
令和４年度第３回運営審議会　質疑・意見について

議題１ 令和３年度厚木市病院事業会計決算について
委員名
担当課

資料
番号

質疑１
　収益の負担金の▲1.9億円の内訳はなんでしょうか。1.9億円は計画との差
の原因はなんでしょうか。

佐藤委員

回答１

　資料では、令和２年度決算との増減を示しています。
　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始まった年であ
り、当院は、令和２年４月に、専用病床を６床から22床に拡大しました。当時
は、まだ国や県から補助金等が示されていない中であり、市立病院がしっか
りした体制で、感染症対応できるように、市から負担金として約2.8億円を補正
予算で増額した経緯があります。
　令和３年度は、この分が皆減となっていますので、これらを含め1.9億円の
減となったものです。

経営管理課

質疑２
　収益の補助金の＋3.2億円の内訳はなんでしょうか。計画との差の原因は
なんでしょうか。

佐藤委員

回答２

　令和３年度は、コロナ専用病床を令和２年度の24床から最大で52床まで増
やしており、これに伴い病床確保料が約3.8億円増加しました。
　この他に、コロナ関連の補助金で増減があり、補助金全体で、3.2億円の増
加となったものです。

経営管理課

質疑３
　会計検査院は新型コロナウイルス感染症に係る病床確保料の検査報告
で、県内医療機関８病院に対して過大支出があると指摘しましたが、市立病
院に対して、指摘事項等はありましたか。

山口委員

回答３

　当院への指摘事項はありませんでした。会計検査院は、神奈川県内では43
の医療機関を直接調査しており、当院も調査対象の一つとなりました。
　今回の調査では、診療報酬の支払いがあるにもかかわらず、病床確保料を
請求していたケース、例えば、特定の日時の在院患者データをもとに病床確
保料を請求していたために、退院患者が漏れていたケースと、看護師の配置
等の施設基準を満たしていないのに単価の高いHCU病床の確保料で請求し
ていたケースの２点が指摘されています。
　今回の指摘を受け、当院でも改めて自主点検を実施しましたが、交付要綱
等に則り、適切に手続されていることを確認しています。

経営管理課

質疑４
　市議会にて、補助金獲得に対して「金銭信託の利息の獲得」と説明されて
いますが、令和３年度には獲得はなかったのでしょうか。

佐藤委員

回答４
　金銭信託による現金預金の運用は、令和３年９月から始めています。
　令和３年度は、約110万円の収入があり、決算の概要の病院事業収益のそ
の他7.8億円の中に含まれています。

経営管理課

質疑５
　資本的収支において、収入よりも支出が上回っていますが、自転車操業で
いずれはショートするリスクはありませんか。

佐藤委員

回答５

　資本的収支は、医療機器購入などの建設改良費や企業債償還金などの支
出とその財源となる収入の予算になりますので、企業債償還金があれば、基
本的には赤字となります（企業債償還金に対する収入は負担金（償還額の
1/2）のため。）。
　公営企業会計においては、収益的支出のうち、減価償却費などの現金支出
を伴わない費用の分を損益勘定留保資金として経理し、資本的収支の不足
分に補填することとされています。
　このため、収益的収支予算で黒字を計上するとともに、損益勘定留保資金
により補填ができる状態であれば、健全経営となります。

経営管理課

資料１

１　収益

資料１

２　資本
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議題１ 令和３年度厚木市病院事業会計決算について
委員名
担当課

資料
番号

質疑６

　一般会計からの財源繰入はいくらになりますでしょうか。総務省のホーム
ページによれば、令和２年度において大和市、茅ケ崎市、小田原市、藤沢
市、平塚市、厚木市のなかで、一般会計からの財源入額が19億円と厚木市
が最多額になっている。かつ総収支率は平均的であった。一般会計からの繰
入、多くなくても良いのでは。

佐藤委員

回答６

　令和３年度は、収益的収入に係る分が約11.7億円、資本的収入に係る分が
約5.2億円の計16.9億円です。
　一般会計からの繰入れは、総務省が示している繰出基準に基づき、収益的
収入は、主に政策的医療に係る経費として、資本的収入は、建設改良に係る
経費の1/2となっています。当院は、建て替えをしたこともあり、建設改良に係
る資本的収入の負担金が他院に比べ多いという特徴があります。
　なお、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症対応のため、臨時的に約
4.7億円（収益：3.2億、資本：1.5億）の負担金を追加で繰入れていることから、
額が膨らんだ経緯があります。

