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Ⅰ. はじめに 

 

平成 27 年 3 月に総務省から「新公立病院改革ガイドライン」（以下、「新ガイドライン」と記

載）が示されました。新ガイドラインは、以下のようなことを理由として、更なる公立病院改

革が必要であるとしています。 

 

・ 経常損益黒字の公立病院は約 5 割に留まり、依然として持続可能な経営を確保しきれて

いない病院が多くあること 

・ 国による医療制度改革が進んでおり、公立病院はそれとの連携をとった行動をとる必要

があること 

・ 医療法にもとづく地域医療構想の検討及びこれに基づく取組と整合的に行われる必要が

あること 

 

以上のことを背景として、病院事業を設置する地方公共団体は、新ガイドラインで示された

「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」、「経営

形態の見直し」の 4つの視点に基づき、新公立病院改革プラン（以下、「本計画」）を策定する

ことが求められています。 

市立三次中央病院（以下、「当院」と記載）における本計画の策定目的は、備北医療圏におけ

る地域医療構想や地域包括ケアシステムの構築にかかわる検討が始まりつつある状況を踏ま

え、当院が地域においてどのような役割を果たしていくべきかを検討するとともに、その役割

の実現に向けた行動を着実に実行することによって、当院が市民の皆様の生活により安心を与

える存在となっていくことにあります。 

 

 

 

Ⅱ. 対象期間 

 

平成 29 年 4 月 1日から平成 33 年 3 月 31 日までの 4年間を本計画の対象期間とします。 
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Ⅲ. 当院の基本状況 

 

1. 施設概要 

当院の施設概要、沿革は以下に記載するとおりです。 

基本理念「私たちは、地域の皆様から信頼され親しまれる病院を目指します。」のもと、350

床の病床数と各種の指定を受ける地域の中核病院として、当院は活動しています。 

 

(1) 所在地 

広島県三次市東酒屋町字敦盛 531 番地 

 

(2) 病床数 

一般病床：350 床（7対 1、10 対 1、ICU、地域包括ケア病棟） 

 

(3) 基本理念 

私たちは、地域の皆様から信頼され親しまれる病院を目指します。 

 

(4) 基本方針 

1. 地域中核病院としての医療レベルの向上 

2. 救急医療体制の充実 

3. 安全で安心な医療の提供 

4. 患者サービスの向上 

5. 経営健全化の推進 

6. 地域を担う医療人の育成 

 

(5) 診療科 

内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、糖尿病・代謝内分泌内科、腎臓内科、 

小児科、外科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、皮膚科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、 

眼科、歯科口腔外科、放射線治療科、放射線診断科、麻酔科、緩和ケア内科、 

リハビリテーション科 

 

(6) 医療機関指定 

●地域医療支援病院 ●二次救急医療機関 

●臨床研修指定病院 ●地域がん診療連携拠点病院 

●災害拠点病院 ●地域周産期母子医療センター 

●広島県へき地医療拠点病院 ●小児救急医療拠点病院 

●在宅療養後方支援病院  
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2. これまでの取り組み 

 

 

実施年度 内容

平成5年度 全国自治体病院開設者協議会並びに全国自治体病院協議会の両会長より
「自治体立優良病院」表彰を受賞

6年度 自治体立優良病院として「自治大臣表彰」受賞

呼吸器科、消化器科、循環器科、呼吸器外科、麻酔科　新設

9年度 災害拠点病院（地域災害医療センター）の指定

11年度 地域周産期母子医療センターの認定

臓器提供施設　認定（日本脳神経外科学会の専門医訓練施設A項認定）

12年度 臨床研修病院の指定

健診センター　稼動

ICU（特定集中治療室）4床　設置

13年度 歯科保健センター事業　開始

14年度 広島県へき地医療拠点病院の指定

16年度 小児救急医療拠点病院の指定

18年度 地域がん診療連携拠点病院の指定

20年度 日本放射線技師会 医療被ばく低減施設　認定

デイホスピス、禁煙外来　開設

集団災害医療救護訓練の実施

電子カルテシステム　導入

21年度 乳腺外来、ストーマ外来、リンパ浮腫外来（実費診療開始）、緩和ケア外来　開設

DPC対象病院　認定

22年度 産科セミオープンシステム　開始

23年度 東日本大震災に係る広島県医療救護第1班（6名）、第19班（5名）派遣

三次市医療技術職員修業資金　貸付開始

地域医療支援病院　承認

24年度 広島中山間地病院連携地域医療研修プログラムの設立
（南斗六星研修ネットひろしま）

ＩＭＲＴ、３２０列ＣＴ　導入

へき地医療拠点病院（市立三次中央病院、庄原赤十字病院、神石高原町立病院及び
関係市町）による「移動診療車」の運行を開始　事務局：庄原赤十字病院

ｉＰａｄによる電子カルテ閲覧システム運用開始

25年度 緩和ケア内科外来、内視鏡センター　開設

広島県知事より「救急医療功労者（団体）」表彰

26年度 化学療法センター　開設

地域包括ケア病棟　設置

ＰＥＴ-ＣＴ　導入

27年度 腎臓内科外来　開設

28年度 緩和ケアセンター、入院支援センター　開設
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Ⅳ. 当院の現状及び課題 

 

1. 外部環境 

(1) 医療政策の動向 

① 広島県保健医療計画 

広島県では、急性期から回復期まで、切れ目のない医療提供体制を構築するため、平成

20 年（2008 年）3月に保健医療計画を改定し、質が高く効率的な地域医療体制の確保に取

り組んできました。この間、医療の高度化や医療ニーズの多様化が進む一方で、医療現場

の深刻な医師・看護師等の不足に直面する地域では、安心して必要な医療を受けることが

できる体制の確保に窮する事態が生じています。 

また、今後、数年間に予想される人口の減少と急激な高齢化に伴い、確保すべき保健医

療サービスの量や質が、地域において大きく変化することが見込まれ「安心できる医療体

制の確保」、高齢化を見据えた「地域包括ケア体制の構築」など、様々な分野への網羅的

な対応が急務となっています。 

これらの現状に対して効果的な対策を講じるため、国の「医療提供体制の確保に関する

基本方針」を踏まえつつ、平成 25 年 3 月に「広島県保健医療計画（第 6次）」が取りまと

められました。広島県は、広島大学とともに医師育成・確保の観点から、同大医学部に「ふ

るさと枠」入学枠を増設するなど地域医療従事医師の養成に取り組んでおり、平成 29 年

度から派遣が開始される予定です。 

【広島県保健医療計画（平成 25 年度～平成 29 年度）における目標値】 

 

 

指標

がん
拠点病院における地域連携パスの
適応患者数

平成24年度
285件
（2ヶ月間）

平成29年度 現状値より向上

脳卒中 脳卒中患者の退院後在宅復帰率 平成20年度 54.7% 平成29年度
全国平均値
57.7%に引上げ

急性心筋梗塞 地域連携サポート体制の整備圏域数 平成23年度 4圏域 平成29年度 全圏域7圏域

糖尿病 糖尿病の地域連携パス導入地区数 平成23年度 2地区 平成29年度 5地区

精神疾患 自殺で亡くなる人の数 平成23年度
人口10万対
19.6人

平成29年度
人口10万対
16.8人

救急医療
地域で輪番により救急医療にあたる
病院数

平成24年度 75病院 平成29年度 現状値以上

災害医療 ライフラインの確保する拠点病院数 平成24年度 13病院 平成29年度 全拠点病院18病院

へき地医療 過疎市町の医療施設従事医師数 平成22年度
人口10万対
178.1人

平成29年度
人口10万対
183.7人以上

周産期医療
妊産婦死亡率
（出生10万対の妊産婦死亡率）

平成23年度
過去10年平均
2.66人（全国9位）

平成29年度
過去10年平均
全国3位以内

小児医療 小児の二次救急医療体制の整備圏域数 平成24年度 5圏域 平成29年度 全圏域7圏域

在宅医療 地域包括ケア体制を構築する市町政 平成22年度 1市 平成29年度
全23市町
（125日常生活圏域）

医師育成・確保 初期臨床研修医のマッチ者数 平成24年度 139人 平成29年度 1.58人

医療情報連携 地域医療連携ネットワークの整備圏域数 平成23年度 5圏域 平成25年度 全圏域7圏域

5
事
業

5
疾
病

分野 現状 目標値
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② 備北保健医療圏における保健医療計画（地域計画） 

