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１ 事業推進新計画期間 

 令和３年度から令和５年度 ３年間 

２ 事業推進計画の考え方 

 あと数年で到来する２０２５年問題は、国民の４人に１人が７５歳以上の後期高齢

者による超高齢社会になると言われており、病院事業を運営する上でも大きな課題と

なっています。このことから、患者ニーズの多様化や変遷を続ける診療報酬制度など

を含む社会情勢の変化に的確に対応する必要があります。 

さらに、令和２年１月に日本国内で初めて新型コロナウイルスが確認され、その後、

急速に感染状況が拡大したことによる受診控えなど、患者の動向は著しく変化してい

ます。 

 このような状況の中、病院運営にあたり、キャッシュフローの健全性を維持しなが

ら収入の安定確保と継続的な経費削減の実施に向けた目標指標の達成を目指します。 

 経営指標の目標を設定する上で、今まで経験したことのない新型コロナウイルスの

影響は計り知れないものがありますが、重要指標である経常収支比率の目標設定の考

え方については、計画の最終年度である令和５年度に黒字化を図るための数値目標を

設定しました。 

 内容としては、計画期間の３年間に予定されている制度改正及び一般会計からの繰

入金の減少傾向等の影響のほか、当病院における投資計画、償還計画、職員数の変化

及び医薬品や診療材料の価格の変動予測などを勘案した目標数値となっております。 

 今後も、総合病院としての機能を維持しつつ、一般急性期病院として持続性のある

病院経営を図るには経営黒字化が必須であり、固定費の見直しによる経費の削減や安

定した収益確保に繋がるよう医師数の確保等に努めます。 

さらに、今後の社会保障制度改革や診療報酬の減少傾向等による厳しい環境変化へ

の対応策の検討を進め、経常収支比率１００．０％以上を目指します。 
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（１） 具体的な取組 

① 医療機能・医療品質に係るもの 

二次救急を受け持つ一般急性期病院の医療機能、医療品質を考え選定した指標で

す。 

令和３年度以降の取組 

・救急センター（室）整備事業 

・手術支援ロボットダヴィンチ更新事業 

・腹部系血管造影装置更新事業 

ア 救急患者数（人） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

15,256 

（月 1,271） 

14,746 

（月 1,229） 

10,020 

（月 835） 

13,080 

（月 1,090） 

14,880 

（月 1,240） 

15,120 

（月 1,260） 

目標値 令和２年度は、新型コロナウイルスの影響により減少の見込みですが、令

和元年度実績 14,746人を基準に考え、令和５年度の目標を 15,120人としました。 

高齢者の人口増加に伴う救急車搬送患者の増加が見込まれるため、救急車の不応需

件数を減少させ、緊急を要する患者の要望に応える救急受入体制の充実を図ります。 

現在、救急センター（室）整備事業に取り組んでおり、患者及び職員の導線確保並

びに新型コロナウイルスにも対応した機能的な救急センターを構築します。 

イ 手術件数（件） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

4,771 

（月 398） 

4,849 

（月 404） 

4,236 

（月 353） 

4,740 

（月 395） 

4,800 

（月 400） 

4,920 

（月 410） 

 目標値 令和２年度は、新型コロナウイルスの影響により減少の見込みですが、令

和元年度実績 4,849 件を基準に考え、月 410 件を目標とし年間 4,920 件としました。

手術支援ロボットダヴィンチは、導入当初より保険適用の症例が増えておりますので、

安定した手術件数の確保に努めます。 
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ウ 紹介率（％） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