経営管理課

質疑７ 　入院単価は上昇傾向ですが、その理由について教えてください。 武藤委員

回答７

　経営改善プロジェクトチームなどで各種加算の取得に積極的に取り組んで
いることや、救急医療等の実績に基づく「地域医療体制確保加算」より係数
が上昇したことも要因として考えています。
　入院単価は、その病院の医療の質を表すとも言われていますので、引き続
き、質の高い医療の提供に努めてまいります。

経営管理課

質疑８
　患者満足度は目標値を達成していますが、今後に向けた主な課題を教えて
ください。

武藤委員

回答８

　課題につきましては、医師・看護師等の職員の接遇及び施設の利便性の
向上と考えています。接遇については、研修の場を活用して向上を図り、施
設整備については、患者の安心・安全を確保しつつ、より快適に利用できる
よう努めてまいります。

経営管理課

　救急車受入台数、救急応需率、手術件数が目標に達しなかったのは新型
コロナウィルスによる影響ですか。

伊藤委員

　経営指標に対し、達成しなかった理由はなんでしょうか。
　特に、救急車受入台数、救急応需率、手術件数、外来診療単価、延入院患
者数、延外来患者数

佐藤委員

回答９

　救急や入院、手術に関してはコロナ対応により、不急な手術の延期や救急
や入院の受入制限をしたことによる影響があります。
　外来につきましては、救急制限や感染拡大による自粛の影響があるものと
考えています。

経営管理課

質疑９

資料１

１　収益
２　資本

資料１

３　指標
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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
委員名
担当課

資料
番号

質疑10
　業績評価指標進捗状況において、外来単価、救急搬送件数、逆紹介患者
数は残りの５カ月で挽回できる目算はありますか。

佐藤委員

回答10

　救急に関しましては、「断らない救急」を大前提としており、外来に関しても、
病診連携の観点からも、逆紹介を推進しています。
　外来単価については、再診と処方のみの患者が増えている現状も把握して
いますが、一方でなかなか逆紹介に応じてくれない患者さんも多くいることか
ら、この部分をクリアしていくことが、目標達成に向けた課題であると考えてい
ます。
　コロナの影響もあり、課題は多くありますが、達成に向けた努力を続けてま
いります。

経営管理課

議題３ 紹介受診重点医療機関について
委員名
担当課

資料
番号

　紹介受診重点医療機関と地域医療支援病院の診療報酬の取り扱いで入院
診療加算200点の差があり、診療報酬が減収となってしまうのではないでしょ
うか。紹介受診重点医療機関になる必要性はあるのか。

三宅会長

　紹介受診重点医療機関において、地域医療支援病院に変わるようですが、
請求試算ではいくら減収になりますか。収益の減収要因でしょうか。減収にな
る分のメリットはなんでしょうか。

佐藤委員

（1）地域医療支援病院との位置付けの違いについて。
（2）地域医療支援病院と比べて、入院診療加算の点数が低くなることについ
て。
（3）厚木市立病院が当該機関になることについての影響は。
（4）地域医療支援病院の条件である、紹介率、逆紹介率等の基準を満たして
いない医療機関にはメリットがあるか。

小谷委員

回答11

　地域医療支援病院は、「かかりつけ医を支援する病院」として、①紹介患者
への医療提供（かかりつけ医への逆紹介も含む）　②医療機器の共同利用
③救急医療の提供　④地域の医療従事者への研修の実施　という４つの役
割・機能が求められています。
　これに対し、紹介受診重点医療機関は①紹介患者への医療提供（かかりつ
け医への逆紹介も含む）に着目した制度となっております。
　どちらの制度も「紹介患者に対する医療提供を行う」という機能を持ち、外
来機能の機能分化・連携を進めるための仕組となっております。
　診療報酬については、紹介受診重点医療機関入院診療加算(800点)と地域
医療支援病院入院診療加算(1,000点)を同時に算定することはできませんの
で、地域医療支援病院入院診療加算(1,000点)を引き続き算定します。このた
め、収益は変わりません。
　上記のとおり、継続算定可能なため、デメリットはありません。メリットとしま
しては、「連携強化診療情報提供料」の取得要件が広がることが挙げられま
す。
　また、県が公表することで、地域住民・地域医療機関が明確に理解できる
環境が更に整えられることから、外来機能の明確化・連携の流れが強化され
るものと認識しています。
　なお、地域医療支援病院の基準を満たしていない医療機関は、紹介受診重
点医療機関になることで、入院診療加算800点の加算等をとることができま
す。

病院総務課

資料２

資料３

質疑11
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議題４ 地域医療支援病院承認要件報告について
委員名
担当課

