について、施設の設置

の目的を効果的に達成するとともに、多様化する住民ニーズに対応するため、民間事業者などがもってい

る経営ノウハウを活用することで、新たな事業やサービスの実施、施設のより効果的な管理を提案、実施し

てもらうことにより、施設の活性化や住民サービスの向上を図ろうとするもの  
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表20 経営形態の比較  
地方公営企業法 

全部適用 

地方独立行政法人 

（非公務員型） 
指定管理者制度 民間譲渡 

開 設 者 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 医療法人等 

運営責任者 事業管理者 理事長 指定管理者 医療法人の長 

職員の任用 事業管理者 理事長 指定管理者 医療法人の長 

政策的医療 担保あり 担保あり 担保あり 担保なし 

経 費 負 担 一部負担金 一部運営負担金 委託料の範囲 赤字補填なし 

予 算 議会の議決 開設者に届出 － － 

決 算 議会の認定 開設者に届出 開設者に提出 都道府県に届出 

メ リ ッ ト ・人事、給与、契約

の権限が拡大し効

率的な経営が可能 

・予算や決算に議会

が関与 

・複数年契約など効

率的な経営が可能 

・職員給与は民間水

準を考慮可能 

・民間的経営手法に

よる経営の効率化

が期待できる 

・民間的経営手法に

よる経営の効率化

が期待できる 

デメリット ・病院経営に精通す

る職員の確保が難

しい 

・条例で定数が決ま

るため、職員の弾

力的な増員が難し

い 

・移行職員の処遇調

整が困難であり、

大量離職の可能性

がある 

・一時的な移行経費

が発生する 

・適切な引受先の確

保が難しい場合が

ある 

・市営のノウハウが

失われる 

・事業の永続性が担

保されない 

・経営難による撤退

の可能性 

・不採算医療を担保

するため、別途費

用の交渉が必要と

なる 

 

 

(2) 経営形態の考え方 

市立病院は、平成 24（2012）年 10 月に新病院の建設に着工し、平成 29（2017）

年12 月にフルオープンしました。この間、施設、設備面だけでなく、看護師等の職員

についても増強するなど、新たな体制に向けた投資を多くしてきました。 

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もあります。市立病院は、ここに掲げた新計画の取組

を確実に実行することで、自主自立した経営、健全な経営が推進されていくものと考え

ています。 

このため、現在の地方公営企業法全部適用による運営を継続していくことが適切で

あると考えておりますが、地域の基幹病院として、様々な社会環境の変化に対処してい

くため、今後も、経営形態については、研究していきます。 
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第７章 点検、評価、公表等 

 

１ 進捗管理の体制 

 

毎月１回開催される運営会議において、収入確保及び患者確保に関する KPI の進捗状

況を管理し、経営改善の取組状況や効果を検証します。検証の結果、必要があれば各種委

員会等を通じて追加対策を指示します。 

また、病院内部による進捗管理だけではなく、四半期ごとに、市立病院の設置者である

市の幹部及び財務部門によるチェック体制を機能させることで、確実な進捗管理を担保

します。 

 

２ 点検、評価の体制 

 

各年度に１回以上、市立病院の経営会議において点検及び評価を行います。 

また、外部の有識者等で構成される厚木市立病院運営審議会に点検・評価の状況を報告

し、意見を求めることで、評価の客観性の確保に努めます。 

なお、点検、評価の結果、市立病院を取り巻く環境が大きく変化するなど、KPI の達成

が著しく困難となった場合には、必要に応じて見直しを図ります。 

 

図 13 
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３ 点検、評価の時期 

 

各年度の決算の時期に点検・評価を行います。 

 

４ 公表の方法 

 

点検、評価終了後、市立病院のホームページで公表します。 
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用語解説 

 