広島県保健医療計画の一部として備北医療圏の地域計画が策定されています。「安心な暮

らし」を支える保健医療提供体制を構築する事が主眼におかれ、疾病・事業別の医療連携

体制の構築と保健医療体制を支える人材の確保について圏域内で重点的に取り組んでい

くことになっています。 

特に、当院は、精神疾患を除いて、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の疾病ならび

に救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療に関して地域の中心的な存在であり、基

幹病院として重要な役割を果たしています。 

【備北医療圏における地域計画（概要）】 

 

  

がん ①
②
③

発症予防と早期発見に向けた取組の推進
圏域内医療連携体制の推進
→　がん診断時からの健和ケア体制の
　　充実強化体制

・
・

がん検診受診率の向上
当院を中心とした圏域内医療構築体制
と緩和ケア体制の充実強化

・
・
 
・

発症予防と早期発見に向けた取組の推進
当院の機能強化
→　5大がんの地域連携パス運用体制の構築
がん診断時からの緩和ケア体制の構築

脳卒中 ①
②

③

発症予防と早期発見に向けた取組の推進
圏域内医療連携体制の推進
→　当院が計画管理病院となった地域
    連携クリティカルパスの実施
リハビリテーション提供体制の構築

・
・

健康診断・健康診査受診率の向上
医療連携体制の確立
→　三次市においては当院を中心とした地
　　域連携クリティカルパスの継続関係機
　　関相互リハビリテーション体制の構築

・
・

・

発症予防と早期発見に向けた取組の推進
圏域内医療連携体制の推進
→　三次市：当院を中心とした継続的な医療
　　連携体制の構築
リハビリテーション提供体制の構築

急性
心筋梗塞

①
②

③

発症の予防に向けた取組
AEDの普及及び救急蘇生法等応急措置の
普及啓発
圏域内医療連携体制の構築
→　当院、三次地区医療センター、
　　庄原赤十字病院が連携した地域
　　連携クリティカルパスの普及促進

・
・

・

健康診断・健康診査受診率の向上
心肺蘇生法等応急処置対応ができる環境
づくり
当院、庄原赤十字病院、三次地区医療センター
を中心とした地域連携クリティカルパスの推進

・
・

・

発症の予防に向けた取組
AEDの普及及び救急蘇生法等応急措置の普及
啓発
圏域内医療連携体制の構築

糖尿病 ①
②

発症予防と早期発見に向けた取組
「かかりつけ医」制度の定着促進と医療
連携の体制

・
・
・

健康への意識の啓発推進
早期発見、生活習慣の改善推進
「かかりつけ医」制度の定着促進、医療連携体
制の構築推進

・
・

発症予防と早期発見に向けた取組
「かかりつけ医」制度の定着促進と医療連携の
体制
→　当院が中心となった糖尿病地域連携事業

精神疾患 ①
②
③
④
⑤

精神科救急医療システム
精神疾患による入退院状況等
自殺死亡率、標準比死亡比
高齢化率、認知症発生率
オレンジドクター

・

・

・
・
・

地域住民が適切に精神科医療が受けられる
体制の構築
長期入院の患者の退院促進と退院後の必要な医
療の確保
地域生活支援体制の整備
精神疾患、相談窓口等の普及促進
認知症の早期発見・早期治療のための研修会
などの普及啓発

・
・
・

精神障害者が暮らしやすい地域づくり
自殺予防対策の推進
認知症対策の推進

救急医療 ①

②

③

救急医療体制
→三次市
・初期救急医療：三次市休日夜間急患
　 センターへ集約。
・二次救急医療：当院で対応
・三次救急医療：他圏域との連携
救急搬送体制
→　当院にて救急搬送患者を受け入れ
AEDの設置、管理

・

・

初期救急医療機関と二次救急医療機関の区分の
明確化
県道、市道の幅員の拡張などの整備

・
・

休日（夜間）急患センター（仮称）の利用促進
救急患者の搬送時間の短縮

災害医療 ①

②

災害拠点病院
→　当院、庄原赤十字病院
災害対応に係る取組（災害時応援協定）
→　三次市：当院
　　 庄原市：庄原赤十字病院

・
・

・

・

集団災害医療救護訓練、総合防災訓練の実施
災害による生活困難者への早期支援体制づくり
の検討
被災地の医療拠点病院、広域搬送、後方医療施
設の確保
ライフライン、機能性確保に必要な装備の強化

・
・
・
・

災害時応援協定の締結、迅速な対応
医療救護体制の確保、訓練の実施
関係機関の災害情報共有体制の確立
搬送体制の確立

へき地
医療

①

②

へき地医療体制の強化
→　当院、庄原赤十字病院
医師等医療従事者の不足

・

・

当院、庄原赤十字病院の機能強化
→　総合医の養成、約７年後のへき地への配置
医療機関受診時の交通アクセスの確保、高度医
療機関等へのアクセス整備

・

・

・

へき地医療拠点病院等の医療機能の整備充実
→　当院、庄原赤十字病院の医療機能充実、整備

へき地医療従事者の確保、資質の向上
→「ふるさと枠」等、医師配置の取組みに
 　よる医師確保
医療機関受診における交通アクセスの確保、高
度医療等へのアクセスの確保

周産期
医療

①

②

地域周産期母子医療センター
→　当院
医療従事者の過重労働、精神的負担

・

・

産科医療機能の有効活用、庄原赤十字病院の分
娩の取扱い再開
周産期に関する情報提供、妊婦健診受診に関す
る啓発活動実施

・
・

産科医療体制の構築
周産期に関する情報提供及び妊婦健診に関する
啓発実施

小児医療 ①

②

③

小児救急医療拠点病院
→　当院
小児救急医療支援事業
→　庄原赤十字病院
二次医療機関への患者集中による小児科
医の過重労働、小児科医の不足

・

・

【広島県全域における目標】
人口あたりの小児医療勤務医数増加
→　全国平均までの増加
乳児死亡率、幼児死亡率、小児死亡率
→　常に全国平均値以下

・

・

・
・

初期小児救急医療体制の強化
→　在宅当番医制、休日急患センターの体制充実

　  初期救急対応のための研修実施

人材確保、育成
→　地域医療システム学講座、小児急性疾患学講座

情報提供、啓発
電話相談事業による受診患者減少、負担軽減

5
事
業

分野・事業 現状と課題 目指す姿（目標） 施策の方向

5
疾
病
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③ 地域医療再生計画 2013 

広島県においては、広島県保健医療計画とは別に、平成 22 年 1 月に「広島県地域医療再

生計画」が策定されています。二次保健医療圏が抱える高度医療や医師確保対策等、地域

医療の転換・再生に資する喫緊の課題に取り組むとともに、全県的な課題に対応するため、

予防から急性期、回復期、慢性期まで限りある医療資源を効果的に活用し、切れ目のない

医療提供・連携体制を構築する取組がおこなわれています。 

平成 25 年度には、現状の分析により明らかになった課題やこれまでの計画策定以降の状

況変化等を踏まえて、「広島県地域医療再生計画 2013」が策定されました。当院において

も地域中核病院としての対応が求められています。 

 