83.8 88.1 80.0 83.0 84.0 85.0 

 目標値 令和２年度実績見込80.0％から令和５年度の目標値を 85.0％としました。 

 新型コロナウイルスの影響により令和２年度は前年度を下回る見込みですが、地域

医療連携をより円滑に推進し、医療機関からの紹介を基本に患者の受入れを図ります。

患者の受入体制の充実はもとより、医療水準の維持・向上を図り、さらに地域の医療

機関へ当病院の情報を適切に提供することにより紹介率の向上につなげます。 

エ 逆紹介率（％） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

93.2 99.3 90.0 93.0 94.0 95.0 

目標値 令和２年度実績見込み90.0％から令和５年度の目標を 95.0％としました。 

 地域医療構想の推進により、各病院の果たす役割が明確化され医療圏内外において

も連携は更に重要となっています。患者が切れ目のない医療が受けられるように、入

院から退院までの治療・機能回復等の訓練メニューの充実による早期の病状回復に努

め、患者の病状や希望に沿った地域の医療機関へ円滑に紹介できるように努めます。 

オ 集中治療室（ＩＣＵ）の病床稼働率（24時現在）（％） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

71.1 75.0 68.8 71.2 73.5 75.0 

目標値 令和元年度実績 75.0％及び令和２年度の実績見込み 68.8％を踏まえ令和

５年度の目標を 75.0％としました。 

 二次救急を受け持つ一般急性期病院として重症患者の受入実績を示す指標であり、

救急患者及び難度の高い手術件数の増加に努めます。 
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カ 患者満足度（％） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（実績） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

86.7 80.4 未実施 83.0 85.0 87.0 

 目標値 平成 30年度実績 86.7％を踏まえ、令和５年度の目標を 87.0%としました。 

 医療サービスの質を向上させていくための目標であり、また、患者に選ばれる病院

としての水準向上に努めます。 

 接遇研修はもとより、継続的な課題としての外来における待ち時間対策については、

令和２年度に紹介患者診療予約枠の拡大による診察までの待ち時間の短縮に加え、診

察案内表示盤及び自動精算機を導入し、会計待ち時間短縮が図られていますが、患者

の導線等の研究を重ね、更なる待ち時間短縮に努めます。 

令和３年度以降の取組 

・初診受付及び会計の処理時間の短縮による総合的な待ち時間の短縮 

・案内サービスによる質の向上 

・ＰＦＭ（ＰａｔｉｅｎｔＦｌｏｗＭａｎａｇｅｍｅｎｔ）の更なる充実による救急

を含めた入院から退院、退院後ケアまでの体制の強化 

キ 卒後臨床研修医受入人数（人） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（実績） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

17 22 26 26 26 26 

 目標値 令和２年度の実績 26人から令和５年度の目標を 26人としました。 

 医学生に選ばれる魅力ある研修プログラムを有する基幹病院として、高い医療水準

の維持と指導医の確保に努めます。 

令和３年度以降の取組 

・ガイダンスへの参加及び県事業による説明会への参加 

・ホームページ及びコンテンツの活用 
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（２） 住民理解のための取組 

 病院広報誌の発行、ホームページ、公開講演会、講座・教室の開催（病院の紹介、

健康医療の周知） 

令和３年度以降の取組 

・ホームページの充実、情報提供内容等の見直し 

・市民・患者向けの病院紹介（ホスピタルサンデーの開催） 

・疾病への理解や予防の公開講座（がん診療連携拠点病院事業）の開催 

・ＩＣＴを利用した病院紹介（部門紹介等） 

 

（３） 経営の効率化 

 ① 収支改善に係るもの 

ア 経常収支比率（％） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

98.8 97.5 98.2 95.2 98.3 100.0 

 目標値 令和元年度の実績 97.5％から令和５年度の目標を 100.0％としました。 

 外来・入院患者数の増及び各種加算の取得による増収を目指し、増益を図ります。

一方、費用面については、法定福利費及び会計年度任用職員による人件費の増、薬品、

診療材料費の増及び医業外費用における消費税の増などのマイナス要素を薬品・診療

材料や委託料の見直しによる経費削減の努力により増加の抑制を図ります。 

これにより、キャッシュフローの健全性確保を図り、経営の安定性維持に努めます。 

イ 医業収支比率（％） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

100.7 99.6 91.4 97.7 100.7 102.4 

 目標値 令和元年度の実績 99.6％から令和５年度の目標を 102.4％としました。 
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 令和５年度からの黒字化を目指し、経営戦略チームの充実を図るとともに、収益面

