
令和４年度第３回厚木市立病院運営審議会会議録概要 

 

１ 日 時 令和４年 12 月 16 日（金） 

午後６時 30 分から午後７時 47 分まで 

 

２ 場 所 Ａ棟２階大会議室 

 

３ 出席者 ＜厚木市立病院運営審議会委員＞ 

      三宅会長、杉山委員、笹生委員、佐藤委員、小谷委員、山口委員 

＜厚木市立病院＞ 

長谷川病院事業管理者、岸病院事業局長、郡山副院長、 

小路経営管理課長、藤井病院総務課長、佐藤施設用度課長、井上医事課長、 

多田患者支援センター長、吉川経営管理課経営・経理係長、 

赤野経営管理課副主幹、中山医事課主査、大村経営管理課主事 

 

４ 会議概要 

 (1) 開会 

   長谷川病院事業管理者あいさつ 

 

(2) 審議会の開催の確認 

委員の過半数の出席が確認されたため、審議会の開催が成立した。 

   難波副会長、伊藤委員、佐々木委員、武藤委員の欠席を事務局から報告 

 

(3) 会議の傍聴者の有無 

本日の審議会の傍聴希望者はなし 

 

(4) 審議会の開催の確認 

委員の過半数の出席が確認されたため、審議会の開催が成立した。 

    

 (5) 議事 ＜各議題説明後、事前の質疑事項について回答＞ 

議題（１）令和 3年度厚木市病院事業会計決算について 

資料 1に基づき小路経営管理課長説明 

１番の収益的収支については 132.3 億円の収益に対して、費用が 111.1 億円となり、

差引 21.2 億円の純利益となった。資料の中段では、主な項目を令和２年度の決算と比

較し増減を示した。左側の収益については、コロナ対応を拡大しつつ、通常診療との両

立に重点を置いた運営を行った結果、入院外来合わせて、約 8.6 億円の増額となった。

次に負担金については、令和２年度に感染症対策として市から負担金を増額した分が

皆減したことに伴い、減少した。補助金については、コロナ専用病床を最大 52 床まで

増やしたことに伴い、増加した。 

次に右側の費用については、職員の増員や患者数が増加したことに伴い、給与費、材



料費、特に薬品費がそれぞれ増加した。一方で委託料の削減を進めたことや、医療機器

等の償却期間の終了に伴い、経費や減価償却費がそれぞれ減少した。 

これらの結果、経常利益 21.3 億円、前年比 10.3 億円のプラスとなった。医業利益

については、引き続きコロナの影響もあり 12.1 億円の赤字となったが、前年比 5.1 億

円改善した。 

２番の資本的収支については、医療機器の購入などの建設改良費や企業債の償還な

どの支出とその財源となる収入との予算になる。7.1 億円の収入に対して、10.9 億円

の支出となり、差引 3.8 億円の不足額となった。病院整備に伴う企業債の償還などは

増加しているが、医療機器の購入費は減少した。なお、不足額の財源は損益勘定留保資

金で補填し、収益的収支の売上の部分で資本の不足分を補填した。 

３番の経営指標の状況については、17 項目中７項目が達成。達成項目のうち、全国

的に出生数が減少する中で、分娩件数が前年比プラス 46 件と大きく伸びた。また、入

院診療単価が前年比プラス 3,600 円と大きく上昇したことは当院としても成果である

と感じている。一方、未達成の項目については、コロナの対応による不急な手術の延期、

救急や入院の受入制限について、感染状況に応じて行っているため、その影響も生じて

いると考えている。 

４番の未処理欠損金、累積赤字の状況については、先ほどの純利益 21.2 億円を計上

したことに伴い、累積の赤字額が 44.6 億円まで改善した。 

事前の議題に対する委員からの質疑について、別紙「令和４年度第３回運営審議会 

質疑・意見について」（１、２ページ）のとおり回答 

 

杉山委員 

コロナ病床確保に係る補助金に対し、職員の処遇改善にどのくらい充てているか。 

 

小路経営管理課長 

コロナに従事した職員を対象に感染症防疫等手当を支給し、4,500万円ほどになる。 

 

 