語 句 説  明 
  

A－Z  
AYA 世代 Adolescent and Young Adult 

思春期・若年成人期の世代のこと。 

BCP Business Continuity Plan 

事業継続計画のこと。自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場

合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続ある

いは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業

継続のための方法、手段などを取り決めておく計画 

CCU Coronary Care Unit 

冠動脈疾患集中治療室のこと。急性心筋梗塞、狭心症など虚血性心疾患において、

急性期の高度治療を必要とする患者を受け入れる集中治療室 

DMAT Disaster Medical Assistance Team 

災害の急性期（災害発生から 48 時間以内）に活動できる機動性を持ち厚生労働

省が実施する「日本DMAT 隊員養成研修」を受講した救急治療を行うための専門

的な訓練を受けた医療チームで、医師、看護師、調整員から構成される。 

DPC Diagnosis Procedure Combination 

従来の診療行為ごとの点数をもとに計算する「出来高払い方式」とは異なり、病

名や治療内容に応じて診断群分類し、分類毎に１日当たりの入院費用を定めた医

療費の計算方式のこと。 

HCU High Care Unit 

高度治療室のこと。ICU よりは軽症な患者を収容する病室であるが、高度で緊急

を要する医療を行う。 

ICU Intensive Care Unit 

集中治療室のこと。高度な治療や容態管理を必要とする重症、手術後、あるいは

救急で重篤な患者を引き受ける部門のこと。 

KPI Key Performance Indicator 

重要業績評価指標のこと。実施した施策・事業の進捗状況や効果を検証する際に、

達成の度合いを測るために設定する指標 

SDGs Sustainable Development Goals 

2015 年 9 月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発

のための 2030 アジェンダ」に記載された、2030 年までに持続可能でよりよい

世界を目指す国際目標のこと。17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地

球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っている。発展途上国のみならず、先進

国自身が取り組む普遍的なもの 
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語 句 説  明 
  

あ行  
医業収支比率 病院の本業である医業活動から生じる医業費用に対する医業収益の割合を示し、

医業活動における経営状況を判断する指標のこと。 

医業収支比率 ＝ 
  医業収益   
  医業費用   

× 100 
 

医師事務 
作業補助者 

医師の指導の下に事務的な業務をサポートすることが認められる職種で、医師の

代行として、診断書の文書作成や電子カルテへの入力などを行う。 

嚥下
え ん げ

 口から咀しゃくした食べ物などを飲みこみやすい大きさにして喉の奥へ飲みこ

み、食道から胃へ送り込むこと。この機能が低下し、食べ物などが食道ではなく

気道に入り込むと誤嚥になる。 

オンコール 勤務体系のひとつ。自宅などの病院外で、急患時の対応役として、いつでも出勤

要請に応えられるよう、連絡の取れる状態で待機すること。   

か行  
回復期 治療により症状が一段落し回復に向かう時期 

 

化学療法 抗がん剤を使ったがんの治療法で、外科手術、放射線治療と並んで主な治療法の

一つに位置づけられている。 

神奈川県がん診療 
連携指定病院 

厚生労働大臣が定める地域がん診療連携拠点病院と同等の機能を有するものとし

て、神奈川県知事が独自に指定する病院 

神奈川県周産期 
救急医療システム 

県内６つのブロック内において、それぞれ「基幹病院」、「中核病院」、「協力病院」

として機能別に位置づけた受入病院を中心とし、分娩時の予期できない急変等に

対処し、ハイリスクの妊婦から新生児まで、高度な医療水準により一貫した対応

を24 時間体制で確保するシステムのこと。 

神奈川DMAT 
指定病院 

神奈川県内において、DMAT を派遣する意思を持ち、活動に必要な人員、装備を

持った災害医療拠点病院の中から、神奈川県が指定した病院のこと。 

看護配置基準 一般病棟の入院基本料における看護師の配置基準のこと。７対１は、平均して入

院患者7 人に対して看護職員を1 名配置していることを示すもの 

緩和ケア 病気に伴う心と体の痛みを和らげること。がん患者と、その家族が、可能な限り

質の高い治療・療養生活を送れるように、身体的症状の緩和や精神心理的な問題

などへの援助が、終末期だけでなく、がんと診断されたときからがん治療と同時

に行われることが求められている。 

基幹型臨床研修 
病院 

臨床研修は、医学部を卒業した後に行われる初期研修のこと。医師としての基本

的な知識・手技などはこの期間に習得されるため、医師の教育において特に重要

となる。指定には、充分に研修できるための一定数以上の指導医、外来患者数、

入院患者数、救急患者数、手術件数、患者の病歴に関する情報の適切な管理、研

修に必要な施設、図書、病歴管理の体制整備、研修プログラムの完備などが求め

られる。 

キャリアデザイン 自分の生き方や働き方について具体的に構想し計画を立てること。将来設計 

 