④ 地域医療構想 

将来的な高齢者人口の増加及び社会保障費の増加に対処するため、政府は平成 24 年 2 月

に閣議決定された社会保障・税一体改革の中で、平成 37 年（2025 年）における医療提供

体制のあり方、いわゆる「2025 年モデル」を示し、病床の機能分化と再編の考え方を明ら

かにしています。この考え方を踏まえて、平成 27 年 3 月に地域医療構想ガイドラインが

策定され、「高度急性期及び急性期領域の病床数の絞り込み」や「回復期領域の病床数の

整備」、「在宅医療への移行」等の推進に係る考え方がより具体的に示されています。 

【地域医療構想ガイドラインに基づく病床機能分類別病床数の再編イメージ】 

 

一般病床
100.6万床

療養病床
34.1万床

現在（2013年）
134.7万床

高度急性期
19.1万床

急性期
58.1万床

回復期
11.0万床

慢性期
35.2万床

慢性期
24.2～28.5
万床程度

回復期
37.5万床程度

急性期
40.1万床程度

高度急性期
13.0万床程度

2014年7月末
病床機能報告

123.4万床

2025年の必要病床数
115～119万床程度

29.7～33.7
万床程度

将来、介護施設や
高齢者住宅を含めた

在宅医療等で追加的に
対応する患者数

※資料：医療・介護情報の活用による改革の推進に関する専門調査会「第1次報告」（平成27年6月15日）
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⑤ 診療報酬改定の変遷 

少子高齢化を背景にした社会保障費の増加、限られた財源という国内事情から、診療報

酬の伸びを適正化する動きがとられています。直近の平成 28 年度の診療報酬改定におい

ても、全体で▲0.84%のマイナス改定となっており、診療報酬の動向は依然として厳しい

状況にあります。 

【平成 28 年度診療報酬改定の改定内容（入院料に関して）】 

  

近年の診療報酬改定は、2025 年モデルや地域医療構想を念頭に置いた改定となっている

ところに特色があります。この傾向は、今後も変わることがないと考えられるため、平成

30 年度以降の診療報酬改定も現行の延長線上でおこなわれる可能性が極めて高く、我が国

の病院施設は今後も診療報酬改定によるマイナス影響を受けていくものと考えられます。 

 

⑥ 地域医療介護総合確保基金 

平成 26 年度から医療・介護サービスにおける提供体制改革の推進のため、「地域医療介

護総合確保基金」が創設されました。 

【地域医療介護総合確保基金】 

 

主な改定項目 平成28年度改定前 改定後

7対1入院基本料 重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合 15%以上 25%以上

自宅等に退院するものの割合 75%以上 80%以上

一般病棟入院基本料 病棟群単位による届出 ー 可能

回復期リハビリテーション
病棟入院基本料

FIM（日常生活機能評価）を用いたアウトカムの評価 9単位取得可能
水準を満たさな
い場合は6単位

地域包括ケア病棟入院料
（入院医療管理料）

手術・麻酔等の費用 入院料に包括 出来高算定可
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 ※広島県「地域医療介護総合確保事業 提案募集要領（平成 27 年度分）」参照 

広島県の平成 26 年度の基金規模は 26.4 億円であり、この基金を用いた事業活動は、各

都道府県が作成する計画に基づき実施されています。備北保健医療圏においては、平成

26 年度以降「包括的過疎地域医師育成・活用支援システム整備事情」をはじめとして、

下表に示すような取組に当該基金が充当されております。 

【地域医療介護総合確保基金の活用状況】 

 

※平成 27 年度 医療介護総合確保促進法に基づく広島県計画 

 

(2) 備北医療圏における医療需要・供給の動向 

① 備北医療圏の概要 

当院は、広島県北東部中国山地の中央に位置する三次市に立地し、庄原市と併せた備北

保健医療圏に属します。医療圏の人口 90,615 人（平成 27 年度国勢調査）に対して、医療

圏の面積は 2,025 ㎢と県内最大で、およそ 130 の医療機関（歯科含む）が存在しています。

しかしながら、医療圏内の医療機関は偏在しているため、無医地区への対応なども課題と

なっています。 

備北保健医療圏における一般病床及び療養病床数の現状は、基準病床数 994 床に対して、

既存病床数 1,577 床（平成 25 年 3 月現在）と、583 床の過剰となっています。しかしなが

ら、三次市では急性期医療を提供できる有床医療施設は当院のみという状況にあり、庄原

市と併せても医療圏内に当院の病床規模（350 床）を超える医療機関は存在せず、非常に

広い範囲から入院患者を受け入れている状況にあります。 

 

  

年度 実施項目 区域 実施主体
総事業費

（千円）

基金充当額

（千円）

事業期間

（年）

平成26年度 包括的過疎地域医師育成・活躍支援
システム整備事業

・ 各医療機関などが主体的に、医師
会、歯科医師会及び公的病院等関
係機関の協力を得て医療従事者の
確保に努める

備北

広島県地域保健医療
推進機構、広大地域
医療システム学講
座、三次中央病院、
安佐市民病院

6,450 4,300 1

病床機能分化・連携促進基盤整備
事業

・

・

医療従事者の確保に努める地域医
療構想の実現に向けて、医療機関
における病床機能分化の自主的な
取組を推進する。
回復期病床への転換

全区域 病院及び有床診療所 594,042 未定 3

地域医療ＩＣＴ化推進事業 ・ 患者の状態に合わせた在宅医療へ
の移行を円滑に進めるため、ＩＣ
Ｔを活用した医療情報ネットワー
クの構築を図る。

備北
三次地区医療セン
ター

158,400 70,400 1

在宅医療・介護連携強化事業 ・ 在宅医療介護連携の充実・強化を
図るため、都市部、中山間地域、
島嶼部の現状を踏まえたモデル的
な取組を支援し、その成果を県内
全域に普及・展開する

広島
広島中央

備北

地区医師会（７地
区）、広島中央地域
保健対策協議会

22,454 14,969 1

地域包括支援センターマネジメント
強化事業

・ 医療・介護連携のネットワーク構
築状況の現状を把握するととも
に、センターの強化すべき機能や
管理者等（リーダー）に求められ
るコーディネート能力についての
検討を踏まえ、管理者等に必要な
研修プログラムを構築する

全区域
広島県地域包括・在
宅介護支援セ ン
ター協議会 1

2,537 1,691 1

実施内容

平成27年度



9 
 

② 人口推計 

国立社会保障・人口問題研究所に基づく人口推計では、平成27年度から平成32年度（2020

年度）にかけての三次市の人口伸び率は、全体で▲5.0%の見込みとなっています。年齢区

分別で見た場合、0～14 歳が▲9.5%と最も減少していく率が大きい一方で 65 歳以上は

1.0%増加し、少子高齢化が一層進む様相を示しています。 

また、備北保健医療圏の人口伸び率は、全体で▲6.1%と、三次市と比べ人口減少のペー

スが若干速くなっています。年齢区分別で見た場合、三次市と同様に 0～14 歳が▲10.4%

と最も減少率が大きく、65 歳以上も▲0.5%と人口が減少していく見込みとなっています。 

 

【三次市及び備北医療圏における人口動態】 

 

 

③ 疾病推計 

備北保健医療圏の人口推計を基にした患者数の推計（平成 32 年度（2020 年度））では、

医療圏人口の減少に伴い、入院患者数▲4.7%、外来患者数▲8.6%と、ともに減少する見込

みとなっています。疾病構成の大きな変化はなく一定の割合で推移し、入院医療の需要で

は「循環器系の疾患（20.1%）」と「精神及び行動の障害（17.7%）」、外来医療の需要では

「循環器系の疾患（20.6%）」と「筋骨格系及び結合組織の疾患（11.0%）」、の患者数が引

き続き高い割合を占める見込みとなっています。 

  