議題（２）第３次厚木市立病院経営計画における KPI の進捗状況について 

資料２に基づき小路経営管理課長説明 

第３次経営計画の KPI23 項目のうち、10 月までの実績が示せる 16 項目について、

資料に載せている。収入確保については、入院単価は前年度に引き続き堅調に推移し、

手術件数は増減等あるが、10 月には病院開設以来過去最高を記録した。病床利用率は

コロナ対応による専用病床や休止病床を除き、１日当たりの目標値を示して取り組ん

でいるが、１日当たり患者数で 30 人ほど不足している。外来単価は目標値に対し 1,700

円以上不足しているため、病床利用率と外来単価が今後の大きな課題と捉えている。 

患者確保については、救急搬送件数１日当たり 14.2 台を目標に取り組んでいるが、

コロナ第７波の際に救急要請が非常に増えたのに対し、コロナ対応や病床の状況から

断ることも増えたため、救急応需率は悪化した。一方、救急の受入件数は７月、８月と

連続して過去最高を記録し、８月は 500 台目前まで受け入れた。累計では４月、５月の



受入件数が少ないため、１日当たり 0.8 台目標に達していない。紹介、逆紹介は、紹介

患者数、紹介率は 10 月に過去最高を記録したが、逆紹介は逆紹介患者数が伸び悩んで

いる状況にあり、地域連携を進める上で、課題であると認識している。 

質の向上については、入院期間Ⅱ以内退院割合がコロナの影響から転院先が決まり

にくいことなども影響し、少し目標達成から離れている。１日当たり外来患者数はおお

むね達成しているが、外来単価に課題があると認識している。 

小児・周産期については、小児の救急応需率が病床の関係から混雑した時にお断りす

る場合もあり、応需率を引き下げているが、受入件数は増えている。分娩件数は８月に

過去最高に並ぶ月 38 件を記録し、５件中１件がハイリスク分娩となっている。ハイリ

スク分娩への対応をしっかり行い、公立病院の役割を果たしていると考えている。 

全体を通して、特に入院患者数と外来単価に課題があるため、入院患者については、

断らない救急と紹介患者の更なる増加、外来単価については、逆紹介を推進すること

で、改善に向けた取組を進めたいと考えている。 

事前の議題に対する質疑について、別紙「令和４年度第３回運営審議会 質疑・意見

について」（３ページ）のとおり回答 

 

佐藤委員 

資料１、２に共通するが、目標値自体はかなり高いものか、余裕のあるものか。 

また、コロナによる目標値への影響はあるか。 

 

小路経営管理課長 

目標値については、高く設定する項目もあるが、単価や患者数などはしっかりと実績

を考慮して設定している。なお、病床利用率はコロナの影響によって目標値が分かりに

くくなるため、令和３年度以降はコロナで対応している病床を除き、残った病床につい

て、元々の目標値である 85％を埋めていくとともに、コロナ対応による補助も受けな

がら、病院一丸となり、目標達成に向けて取り組んでいる。 

コロナによる影響も大きいが、一つ一つ分析していくと、それ以外の課題もあるた

め、院内の会議や経営改善のプロジェクトなど、医師、看護師、事務などの様々な職種

が加わり、課題解決を進めている。 

 

   小谷委員 

病床利用率の伸び悩む原因はどこにあるか。感染対策による入院受入れに時間を要

している、職員数が足りない、診療科のベッドの配分など様々な原因があると思うが。 

 

小路経営管理課長 

コロナ患者用の病床確保、周辺病床の休止、コロナ専従看護師の配置を厚くするなど

の要素が重なっていると考えている。コロナが流行すると通常診療を少しずつブレー

キし、コロナの収束が見えると、通常診療を少しずつ再開するという流れを、この３年

間繰り返している。入院の半分は救急からのため、通常診療を再開しても病床が埋まる

までには数週間を要することから、病床利用率は年間を通して見ると下がってしまう



傾向にある。様々な要因があるが、しっかりと見極めつつ、当院の課題である紹介患者

や救急受入を増やし、入院患者の増加につなげることで、病床利用率を向上させていき

たいと考えている。 

 

杉山委員 

救急受入台数と救急搬送件数は同じものか。 

また、夜間と休日の受入割合はどうか。 

 

小路経営管理課長 

同じになる。 

夜間と休日の受入割合はおおむね半分ずつになる。 

 

杉山委員 

厚木地区の二次救急は市立病院と東名厚木病院が中心で、救急の目標台数 5,000 件

は非常に頑張ってもらう数字であり、夜間休日の受入割合も非常に大事になる。 

 

佐藤委員 

直近の職員の濃厚接触者や患者はどのくらいいるのか。 

 

長谷川病院事業管理者 

陽性者４人、濃厚接触者３人 

コロナの伝播が手を介した感染が多いということで、患者と接する機会が特に多い

看護師にはアルコール消毒を携帯してもらい、適宜消毒することで、院内のクラスター

の発生・拡大を抑えることできたと考えている。 

 