救急告示病院 消防法第２条第９項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担

当する病院であり、救急病院等を定める省令の要件（救急医の常時診療、救急医

療を行うために必要な施設及び設備、専用病床又は優先的に使用される病床を有

する）を満たす病院のこと。 
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語 句 説  明 
  

救急ワーク 
ステーション 

救急車と救急救命士を含む救急隊員を医療機関に派遣し、病院において、救急隊

員が、救急医療に精通した医師の指導の下で容態観察や点滴の方法などの実習を

行う事業のこと。また、急病や事故などで、重症者が発生した時は、可能な限り

医師が救急車に同乗し救急現場に向かい、救急隊員が医師から直接指導を受けな

がら現場での迅速で的確な処置を行うことで、救命率の向上を図ることを目的と

する。 

急性期 病気や怪我の症状が一番激しい時期 

 

クラウド 
ファンディング 

群衆（crowd）と資金調達（funding）を組み合わせた造語。インターネットを通

してやりたいことを発表し、賛同してくれた人から広く資金を集める仕組み 

経常収支比率 医業費用、医業外費用に対する医業収益、医業外収益の割合を示し、通常の病院

活動による収益状況を示す指標のこと。 

経常収支比率 ＝ 
 （医業収益＋医業外収益）  
 （医業費用＋医業外費用）  

× 100 
 

減価償却費 事業用に取得した建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの

資産の取得に要した金額を、耐用年数にわたって徐々に費用として計上するため

に、所定の計算方法によって各会計期間に配分した費用のこと。 

口腔ケア 口腔疾患及び機能障害に対する予防、治療、リハビリテ－ションを目的とする歯

科治療から機能訓練までを含むケアのこと。 

高度急性期 急性期のうち、病気や怪我の症状が重度の時期 

 

後発医薬品 ジェネリック医薬品ともいう。新薬（先発医薬品）の特許が切れた後に製造販売

される、新薬と同一の有効成分を同一量含み、同一経路から投与する製剤で、効

能・効果、用法・用量が原則的に同一であり、新薬と同等の臨床効果・作用が得ら

れる医薬品のこと。後発医薬品の開発には、期間が新薬ほどかからず、費用も少

なくすむため、薬の価格も安くなっている。 

高齢社会 総人口に占める 65 歳以上の人口の割合を高齢化率という。高齢化率が７％を超

えた社会を「高齢化社会」、高齢化率が14％を超えた社会を「高齢社会」、高齢化

率が21％を超えた社会を「超高齢化社会」という。 

極（超）低出生 
体重児 

生まれてきたときの体重が1,500g 未満の新生児のこと。 

超低出生体重児は、生まれてきたときの体重が1,000g 未満の新生児のこと。   

さ行  
災害拠点病院 病院などの後方医療機関として、地域の医療機関を支援する機能を有する病院で、

重症・重篤な傷病者を受け入れるなど、災害時の医療救護活動において中心的な

役割を担う病院のこと。救命医療を行うための高度診療機能、被災地からの重症

傷病者の受入機能、傷病者の広域後方搬送への対応機能、医療救護班の派遣機能

などを有する。 

サルコペニア 筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下している状態のこと。 
 

施設基準 医療法で定める医療機関および医師等の基準のほかに、健康保険法等の規定に基

づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、

診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準のこと。 

実質収益対 
経常費用比率 

他会計負担金を除いた実質的な経常収支のこと。 
実質収益対 
経常費用比率 

＝ 
 （医業収益＋医業外収益－他会計負担金）  

（医業費用＋医業外費用）     
× 100 
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語 句 説  明 
  