②-① ③-①

三次市

0～14歳 6,781 6,138 5,515 ▲9.5% ▲18.7%

15～39歳 11,392 10,377 9,818 ▲8.9% ▲13.8%

40～64歳 16,881 15,637 14,390 ▲7.4% ▲14.8%

65歳以上 18,877 19,064 18,678 1.0% ▲1.1%

(再掲)75歳以上 10,964 10,908 11,712 ▲0.5% 6.8%

三次市 計 53,931 51,216 48,401 ▲5.0% ▲10.3%

備北医療圏

0～14歳 10,720 9,605 8,571 ▲10.4% ▲20.0%

15～39歳 18,659 17,040 16,104 ▲8.7% ▲13.7%

40～64歳 27,746 25,100 22,768 ▲9.5% ▲17.9%

65歳以上 34,144 33,963 32,683 ▲0.5% ▲4.3%

(再掲)75歳以上 20,400 19,811 20,694 ▲2.9% 1.4%

備北医療圏 計 91,269 85,708 80,126 ▲6.1% ▲12.2%

※人口問題研究所「市町村別男女5歳階級別データ」（平成25年3月推計）参照

年齢区分
平成27年度

①
平成32年度

②
平成37年度

③

伸び率
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【入院患者の推計（備北保健医療圏）】 

 

【外来患者の推計（備北保健医療圏）】 

 

入院患者数

平成27年度
①

平成32年度
②

平成37年度
③

Ⅰ　感染症及び寄生虫症 21 21 21 1.4% ▲4.0%

Ⅱ　新生物 155 151 146 10.5% ▲5.7%

Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 6 6 6 0.4% ▲4.6%

Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患 38 37 37 2.6% ▲3.6%

Ⅴ　精神及び行動の障害 267 254 241 17.7% ▲9.8%

Ⅵ　神経系の疾患 143 138 138 9.6% ▲4.0%

Ⅶ　眼及び付属器の疾患 12 11 11 0.8% ▲8.4%

Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患 3 3 3 0.2% ▲12.1%

Ⅸ　循環器系の疾患 298 290 292 20.1% ▲2.0%

Ⅹ　呼吸器系の疾患 114 110 113 7.6% ▲0.4%

ⅩⅠ　消化器系の疾患 70 67 67 4.7% ▲3.5%

ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患 13 12 12 0.9% ▲3.7%

ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患 68 65 63 4.5% ▲6.4%

ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患 58 56 56 3.9% ▲2.8%

ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく 9 9 8 0.6% ▲12.2%

ⅩⅥ　周産期に発生した病態 4 4 3 0.3% ▲21.6%

ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常 6 5 5 0.4% ▲16.3%

ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されな 21 20 20 1.4% ▲2.8%

ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響 166 161 161 11.2% ▲3.3%

ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 18 18 17 1.2% ▲5.9%

総数 1,491 1,439 1,420 100.0% ▲4.7%

総数（分類：Ⅴ、ⅩⅩⅠ除く） 1,206 1,167 1,162 81.1% ▲3.6%

※人口問題研究所「市町村別男女5歳階級別データ」（平成25年3月推計）、厚生労働省「平成26年患者調査」　参照

疾病大分類
増減率
②-①

平成32年度

構成割合

（単位：人/日）

外来患者数

平成27年度
①

平成32年度
②

平成37年度
③

Ⅰ　感染症及び寄生虫症 165 157 148 3.1% ▲10.6%

Ⅱ　新生物 276 266 260 5.2% ▲5.7%

Ⅲ　血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 16 15 14 0.3% ▲9.3%

Ⅳ　内分泌，栄養及び代謝疾患 547 526 497 10.3% ▲9.2%

Ⅴ　精神及び行動の障害 183 170 157 3.3% ▲14.0%

Ⅵ　神経系の疾患 141 136 132 2.7% ▲6.7%

Ⅶ　眼及び付属器の疾患 309 298 282 5.9% ▲8.7%

Ⅷ　耳及び乳様突起の疾患 97 92 86 1.8% ▲11.0%

Ⅸ　循環器系の疾患 1,082 1,048 1,028 20.6% ▲4.9%

Ⅹ　呼吸器系の疾患 587 544 509 10.7% ▲13.4%

ⅩⅠ　消化器系の疾患 334 322 307 6.3% ▲8.0%

ⅩⅡ　皮膚及び皮下組織の疾患 247 234 221 4.6% ▲10.7%

ⅩⅢ　筋骨格系及び結合組織の疾患 579 562 545 11.0% ▲5.9%

ⅩⅣ　腎尿路生殖器系の疾患 155 148 142 2.9% ▲8.7%

ⅩⅤ　妊娠，分娩及び産じょく 5 5 5 0.1% ▲15.0%

ⅩⅥ　周産期に発生した病態 2 2 2 0.0% ▲21.2%

ⅩⅦ　先天奇形，変形及び染色体異常 7 7 6 0.1% ▲12.6%

ⅩⅧ　症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されない 53 51 48 1.0% ▲10.1%

ⅩⅨ　損傷，中毒及びその他の外因の影響 167 159 151 3.1% ▲9.8%

ⅩⅩⅠ　健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 377 351 331 6.9% ▲12.3%

総数 5,330 5,091 4,869 100.0% ▲8.6%

総数（分類：Ⅴ、ⅩⅩⅠ除く） 4,770 4,569 4,382 89.8% ▲8.1%

※人口問題研究所「市町村別男女5歳階級別データ」（平成25年3月推計）、厚生労働省「平成26年患者調査」　参照

疾病大分類
増減率
②-①

平成32年度

構成割合
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④ 主な疾病および事業における充足率 

備北保健医療圏における充足率は、精神医療を除き、高い充足率を示しています。しか

しながら、高い充足率を示しているがんや糖尿病、小児の入院医療部分に関しても、患者

が一定の割合で流出しています。患者の居住地と近隣病院の関係性から流出している場合

においては問題視する必要はありませんが、そうでない場合においては、その流出を防ぐ

ための取組が必要になると考えられます。 

特に、がん医療に関して、当院は「地域がん診療連携拠点病院」として圏域内における

役割を果たしていく責務があります。したがって、当院は、自院にて対応可能な症例の圏

外流出をできる限り防ぎ、患者が近くの病院（当院）で良質な医療を受けることができる

環境の構築に寄与していくことが必要です。 

【備北保健医療圏における医療提供状況】  

 

 

⑤ 平成 37 年度における必要病床数 

備北医療圏では、高度急性期・回復期病床の大幅な増加が必要とされています。一方で、

急性期・慢性期病床については、平成 26 年度と比較して約半数の病床が過剰であるとみ

なされています。 

 

入院 外来
疾病・事業

充足率
流出患者

割合
流入患者

割合
充足率

流出患者
割合

流入患者
割合

がん 93.0% 18.1% 12.4% 91.0% 19.1% 11.4%

脳卒中 97.0% 13.2% 10.9% 96.0% 10.1% 6.7%

急性心筋梗塞 95.0% 6.9% 2.3% 94.0% 14.4% 9.3%

糖尿病 91.0% 17.6% 9.7% 97.0% 10.8% 7.7%

精神医療 45.0% 61.7% 14.6% 56.0% 48.6% 0.1%

小児医療 80.0% 23.1% 4.4% 107.0% 7.9% 14.2%

救急医療 99.0% 10.0% 9.1%

※広島県地域医療構想（P129,130） 参照

病床機能報告
(平成26年度)

必要病床数
(平成37年度)

病床数の差 増減率

高 度 急 性 期 30床 73床 43床 143.3%

急 性 期 811床 340床 ▲471床 ▲58.1%

回 復 期 88床 323床 235床 267.0%

慢 性 期 805床 430床 ▲375床 ▲46.6%

未 回 答 0床 0床

合 計 1,734床 1,166床 ▲568床 ▲32.8%

※広島県　地域医療構想（P115）　参照
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2. 内部環境 