議題（３）紹介受診重点医療機関について 

資料３に基づき藤井病院総務課長説明 

当院は地域医療支援病院の承認を受け、地域の医療機関との連携及び役割分担を図

っているが、外来機能報告制度において紹介受診重点医療機関が創設された。外来機能

報告制度は、本年４月１日の医療法改正により設立された制度で、従来から病床につい

ては病床機能報告として報告を行っていたが、これに外来が追加された形となった。報

告については、当初 10 月から 11 月を予定していたが、厚生労働省から報告書類の書

式に不備があると連絡があり、2023 年２月下旬以降に延期された。なお、当院は基準

を満たしているため、紹介受診重点医療機関の役割を担う意向を有りと報告すれば、地

域の協議の場での確認を得て、承認されるが、意向無しとした場合には地域の協議の場

での協議が必要となる。 

診療報酬については、選定療養費と診療情報提供料は紹介受診重点医療機関になる

と、地域医療支援病院と同様に取れ、入院診療加算は全点が取れる。 

 

事前の議題に対する質疑について、別紙「令和４年度第３回運営審議会 質疑・意見



について」（３ページ）のとおり回答 

 

杉山委員 

紹介受診重点医療機関になることでの、収入へのプラス要因はあるのか。 

 

藤井病院総務課長 

収入へのプラス要因は連携強化診療情報提供料がある。また、かかりつけ医機能を有

していない病院からの紹介患者も算定することができる。 

 

 

議題（４）地域医療支援病院承認要件報告について 

資料４～６に基づき井上医事課長説明 

令和４年度の紹介、逆紹介率の状況については、10 月までの累計で紹介率 83.2％、

逆紹介率 79.7％となった。地域医療支援病院の紹介、逆紹介率に関しての承認要件は、

全てを満たしている。共同利用の状況については、10 月までの累計で CT80 件、MRI41

件、RI 核医学検査 44 件、放射線治療 21 件で合計 186 件。医療従事者に対する研修の

状況については、感染状況に応じた院内規定に基づき、感染対策を徹底した上で開催し

た。 

事前の議題に対する質疑について、別紙「令和４年度第３回運営審議会 質疑・意見

について」（４ページ）のとおり回答 

 

佐藤委員 

紹介率の分母分子の中に、夜間休日の救急台数を含んでいるので、その数字が表記さ

れると、更に分かりやすくなると思う。 

 

杉山委員 

放射線科の逆紹介率が 100％を超えている要因は。 

 

  多田患者支援センター長 

放射線科については、共同利用の CT 等が全て紹介という形になる。また、放射線科

の診察の後に逆紹介で返書を書いていることと、月のまたぎも要因している。 

 

事前の議題に対する質疑（その他・意見）について 

別紙「令和４年度第３回運営審議会 質疑・意見について」（４、５ページ）のとお

り回答 

 

佐藤委員 

質疑 1について、下肢救済センターと同じく、動脈系のセンター立ち上げているが、

ホームページに掲載することで、集患効果はあったか。 

 



長谷川院長 

掲載による集患効果ははっきりとはわからない。なお、今年は日本脳卒中学会に脳卒

中センターの届出を行い認められたため、広報活動や救急強化などに取り組んだ効果

か、脳卒中の患者が少し増えている印象がある。 

 

佐藤委員 

質疑２について、厚木看護専門学校の卒業生はどのくらいか。奨学金の状況はどうか。 

 

藤井病院総務課長 

   【後日回答】令和３年度採用人数９人（うち奨学生５人） 

 

議題（５）その他（公立病院経営強化プラン補足版（素案）について） 

資料７に基づき小路経営管理課長説明 

経営強化プランの補足版を策定するに当たり、素案を作成した。2022 年３月に策定

した第３次厚木市立病院経営計画の策定後に公表された経営強化ガイドラインにおい

て、経営強化プランとして必要な内容のうち、補足が必要となる６項目について、神奈

川県の助言などを受けながら、策定していくもの。なお、既にプランを策定している場

合、補足版を作成することで対応できることが国から示されている。 

補足事項については、「１ 病床機能」、「２ 機能分化・連携強化」、「３ 住民の理

解のための取組」、「４ 医師・看護師等の確保」、「５ 若手医師の確保」、「６ 修正医

業収支比率に係る目標」の６項目を追加したが、選定に当たっては県と調整をしつつ、

進めている。本日は、素案として配布させていただき、委員の皆様の御意見を聞きなが

ら、また同時に県や市などの意見を聞きながら策定作業を進め、2023 年３月末には補

足版として公表し、これまでの経営計画に補足版を加え、全体の経営強化プランとして

完成させたいと考えている。 

 

三宅会長 

この議題については、後日メール等で質疑も含めて回答をお願いする。 

   これで、全ての議題を終了とさせていただく。 

 

(6) その他 

   小路経営管理課長 

次回の審議会の日程については、第４回会議を３月下旬に開催を予定している。コロ

ナの影響等で不確定な部分があるが、状況に応じて WEB 会議、書面開催等させて頂く。

詳細は改めて事務局からご案内する。 