指定管理者制度 住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設

について、施設の設置の目的を効果的に達成するとともに、多様化する住民ニー

ズに対応するため、民間事業者などがもっている経営ノウハウを活用することで、

新たな事業やサービスの実施、施設のより効果的な管理を提案、実施してもらう

ことにより、施設の活性化や住民サービスの向上を図ろうとするもの 

資本的収支 公営企業会計において、将来の経営活動に備えて行う建設改良及び建設改良に係

る企業債償還金などの支出と、その財源となる費用 

収益的収支 公営企業会計において、一事業年度の企業の経営活動に伴って発生する全ての収

益と費用 

周産期医療 妊娠22 週から出生後７日未満の期間の母体、胎児、新生児を総合的に連続的に取

り扱う医療のこと。この期間は合併症の発症や分娩時の急変など、母子ともに身

体・生命にかかわる事態が発生する可能性が高い期間であり、緊急時の医療体制

の確保が特に必要とされている。 

重点医療機関 新型コロナウイルス感染症対策の医療提供体制において、点滴や酸素投与が必要

な中等症患者を病棟単位で重点的に受け入れる医療機関。神奈川県が認定 

心臓・血管 

センター 

地域の医療機関や救急隊からの要請に対し、循環器内科医と血管外科医が連携し

て急性心筋梗塞などの患者を受け入れ、高度で専門的な治療を行う施設の市立病

院版 

セカンド 
オピニオン 

患者さんが納得のいく治療法を選択することができるように、治療の進行状況、

次の段階の治療選択などについて、現在診療を受けている担当医とは別に、違う

医療機関の医師に「第2 の意見」を求めること。   

た行  
第二種感染症 
指定医療機関 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第６条第３号に規定す

る急性灰白髄炎（ポリオ）、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（SARS）、

中東呼吸器症候群（MERS）、鳥インフルエンザなどの第二種感染症患者の受入れ

を行う病院のこと。 

タスクシフト 医療従事者の合意形成のもとでの業務の移管。医師の仕事の一部を看護師や医師

事務補助者など他の職種に任せること。 

地域医療構想 
調整会議 

医療法第30 条の14 に基づき行われる構想区域（二次保健医療圏等）単位の会議

のこと。地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能に関する協議、病床機能報

告制度による情報等の共有、都道府県計画に盛り込む事業に関する協議、その他

の地域医療構想の達成の推進に関する協議を行う。 

地域医療支援病院 医療施設機能の体系化の一環として、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の

共同利用の実施等を通じてかかりつけ医等を支援する能力、構造設備等を備え、

地域医療の充実を図る役割を担う病院のこと。承認には紹介患者に対する医療提

供、共同利用の実施、救急医療の提供、地域の医療従事者に対する研修の実施、

200 床以上の病床規模などがある。 

地域医療体制確保

加算 

地域の救急医療体制において重要な機能を担うとともに、病院勤務医の負担の軽

減及び処遇の改善に資する取組を実施する体制を評価するもの。算定要件は、救

急車などによる搬送件数が年間 2,000 件以上であることや、「病院勤務医の負担

の軽減及び処遇の改善に資する計画」の作成など 

  



- 59 - 

 

語 句 説  明 
  

地域がん診療連携 
拠点病院 

全国どこでも質の高いがん医療を提供できるよう、都道府県知事からの推薦に基

づき、厚生労働大臣が指定する病院のこと。専門的ながん医療や緩和ケアの提供、

地域のがん医療を担う医療機関との連携、がん患者に対する相談支援や情報提供

など、質の高いがん医療を提供する役割を担う。 

地域周産期母子 
医療センター 

産科及び小児科（新生児医療を担当するもの）等を備え、周産期に係る比較的高

度な医療行為を行うことができる医療施設のこと。 

治験 ｢薬の候補｣を健康な成人や患者に使用して、効果や安全性、治療法（適正な投与

量や投与方法）などを確認する目的で行われる臨床試験のこと。 

｢薬の候補｣とは、化学合成や、植物、土壌中の菌、海洋生物などから発見された

物質の中から、試験管の中での実験や動物実験により、病気に効果があり、人に

使用しても安全と予測されるもの 

地方独立行政法人 住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域におい

て確実に実施される必要のある事務・事業のうち、地方公共団体自身が直接実施

する必要はないもののうち、民間の主体に委ねた場合には確実な実施が確保でき

ないおそれがあるものを効率的・効果的に行わせるため、地方公共団体が設立す

る法人のこと。 

低出生体重児 生まれてきたときの体重が2,500g 未満の新生児のこと。 

 