(1) 決算状況 

平成 28 年度決算見込みは、医業損益、経常損益の黒字化を維持する見込みではあるもの

の、両方ともに直近 5カ年において最も低い値になっています。平成 27 年度と比較しても、

入院収益は減少、費用面においては給与費、経費、減価償却費など複数の費用勘定において

増加している状態にあります。入院収益の低下を防ぐことが、経営上の課題であり、この課

題解決に資する活動を、本計画期間において実施していくこととします。 

 

 

【損益計算書】 （単位：百万円）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
（見込み）

病院事業収益 8,221 8,120 8,556 9,188 8,644

医業収益 7,965 7,890 8,202 8,659 8,172
入院収益 4,984 4,927 5,011 5,293 4,907
外来収益 2,536 2,575 2,738 2,877 2,750
その他医業収益 445 389 453 490 515

医業外収益 243 227 344 483 471
特別利益 14 3 9 46 1

病院事業費用 7,850 7,888 8,474 8,664 8,533

医業費用 7,454 7,535 7,786 8,099 8,080
給与費 3,811 3,833 3,872 3,928 4,051
材料費 2,058 2,140 2,197 2,413 2,223
経費 1,130 1,137 1,175 1,155 1,181
減価償却費 412 381 485 500 573
資産減耗費 9 3 10 56 6
研究研修費 35 41 46 47 46

医業外費用 378 341 456 485 414
特別損失 17 12 232 80 40

医業損益 510 355 416 560 92

経常損益 375 240 304 558 150

当年度純損益 372 232 82 524 111

償却前利益 793 616 640 1,042 672

※経常損益：（医業収益＋医業外収益）－（医業費用＋医業外費用）

※当年度純損益：病院事業収益－病院事業費用

※償却前利益：純損益－長期前受金戻入＋（賞与引当金繰入額、貸倒引当金繰入額、減価償却費、資産減耗費）

【資本的支出入】

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

資本的収入 1,336 365 394 887 258

資本的支出 1,473 736 941 2,181 1,863

資本的収支に不足する金額 △137 △371 △547 △1,293 △1,606

資金収支 655 245 93 △251 △933

※資金収支：償却前利益＋資本的収支に不足する金額

※資本的支出には、投資有価証券と長期定期預金を含む
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(2) 稼働状況 

入院診療単価は、平成 25 年度から平成 26 年度にかけて約 3 千円上昇し、平成 26 年度時

点において 47,502 円となり、平成 27 年度、平成 28 年度は 48,000 円台まで伸びています。

平成 26 年度に診療単価が大きく伸びているのは、特定入院料（地域包括ケア病棟）の影響

によるものです。また、1 日あたり平均入院患者数は、平成 24 年度が最も多く、その後減

少する傾向にあり、直近の平成 28 年度は 277 人と、平成 24 年度と比較して 40 人程度減少

しています。 

平成 28 年度の外来診療単価は、直近 5カ年において 2番目に高い値である一方、1日あた

り外来患者数に関しては年々減少する傾向にあり、平成 28 年度の 698 人/日は、平成 24 年

度の 743 人/日と比較して 50 人近く減少しています。 

平成 28 年度の救急患者数の予測値は、11,908 人で平成 24 年度対比では▲3,193 人の減少

であり、直近の 5カ年の手術件数に関しても、平成 26 年度をピークに減少しています。加

えて、平成 28 年度の分娩件数総数（679 件）も、直近 5 ヵ年で最も少ない件数になってい

ます。こうした主要な稼働指標が減少傾向にあることが入院収益の減少という結果につなが

っているため、本計画期間において減少傾向を防ぐための活動に取組んでいくこととします。 

【直近 5年間の主要稼働指標】 

 

 

  

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
（見込み）

入院

1日あたり患者数 316人/日 307人/日 292人/日 302人/日 277人/日

診療単価 43,781円 44,805円 47,502円 48,507円 48,494円

病床稼働率 90.2% 87.7% 83.6% 86.2% 79.2%

平均在院日数 14.5日 14.2日 16.6日 16.5日 15.2日

外来

1日あたり患者数 743人/日 722人/日 708人/日 699人/日 698人/日

診療単価 14,133円 14,791円 16,036円 17,151円 16,563円

その他

救急患者数 15,101人 14,288人 12,415人 12,390人 11,908人

手術件数 2,866件 2,945件 2,988件 2,884件 2,826件

分娩件数 725件 738件 703件 723件 679件

※入院1日あたり患者数：（在院患者数＋退院患者数）/ 診療日数

　 病床稼働率：（在院患者数＋退院患者数）/ 診療日数 / 病床数
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(3) 経営資源 

当院の医業収益に占める基本給（給料）および手当の割合は、医業収支黒字の同規模の自

治体病院と比較しても低い状態にあります。つまり、売上に占める常勤職員の給与の割合が

低いことを示しており、職員 1人あたりの生産性（売上）が比較的高い状態にあることを示

しています。 

また、医業収益に占める賃金（非常勤職員等にかかる費用）の割合も、基本給および手当

と同様、比較的低い状態にあります。 

【医業収益に占める給与費の割合比較】 

 

 

(4) 経営形態 

現在、当院の経営形態は、地方公営企業法の一部適用を採用しております。 

 

(5) 地域および当院における課題 

三次市、備北医療圏における人口減少は今後も進み、地域の医療需要も減少していくこと

が予測されます。他方、近年における医療政策の変化は著しく、病床数の適正化にかかわる

政策の施行など、地域医療の提供体制に変化を与える動きも出ています。 

このような環境変化が進む中で、当院は地域の中核病院として、健全経営と地域の方々へ

の医療提供を継続していかなければなりません。しかしながら、平成 28 年度は、経営状態

の黒字化は維持しているものの、近年で最も入院患者数が少なくなるなど、例年と比較して

最も厳しい収支状況になる見込みです。 

これからの当院の課題は、地域の入院医療需要の変化に応じた医療機能を整え、それによ

り入院患者を確保し、地域医療に貢献していくことにあります。 

 

当院

①

黒字自治体病院
平均（N = 9)

②

平均との差

①－②

基 本 給 18.8% 20.7% ▲1.9%

手 当 16.9% 16.5% 0.4%

基 本 給 ＋ 手 当 小 計 35.7% 37.2% ▲1.5%

賃 金 3.7% 6.2% ▲2.5%

退 職 給 付 費 1.9% 1.5% 0.4%

法 定 福 利 費 6.4% 7.1% ▲0.7%

計 47.8% 51.2% ▲3.4%

※平成26年地方公営企業年鑑　参照

  選定条件：医業収支率100％以上、看護配置 7対1、300床～399床、自治体立
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Ⅴ. 地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

 

1. 当院の果たすべき役割 

当院は、地域医療支援病院として地域の急性期医療の中核を担っており、備北医療圏にお

ける急性期医療の提供体制を維持し続けるためには、引き続き、急性期医療の中核病院とし

て活動していくことが必要です。広島県の地域医療構想によると、備北医療圏では高度急性

期病床および回復期病床が不足するとされており、急性期病床および慢性期病床が過剰にな

ると予測されています。 

地域における医療需要の変化、それに伴い変化する当院の患者構成、これらを踏まえて当院

の医療機能・病棟編成を検討することが必要であると考えられます。当院は地域の中核病院

として急性期医療の提供を継続することに加え、将来の医療需要の変化にあわせて「急性期

経過後の回復期段階にある患者」、「緩和ケア（看取り）を必要とする患者」を受け入れるた

めの対応についても、地域情勢を見ながら強化していくこととします。 

また、地域完結型の医療を実現させていく観点から、「他医療機関との連携をどのようにし

て図っていくか」の検討も必要です。平成 29 年 4 月に設置される地域医療連携推進法人、ま

た備北医療圏における地域医療調整会議の協議状況などを踏まえて、引き続き検討していく

こととします。 

 