資料
番号

質疑12
　診療科別紹介・逆紹介について、逆紹介率の低い形成外科、皮膚科、産婦
人科はなぜ低いのでしょうか。

佐藤委員

回答12

　紹介率や逆紹介率につきましては、診療科によって差がありますが、紹介
制としている科や、救急受診の状況、また、非常勤医師や特定の曜日のみ外
来を行っているなどの体制、疾患や診療の特性、地域医療機関の立地等が
影響していると考えられます。

医事課

その他(質疑）

質疑１
　厚木市立病院のホームページより、本年度、下肢救済センターを立ち上げ
ているが、年度計画に掲げていますか。どこに書かれていますか。予算はい
くらほどでしょうか。

回答１

　下肢救済センターにつきましては、以前からチーム医療で行われていた「血
管専門外来」「足の潰瘍・壊疽外来」や「糖尿病看護外来」といった下肢に係
る治療を、患者さんや地域医療機関の方々によりわかりやすい名称をつけて
ＰＲしていこうと、増患を目指す広報戦略の一つとして、ホームページに掲載
したものです。
　担当医師からの提案をもとにしたPRのため、予算の計上はしておりませ
ん。

質疑２

　厚木市立病院のホームページより、本年度、看護部の奨学生を８人選考さ
れていますが、どのような学生・奨学内容・返済等の条件でしょうか。年度計
画のどこに記載がありますか。私自身、15年程前、厚木看護専門学校で５年
間ほど１年生の１コマを担当していたため、気になっております。

回答２

　奨学金については、厚木市看護師等奨学金貸付条例に基づき、看護師等
養成所に在学し、卒業後、当院に看護師として就職する意思のある学生を対
象に募集しています。
　奨学金の内容は、月額６万円の貸与型としていますので、卒業後は貸し付
けた奨学金の全額を返還していただく義務が発生します。ただし、卒業後、当
院に就職し看護師等として勤務した月数分は、返還免除の申請が可能となり
ます。
　なお、経営計画として直接的な記載はございませんが、経営計画の48ぺー
ジにあります職員数のとおり、安全で良質かつ適切な医療機能を維持するた
め、必要な医療人材確保の手段の一つとしております。

質疑３
　厚木市立病院のホームページより、本年度の10月や11月、眼科の外来の
休診が続いていましたが、特別の理由はありますか。本年度の計画執行に
支障はありませんか。

回答３

　10月及び11月の眼科外来については、眼科外来自体の休診は無く、（医師
の休診による）受付時間の変更（11：00→10：30）があったため、ホームペー
ジの「診療科の休診予定等一覧」にその旨を掲載しました。

【参考】
　診療時間変更（11時 → 10時30分）
　　10月31日（月）　～　11月４日（金）
　　11月25日（金）

病院総務課

佐藤委員

医事課

資料
４－１

委員名
担当課

佐藤委員

病院総務課

佐藤委員
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その他（意見）

意見１

　かかりつけ歯科医等を支援する厚木市立病院の「地域医療支援病院」とし
ての今後の更なる活動にご期待申し上げるとともに、貴院における医科歯科
連携の推進に関して、厚木歯科医師会として全面的に支援・協力をさせてい
ただきます。
　本会の活動として今年度は、腎不全、人工透析への移行を遅延または防止
や、糖尿病性腎症等の患者の生活の質（QOL）の維持・向上及び健康寿命
の延伸等につながる糖尿病性腎症重症化予防における医科歯科連携の推
進強化に向け、研修会等を開催し、会員の研鑽に努めております。
先般の研修会では厚木医師会、厚木薬剤師会の各先生方をはじめ、管内の
行政担当者にもご参加いただき、糖尿病医科歯科連携の推進に向けた情報
交換を重ねてまいりました。
　今後は、貴院に通院（入院）の当該患者について、患者情報の提供をいた
だき、会員歯科医院において歯周病の治療を実施することにより、症状の維
持、改善に貢献できるものと考えております。
　周術期に続き、糖尿病においても貴院と本会との医科歯科連携により、県
央地域の中核病院としての位置づけとともに、地域医療支援病院としての実
績がますます高まることを期待しております。

回答１

　当院につきましても、周術期に続き、糖尿病においても医科歯科連携の推
進に取り組むことで、患者の疾病予防及び治療の向上に貢献してまいりたい
と考えています。引き続き、厚木歯科医師会との更なる連携強化を図るととも
に、地域医療支援病院としての役割を果たしてまいります。

病院事業管理者

難波副会長

委員名
担当課
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