データヘルス改革 世界に例を見ない早さで進行する高齢化への対応と国民の健康寿命の更なる延伸

及び効果的・効率的な医療・介護サービスの提供に向け、膨大な健康・医療・介護

のデータを整理し、徹底的に収集・分析して、これからの健康・医療・介護分野の

ICT の利活用が「供給者目線」から「患者、国民、利用者目線」になるよう、ICT

インフラを作り変え、健康・医療・介護施策のパラダイムシフトを実現するため、

大規模な健康・医療・介護の分野を有機的に連結したICT インフラ整備の取組 

デジタル・ 
ガバメント 

デジタル技術の徹底活用と、官民協働を軸として、全体最適を妨げる行政機関の

縦割りや、国と地方、官と民という枠を超えて行政サービスを見直すことにより、

行政の在り方そのものを変革していくこと。 

糖尿病透析予防 
指導管理 

糖尿病患者のうち、糖尿病性腎症の透析移行を予防するため、医師と看護師又は

保健師、管理栄養士等が連携して行う医学管理のこと。 
  

な行  
難病医療支援病院 地域で、難病（原因不明、治療方針未確定であり、かつ、後遺症を残すおそれが少

なくない疾病や、経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず、介護等に

等しく人手を要するために家族の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病）

の診断及び標準治療等を行うとともに、緊急時等の難病患者の受入れに努める医

療機関のこと。神奈川県が指定 

認定看護師 ある特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有する者として公益社

団法人日本看護協会の認定を受けた看護師のこと。 

妊孕
にんよう

性温存治療 生殖機能が低下し、または失われるおそれのあるがん治療に際して、精子、卵子、

卵巣組織を採取し、凍結保存するまでの医療行為や、卵子を採取し、受精させ、

胚（受精卵）を凍結保存するまでの医療行為のこと。 

脳卒中センター 地域の医療機関や救急隊からの要請に対し、脳神経内科医と脳神経外科医が連携

して脳卒中患者を受け入れ、脳卒中症例の急性期における高度で専門的な治療を

行う施設の市立病院版 
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は行  
ハイリスク妊娠 妊娠22 週から32 週未満の早産、妊娠高血圧症候群重症、前置胎盤、妊娠30 週

未満の切迫早産、多胎妊娠、子宮内胎児発育遅延、心疾患、糖尿病、甲状腺疾患、

腎疾患、膠原病、白血病などのいずれかを合併する妊婦のこと。 

ハイリスク分娩 妊娠22 週から32 週未満の早産、40 歳以上の初産婦、分娩前のBMI が35 以上

の初産婦、妊娠高血圧症候群重症、常位胎盤早期剥離、双胎間輸血症候群などの

いずれかを合併する妊産婦の分娩のこと。 

フィルム 
コミッション 

映画やテレビドラマ、CM などのロケーションを誘致し、サポートする非営利団

体のこと。 

フレイル 虚弱。加齢に伴い身体の予備能力が低下し、健康障害を起こしやすくなった状態 

 

ベッド 
コントロール 

病床を効率的に運用するための管理・調整のこと。入院患者の受入れをスムーズ

に進めたり、退院情報を把握したりすることで、ベッドを効率よく稼働させる業

務 

母体搬送 妊娠中や分娩時に母体、胎児の状態が悪化したり、悪化したりすることが予測さ

れる場合に、母児の安全を図るため、母体を高次医療機関に搬送すること。 

ま行  
マイナポータル 政府が運営するオンラインサービス。子育てや介護をはじめとする、行政手続の

検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを受

け取れたりする、自分専用のサイトのこと。 

慢性期 症状が安定した時期 

   

や行  
ユーザーインター 
フェース 

使用者がコンピューターを操作する上での環境、扱いやすさや操作感 

 
  

ら行  
リプライタイム 応答時間。ここでは、救急隊からの救急要請に回答するまでの時間のこと。 

 

累積欠損比率 医業収益に対する累積欠損金の状況を示す指標のこと。 

累積欠損比率 ＝ 
  累積欠損金（当年度末未処理欠損金） 

医業収益 
× 100 

 

  

わ行  
ワークライフ 
バランス 

仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自らが希

望するバランスで展開できる状態のこと。 
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