2. 地域包括ケアシステムに向けて果たすべき役割 

地域包括ケアシステム構築に向けて、当院が果たすべき役割の一つとして、在宅施設や在宅

診療所、回復期病院等との連携を図り、在宅施設や回復期病院にて診療を受ける患者の急性

増悪に対応していくことがあります。我が国の医療政策は、在宅診療を推進する方向へと舵

が切られています。しかしながら、在宅診療は、入院している場合と比較して、医療スタッ

フが常に患者の近くにいる状況にない、或いは家族に日常的な看護・介護に係る負担がかか

るなど、患者やご家族の不安につながる要素もあります。こうした不安を取り除くためには、

急性期医療を提供する当院が、在宅医療をおこなう施設や在宅施設との連携を図り、必要な

時に必要な対処をおこなえる体制を作ることが重要です。 

備北医療圏における地域包括ケアシステムを構築にあたっては、当院による急性期医療の提

供が即座に受けられるという住民の安心につながる仕組みが必須のものになると考えられま

す。 

 

3．役割を踏まえた当院の将来像 

当院は、高度・急性期医療の提供、在宅医療の後方支援を通じて、地域医療に貢献していき

ます。当面は、ICU・7 対 1病棟を中心とした高度・急性期医療の提供を継続するとともに、地

域包括ケア病棟（ポストアキュート・サブアキュート機能）の積極的活用を図り、治し・支え

る地域医療の実現に寄与していきます。 
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4．一般会計負担の考え方 

以下の繰り出し基準に基づいて、一般会計からの負担金を繰り入れることと致します。 

【一般会計が負担する経費の範囲】 

 

1 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
(平成14年度までに着手した事業に係る企業債元利償還金にあっては３分の２)

2 へき地医療の確保に要する経費 ・ 地域の中核的病院による巡回診療、へき地診療所等への応援医師又は代診医師の派
遣及び訪問看護に要する経費等のうち、伴う収入をもって充てることができない額

・ 遠隔医療システムの運営に要する経費のうち、伴う収入をもって充てることができ
ない額

3 不採算地区病院の運営に要する経費 ・ 許可病床数150床未満であって、最寄りの一般病院までの到着距離が15キロメートル
以上であるもの、直近の国勢調査に基づく当該公立病院の半径５キロメートル以内
の人口が３万人未満のもの、その他の運営に要する経費のうち、伴う収入をもって
充てることができない額

4 結核医療に要する経費 ・ 結核病床の確保に要する経費のうち、伴う収入をもって充てることができない額

5 精神医療に要する経費 ・ 精神病床の確保に要する経費のうち、伴う収入をもって充てることができない額

6 感染症医療に要する経費 ・ 感染症病床の確保に要する経費のうち、伴う収入をもって充てることができない額

7 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、伴う収入をもって充てること
ができない額

8 周産期医療に要する経費 ・ 周産期医療の病床の確保に要する経費のうち、伴う収入をもって充てることができ
ない額

9 小児医療に要する経費 ・ 小児医療(小児救急医療を除く)の病床の確保に要する経費のうち、伴う収入をもっ
て充てることができない額

10 救急医療の確保に要する経費 ・ 救急告示病院又は救命救急センター又は小児救急医療拠点病院事業又は小児救急医
療支援事業を実施する病院における医師等の待機、空床の確保等救急医療の確保に
必要な経費

・ 次に掲げる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(耐震改修を含
む)に要する経費

① 災害拠点病院

② 地震防災緊急事業五箇年計画に定められた耐震化を必要とする病院及び土砂災害
   危険箇所に所在する病院

③ 救命救急センター、病院群輪番制病院、小児救急医療拠点病院、小児救急医療
   支援事業参加病院、共同利用型病院等

・ 災害拠点病院又は救急告示病院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

11 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、伴う収入をもって充てることができない額

12 公立病院附属看護師養成所の運営に
要する経費

・ 看護師を養成するために必要な経費のうち、運営に伴う収入をもって充てることが
できない額

13 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、運営に伴う収入をもって充てることがで
きない額

14 公立病院附属診療所の運営に要する経費 ・ 運営に要する経費のうち、経営に伴う収入をもって充てることができない額

15 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、収入をもって充てることができない額

16 経営基盤強化対策に要する経費

(1) 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

(2) 保健･医療･福祉の共同研修等に
    要する経費

・ 病院が中心となって行う保健･福祉等一般行政部門との共同研修･共同研究に要する
経費の２分の１

(3) 病院事業会計に係る共済追加費用の
    負担に要する経費

・ 当該年度の４月１日現在の職員数が施行の日における職員数に比して著しく増加し
ている病院事業会計に係る共済追加費用の負担額の一部

(4) 公立病院改革の推進に要する経費 ① 新改革プランの策定並びに実施状況の点検、評価及び公表に要する経費

② 新改革プランに基づく公立病院の再編等に伴い必要となる施設の除却等に要する
   経費及び施設の除却等に係る企業債元利償還金のうち、経営に伴う収入をもって
   充てることができない額

③ 新改革プランに基づく再編・ネットワーク化に伴い、新たな経営主体の設立又は
   既存の一部事務組合若しくは広域連合への加入に伴い経営基盤を強化し、健全な
   経営を確保するために要する額のうち、経営に伴う収入をもって充てることが
   できない出資に要する経費

④ 新改革プランに基づく公立病院の再編等に伴い、新たに必要となる建設改良費
   及び企業債元利償還金の３分の２

⑤ 前改革プランに基づく公立病院の再編等に伴い、新たに必要となる建設改良費の
   うち、経営に伴う収入をもって充てることができない出資に要する経費

(5) 医師確保対策に要する経費

・医師の勤務環境の改善に要する経費 ・ 公立病院に勤務する医師の勤務環境の改善に要する経費のうち、経営に伴う収入を
もって充てることが客観的に困難である額

・医師の派遣を受けることに要する経費 ・ 公立病院において医師の派遣を受けることに要する経費

項目 繰出し基準
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5. 医療機能等に係る数値目標 

当院が地域において果たすべき重要な役割として、救急への対応、がん拠点病陳としての高

度医療の提供、地域周産期センターとしての分娩や新生児対応があります。これらの役割に

ついては、地域住民の安心に係るものであり、当院が保持していくべき重要な機能です。 

【医療機能に係る数値目標】 

数値目標 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

圏域内救急搬送 

貢献率 
48% 48%以上    

悪性腫瘍への対応      

 

化学療法実施 

件数 
4,000 件 

4,000 件 

以上 
   

放射線治療実

施件数 
4,060 件 

4,060 件 

以上 
   

悪性腫瘍に 

係る手術件数 
－ 

平成 28 年度

以上 
   

分娩件数 679 件 679 件以上    

 
うちハイリスク

分娩対応件数 
－ 

平成 28 年度

以上 
   

 

6. 住民の理解 

地域医療構想の影響を受けて、当院が提供する医療サービスの内容を変更する場合において

は、住民への説明をおこない、理解を促していくことが必要です。また、当院の変化にとど

まらず、地域の医療提供体制・医療提供のシステムが変化するとすれば、その内容を住民が

理解して、そのシステムにあった行動をとることが地域の医療システムを維持していくため

に重要なこととなります。 

平成 29 年 4 月には、備北医療圏に地域医療連携推進法人が新たに誕生し、時期を同じくし

て備北医療圏における地域医療構想調整会議も開催されていくことになります。これらの会

議体の中で協議がおこなわれ、当院の地域における今後の役割が明確化されていくことにな

ります。当然ながら、地域完結型の医療提供を目指して、複数の医療機関によって協議がな

されるため、当院の機能変更にとどまらず、地域の複数の医療機関がその役割を変える可能

性があります。 

こうした変化については、市や病院による広報活動によって住民への説明をおこなうととも

に、住民との意見交換の場を設け、住民の理解を促していくことを予定しています。 
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Ⅵ. 経営の効率化 