については医療機能・医療品質の向上へ向けた各種取組を進め、安定的な患者受入体

制の構築及び医師の確保などにより継続的な収益性の確保を図ります。併せて、経費

面については人員管理及び材料費等の削減に努めます。 

令和３年度以降の取組 

・機能評価係数Ⅱ（複雑性・効率性係数等）の分析 

・手術室実績分析 

・ＤＰＣ分析ベンチマークシステム及び経営分析システムの活用 

・入院時支援加算、入退院支援加算の算定率向上 

・管理栄養士による栄養指導の強化 

 ② 経費削減に係るもの 

 人材の育成・採用及び人員の適正配置等による人的資源の活用強化と固定費の大半

を占める人件費及び委託費に含まれる人件費部分の精査等を実施します。 

 また、材料費について仕様及び価格の精査により契約額の抑制を図ります。加えて、

設備投資については、適正な投資計画により投資額の抑制を図るとともに、効率的な

運用に努めます。 

ア 人件費の対医業収益比率（％） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

51.3 51.9 56.8 52.8 51.1 50.6 

 目標値 令和元年度の実績 51.9％から令和５年度の目標を 50.6％としました。 

 人件費は増加傾向にありますが、人員管理については、定員を増員することなく、

生産性を高め収益増加を図るとともに、人材育成により能力開発を行い、資格要件を

要する業務への人員確保を図ります。 
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イ 後発医薬品使用率（数量ベース）（％） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

95.3 93.7 93.5 90.0 90.0 90.0 

 目標値 数量ベースで 90％以上を堅持します。 

 急性期医療を担う当病院において、抗癌剤等の薬品は、新薬が多く後発薬品（ジェ

ネリック医薬品）がありませんが、その他の薬品については、薬事委員会等で品質、

安全性、安定供給等の情報を収集・評価しつつ後発医薬品の使用を進めます。 

ウ 材料費の対医業収益比率（％） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

29.0 30.1 31.3 29.9 29.5 29.0 

 目標値 令和元年度の実績 30.1％から令和５年度の目標を 29.0％としました。 

 高額医薬品の使用量増及び医療の高度化に伴う診療材料の高額化が進む中で、後発

品の使用推進や医薬品及び診療材料について、ベンチマークを活用し価格交渉等にお

いて、材料費の抑制を図ります。 

③ 収入確保に係るもの 

 医師確保対策を進め、全標榜科における診療体制の充実による患者数の確保を図り

ます。 

 また、急性期一般入院料１（看護配置７対１以上）の維持、ＤＰＣデータの活用及

び診療報酬改定に迅速に対応する診療体制並びに事務処理体制の整備を図ります。ま

た、経営戦略チームによる上位施設基準の取得を目指します。 

令和３年度以降の取組 

・新規及び上位施設基準の取得 

・患者自費未収金残高の削減 
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ア １日当たり入院患者数（24時現在）（人） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

372 367 327 351 357 363 

 目標値 令和２年度の実績見込 327 人から令和５年度の目標を 363 人としました。 

 新型コロナウイルスの影響により、令和２年度は減少の見込みですが、地域がん診

療連携拠点病院等の指定及び地域医療支援病院承認など地域医療の中核を担う総合

病院として、地域の患者に選ばれる病院づくりが必要であり、地域医療連携の推進に

よる紹介患者数及び救急受入患者数の増加を図ります。また、高齢化に伴い増加する

呼吸器疾患や整形外科等の受入体制の充実に取り組みます。 

イ 病床利用率（％）（24時現在） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

75.2 74.3 62.8 71.0 72.2 73.4 

 目標値 令和２年度の実績見込62.8％から令和５年度の目標を 73.4％としました。 

 １日当たりの入院患者数に連動する数値ですが、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し、今後の入院患者の需要増に対応します。 