 

1. 経営指標に係る数値目標 

 

 

2. 経常収支比率に係る目標設定の考え方 

当院においては、医業損益、経常損益ともに黒字となっています。今後も備北医療圏におけ

る当院の役割を果たし良質な医療を提供していくために、経常損益、医業損益の黒字化を維

持していきます。 

 

3. 目標達成に向けた具体的な取組 

数値目標の達成に向けて、当院では以下に記載する取組をおこなってまいります。 

 

 (1)  診療および経営的観点からの取組と年度別目標 

① 病床稼働率の向上 

地域の急性期病院としての役割を継続して果たすため、手術症例への対応、救急患者の

受入れ対応を積極的におこないます。 

また、地域包括ケア病棟設置の目的を再認識し、更に効率的・効果的な運用をおこなう

ことで病床稼働率のアップを図ります。（一般病床、地域包括ケア病棟のベッドコントロ

ール体制確立など） 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

見込 計画 計画 計画 計画

1日あたり延入院患者数（人/日） 277 289 296 298 298

病床稼働率 79.2% 82.5% 84.7% 85.0% 85.0%

　うち一般病床 79.9% 83.0% 85.0% 85.0% 85.0%

　うち地域包括ケア病床 75.3% 80.0% 83.0% 85.0% 85.0%

1日あたり外来患者数（人/日） 698 698 698 698 698

入院診療単価（円） 48,494 47,828 47,828 47,828 47,828

外来診療単価（円） 16,563 16,563 16,563 16,563 16,563

医業損益（千円） 92,070 213,113 280,858 297,727 290,394

医業収益比率 101.1% 102.6% 103.4% 103.6% 103.5%

経常損益（千円） 149,648 324,398 406,690 438,560 445,834

経常収益比率 101.8% 103.8% 104.7% 105.1% 105.2%

職員給与費比率（対医業収益） 49.6% 48.3% 47.5% 47.3% 47.4%

材料費比率（対医業収益） 27.2% 27.6% 27.9% 28.0% 27.9%
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 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

一般病床 

病床稼働率 
79.9% 83.0% 85.0% 85.0% 85.0% 

地域包括ケア 

病床稼働率 
75.3% 80.0% 83.0% 85.0% 85.0% 

 

② 手術件数維持のための取組 

平成 28 年度は前年度までと比較して、外科系の患者（特に手術適用の患者）が減少して

います。この状況を踏まえて、手術件数の維持・確保に向けた活動をおこないます。 

・ 手術件数の減少要因の明確化 

・ 手術対象の患者を確保するための連携活動の強化（近隣医療機関へのヒアリングを

おこなうとともに、その結果に基づく対応をとる：地域連携室との協働） 

・ 手術室の運用ルールの変更検討 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

手術件数 
2,826 件 

(見込み) 
2,826 件 

以上 
   

 

③ 救急患者への対応 

これまでどおり、地域の消防局と連携し、救急患者の受入をおこないます。 

救急車の受入件数、圏域内の救急搬送に対する貢献率（圏域内の救急搬送のうち当院に

て受け入れた件数 ÷ 圏域内の救急車搬送の発生数）の維持に努めます。 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

圏域内救急 

搬送貢献率 
48% 48%以上    

 

④ 訪問活動件数の増加 

地域の医療機関が、当院への患者紹介をよりおこないやすくなるよう、訪問活動を通じ

て当院の状況を知らせ、「顔の見える連携」を構築するよう努めます。 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

訪問活動件数 0 件/年 80 件/年    
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⑤ チーム医療への積極的関与 

栄養サポート、糖尿病療養指導チーム医療に積極的に取り組み、専門的観点からの提案

などをおこなう（或いは他専門分野の提案などを受けいれた対応をとる）ことによって、

患者の回復に寄与します。 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

参加種類数 
8 種類     

－種類     

栄養ｻﾎﾟｰﾄﾁｰﾑ

加算件数 
－ 算定 

再度目標 

設定(※) 
  

糖尿病透析 

予防指導件数 
70 件 算定 

再度目標 

設定(※) 
  

糖尿病療養指

導ﾁｰﾑへの参加 
算定 活動継続    

心臓病ｻﾎﾟｰﾄ 

ﾁｰﾑへの参加 
算定 活動継続    

※平成 30 年度以降、平成 29 年度の算定状況を見て再度目標を設定することとする 

 

⑥ 入院支援センターの運営 

医療職の業務負担軽減に寄与すること、患者への説明を各分野の専門員（医事課は医療

費に係る説明）がおこなうことにより患者の不安を取り除くことなどを念頭に置いて、入

院支援センターの運営をおこないます。 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

入院支援セン

ターの運営 
設置 運営継続    

 

⑦ 退院支援 

必要な治療期間を経過した患者さんがスムーズに在宅復帰などおこなえるよう、退院支

援への介入をおこないます。 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

退院支援介入

件数 
47 件/月 80 件/月    
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⑧ 放射線機器の稼働率向上に向けた取組 

MRI の稼働率向上にあたっては、平成 29 年度から、火、木曜日に診察なしの脳ドックを

新設することと致します。 

また、各種放射線機器の更新について、近隣施設が当院の機器を利用するにあたっての

支障ができる限り生じないよう、適切な更新をおこないます。 

PET-CT の稼働率向上にあたっては、受診者を増加させるための広報活動の強化をおこな

います。PET 健診は三次市からの助成金（1人 1万円）が平成 30 年まで継続されることの

周知を含めて、市広報に定期的に案内を掲載できるよう調整を図ります。 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

機器の稼働件数  

MRI 

一般 3,000 

件/年 
（見込み） 

3,000 

件/年 
   

検診 
200 

件/年 
   

PET

-CT 

一般 
350 件/年 

（見込み） 

350 件/年    

検診 50 件/年    

 

④ 職員満足度の向上 

安定した医療の提供をおこなっていくために、職員満足度の向上に取り組みます。年代

別の研修を定期的におこなうことで、職員のモチベーションの維持・向上を促します。 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

離職率 7% 5%以下    

年代別研修の

実施 

実施 
（20 代、40

代、中間管理

職研修） 

実施 継続   

※離職率：定年退職者を除く 

 

 (2) 診療の観点からの活動 

① 認定資格の取得 

より専門的な診療・ケアを患者さんに提供できるよう、各分野において専門資格の保有

者を増やすなど、スペシャリストの育成に努めます。 
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 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

認定看護師の

取得人数 

11 人 

心不全研修

終了 

12 人 

認知症 

看護研修 

13 人 

糖尿病 

看護研修 

14 人 

小児救急 

15 人 
緩和ケア又

はがん性疼

痛看護 
がん薬物療法認

定薬剤師、外来

がん治療認定薬

剤師の人数 

1 名 2 名 2 名 3 名 3 名 

認定技師数 
全員資格 

保持 
(21 種 39 名) 

認定種類の

増加 
(5 人/年) 

   

 

② 薬剤の適正使用（薬学的観点からの患者ケア）に係る活動 

患者さんの安全性を確保しながら投薬をおこなう状況とするため、必要に応じて、多剤

投与の見直し、持参薬の確認をおこない、投与する医薬品の調整を図ります。また、患者

さんに安心して服用して頂けるよう、服薬指導についても積極的に対応します。 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

薬剤総合評価

調整加算 
－ 

(見込み) 
算定 継続   

対象患者に 

対する持参薬 

チェック 

ほぼ 

100% 
100%    

薬剤管理 

指導料件数 
382 件/月 440 件/月    

 