ウ １日当たり外来患者数（人） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

875 880 779 837 837 837 

 目標値 令和２年度の実績見込 779 人から令和５年度の目標を 837 人としました。 

 二次救急を主体とする地域の中核病院として、これまでの外来患者受け入れシステ

ムを維持する中で、当病院の医療を必要とする紹介患者及び救急外来患者に対し、よ

り手厚い対応により、患者の確保を図ります。 
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エ 外来初診患者数（人） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

23,562 

(11.0%) 

22,025 

（10.4%） 

17,484 

（9.4%） 

20,256 

（10.0%） 

21,360 

（10.5%） 

22,368 

（11.0%） 

 ※（ ）は外来患者数に対する割合 

目標値 平成 30 年度実績 23,562 人及び令和元年度実績 22,025 人を踏まえ令和５年

度の目標を 22,368人としました。 

 医師の働き方改革の推進と外来収益の確保を両立するために、地域医療連携を更に

推進し、一定の患者数を維持する中で、紹介初診患者を含めた初診患者数の増加に努

めます。 

 

 ④ 経営の安定性に係るもの 

ア 医師数（人） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（実績） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

99 100 101 101 101 101 

 目標値 令和２年度の実績 101人から令和５年度の目標を 101人としました。 

 令和２年度現在、診療科目 23 科を標榜しており、診療体制を維持するためには、

継続した医師の確保が必要です。 

また、少子・高齢化に伴い多様化が予想される医療ニーズに適切に対応するため、

医療スタッフの充実に努めます。 

イ １００床当たりの職員数（人） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（実績） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

193 196 195 195 195 195 

 目標値 令和２年度の実績 195人を堅持します。 

 一般急性期病院として、現行の急性期一般入院料１（看護配置７対１以上）を始め
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とする現在の組織運営を維持する必要性があることにより、目標値は現有職員数の維

持となります。これに加えて、地域医療連携及び入退院支援センターの充実による切

れ目のない医療の推進には、専門性の高い職員の確保策が必要となっておりますが、

現状の職員数の範囲内でこれらの課題への対応を図ります。 

ウ 純資産の額（千円） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

9,881,569 10,031,343 10,322,227 10,178,433 10,545,873 11,183,405 

 目標値 令和元年度の実績 10,031,343 千円から令和５年度の目標を 11,183,405 千

円としました。 

 今後の収支改善の見込みによる流動資産における現金預金の増、また、病院建替え

による償還の目処が立ったことから、今後も計画的な設備投資を行い、純資産の増に

よる健全性の向上に努めます。 

エ 現金保有残高（千円） 

平成 30年度 

（実績） 

令和元年度 

（実績） 

令和２年度 

（見込み） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

6,433,284 6,430,257 5,606,299 5,687,883 5,861,177 6,278,113 

 目標値 令和元年度の実績 6,430,257千円から令和５年度の目標を 6,278,113千円

としました。 

 平成 30 年度、令和元年度の病棟改修事業及び令和元年度、令和２年度の病院総合

情報システム再構築事業という大事業を実施したことから、現金保有額は減少傾向に

ありますが、今後の増収見込みに加え、投資と企業債償還金のバランスを考慮し事業

運営を行い、適正規模の現金の積み上げを図ります。 
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（４） その他の取組 

 バランススコアカード（ＢＳＣ）により、各種課題に対する取組を具現化します。 

また、経営戦略チームによる施設基準取得に向けた取組や経営分析を実施し、効率 

的な病院運営を目指すとともに、以下の項目について重点的に取り組みます。 

・ＰＦＭ（ＰａｔｉｅｎｔＦｌｏｗＭａｎａｇｅｍｅｎｔ）の更なる充実 

・人材育成（経営戦略チームの充実） 

・地域医療連携室における病・病連携及び介護施設との連携強化 

・救急患者の円滑な受入体制の強化 

 