③ 食事に対する患者の満足度の向上 

給食業務の充実に向けて、献立作成、衛生管理、栄養管理等のあり方（委託業務の妥当

性等）について、必要に応じて見直しを図ります。 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

委託業務の 

見直し 
 見直し検討    
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④ マニュアルの作成 

手術室支援業務の体制確立に向けて、業務手順を確立し、マニュアル化を推進します。 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

手術室 

ﾏﾆｭｱﾙの作成 
着手 完成    

透析室用 

ﾏﾆｭｱﾙの作成 
着手  完成   

医療機器管理

用ﾏﾆｭｱﾙの作成 
随時更新     

 

(3) 経営的観点からの取組と年度別目標 

① 後発医薬品使用割合の向上 

国の方針として、後発医薬品の導入が積極的に推進されており、診療報酬（DPC 機能評

価係数を含む）においても、後発品の使用割合が評価の対象となっています。当院におい

ても、国が進める医療費の抑制への貢献、また DPC 機能評価係数を向上させるため、後発

医薬品の使用を高めていきます。 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

後発医薬品使

用割合(入院) 
60% 80%    

 

③ 地域医療連携推進法人の設立 

地域医療連携推進法人の設立に向けた活動と維持に必要な手続きを実行します。 

 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

設立・維持に 

向けた活動 
設立準備 設立    
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4. 本計画対象期間中の各年度の収支計画 

平成 29 年度以降の収支計画については、以下のような変化があることを想定しつつも、入

院患者数の維持・増加に向けた活動を引き続き行い、医業損益・経常損益の黒字化を維持し

ていくことを目標とします。 

 また、収支計画には以下の影響を加味しています。 

・ 総合入院体制加算の算定が困難になることに伴う入院収益の減少 

・ 7 対 1 病棟入院基本料を算定する病棟が 1病棟減少することに伴う入院収益の減少 

・ 病床稼働率の向上にともなう入院収益の増加（平成 28 年度の病床稼働率は 79.2%。 

入院患者さんの確保に努め、平成 32 年度は 85.0%まで向上すると想定する） 

・ 患者数増加に伴う変動費（材料費及び経費）の増加 

 

（単位：百万円）

平成28年度
（見込み）

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

病院事業収益 8,644 8,903 9,036 9,069 9,055

医業収益 8,172 8,394 8,526 8,559 8,545
入院収益 4,907 5,044 5,175 5,208 5,193
外来収益 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750
その他医業収益 515 600 601 601 601

医業外収益 471 510 510 510 510
特別利益 1 0 0 0 0

病院事業費用 8,533 8,597 8,648 8,649 8,627

医業費用 8,080 8,180 8,245 8,261 8,254
給与費 4,051 4,051 4,051 4,051 4,051
材料費 2,223 2,317 2,378 2,393 2,386
経費 1,181 1,188 1,193 1,194 1,193
減価償却費 573 573 573 573 573
資産減耗費 6 6 6 6 6
研究研修費 46 46 46 46 46

医業外費用 414 399 384 369 355
特別損失 40 18 18 18 18

医業損益 92 213 281 298 290

経常損益 150 324 407 439 446

当年度純損益 111 306 388 420 427

償却前利益 672 868 950 982 989
※経常損益：（医業収益＋医業外収益）－（医業費用＋医業外費用）

※当年度純損益：病院事業収益－病院事業費用

※償却前利益：純損益－長期前受金戻入＋（賞与引当金繰入額、貸倒引当金繰入額、減価償却費、資産減耗費）

■資本的支出入

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

資本的収入 258 258 258 258 258

資本的支出 1,863 730 786 805 810

資本的収支に不足する金額 △1,606 △473 △528 △548 △552

資金収支 △933 395 422 434 437

※資金収支：償却前利益＋資本的収支に不足する金額
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Ⅶ. 再編ネットワーク 

 

(1) 地域連携推進法人 

地域医療構想を達成するための一つの選択肢となりうる地域医療連携推進法人の認定制

度が、平成 29 年 4 月から施行されることとなりました。地域医療連携推進法人とは、医療

機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するため、複数の非営利法人が集まり、一つ

の組織として活動する法人（一般社団法人）のことをいいます。個々の医療機関が独立して

運営する状態では、自院の存続のために、他院と競争する意識が芽生えがちになります。し

かし、個々の医療機関が一つの組織となれば組織内での機能分化、連携を図りやすくなりま

す。個々の医療機関が持つ医療資源を効率的に活用して、地域の医療体制をより充実させる

ことができるというメリットがあります。 

 

※厚生労働省「第 10 回医療法人の事業展開等に関する検討会（平成 27 年 2 月 9日）」参照 

 

(2) 当院の取組 

当院は、庄原赤十字病院、三次地区医療センター、庄原市立西城市民病院と地域医療の更

なる充実に向けて、平成 29 年 3 月に一般社団法人を設立し、平成 29 年 4 月には地域医療連

携推進法人（以下、「当法人」と記載。）を設置します。今後は、当法人内の医療機関との相

互連携を更に強め、地域の実情を見越した機能分化・連携を図るとともに、地域医療の充実

に貢献していきます。 
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当法人における医療連携推進方針は、以下記載の通りです。 

【医療連携推進方針】 

1.医療従事者を確保・育成する仕組みづくり 

医療圏内における生産年齢人口が今後減少していくという状況を踏まえ、安定的な

医療サービスを提供し続けていくために、地域全体で医療従事者を確保・育成する

仕組みを構築していきます。 

2.地域包括ケアシステムの構築の推進 

医療、介護、介護予防、住まい、生活支援等のサービスを包括的に提供できるシス

テムの構築に向けて地域の取組を支援していきます。 

3.共同購入の仕組みづくり 

医薬品、診療材料、医療機器等の購入に際し、参加病院が共同で価格交渉をおこな

うことにより、スケールメリットを活かした費用削減を図ります。 

4.共同研修の仕組みづくり 

現在、各病院で実施されている各種研修を参加病院共同で実施することにより、研

修効果の向上、受講機会の拡大、経費の削減、研修担当者の業務量削減を図ります。 

 

 

  

■備北地区における医療連携スキーム（イメージ）

一般社団法人
三次地区医師会

日本赤十字社
（広島県支部）

庄原市三次市

地域連携推進法人

地域医療を充実させるための統一的な医療連携方針
（ゆるやかな連携業務）

・医療従事者の確保・育成等に向けた取組
・医療介護連携など地域包括ケア推進の取組
・共同購入等、経営の効率化に向けた取組
・共同研修の仕組みづくり など

市立三次中央病院 庄原赤十字病院
三次地区

医療センター
庄原市立

西城市民病院

医療連携推進区域

参加社員 参加社員 参加社員 参加社員
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Ⅷ. 経営形態の見直し 

 

これまでの良好な経営状況を鑑み、地方公営企業法の一部適用を継続します。地方公営企業

法の全部適用、および地方独立行政法人への移行は、給与設定や人員採用の面での柔軟性等の

メリットがある一方、経営の自由度が上がるという状況は、病院において事務手続き等が増え

ることにもつながります。当院が健全経営をおこなうにあたり、人的資源の確保、給与の適正

化が課題であるとすれば、経営形態の変更も有力な選択肢となりますが、現在においてはその

ような状態になく、経営形態の変更にともなう事務経費負担の増加などデメリットが大きく出

る可能性もあります。 

今後の経営状況によっては、メリット・デメリットを比較した上で、状況に応じた経営形態

の選択をおこなうことを検討します。 

 

 

 

Ⅸ. 計画の点検・評価・公表 

 

目標の進捗管理や評価は各部門及び関係委員会でおこない、病院運営会議に報告します。 

 


