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令和元年11月28日



改革プランの説明

前回の改革プランから
新改革プランまでの推移



  前回の大和高田市立病院改革プラン

  目標は「不良債務」をなくす　⇒　無事に達成

平成27年3月
 
  総務省より「新公立病院改革ガイドライン」の策定を指示

平成29年3月 　「大和高田市立病院　公立病院改革プラン」を策定

　　　対象期間は平成29年度から令和２年度まで

平成30年11月 　第１回大和高田市立病院改革プラン評価委員会の開催

令和元年9月 　平成30年度決算が大和高田市議会で認定

令和元年11月 　第２回大和高田市立病院改革プラン評価委員会の開催

平成21年度～
　平成24年度

しかし全国的に医師不足等、病院経営を取り巻く厳しい環境は続く



今回の改革プランの目標



を

改革プラン期間中に累積欠損金を無くし
令和２年度末に

374,000千円
　の利益剰余金をつくる

平成28年度末の累積欠損金

639,978千円

収入を増やす 費用を減らす



医業収益の増

入院収益

外来収益

給与費の増

給料 職員数の増

手当 地域手当の増

賃金 臨時職員の増

退職給付費 定年退職者の増

材料費の増

薬品費 高額がん治療薬の購入の増

診療材料費 入院患者の増による

97,317千円

28,892千円

288,933千円

42,977千円

68,566千円

64,159千円

66,038千円

127,131千円

平成30年度の単年度収支

316,605千円

195,551千円

114,709千円

▲ 65,009千円

収益が増えたが、給与費も増えた

主な要因は？
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人事院勧告による改定で増
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平成30年度末の累積欠損金 ①

仮に令和元年度の純利益 ②

③

①－②－③＝０

289,253千円

89,253千円

200,000千円資本剰余金の取崩
（４条予算への一般会計繰入金）

累積欠損金を０円にするには…

だと一気に累積欠損金は０円になるのだが…



今年度は病床稼働率が低く減収の見込
(単位：％)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

令和元年度 86.1 74.4 76.1 75.0 73.6 75.8 72.1

平成30年度 80.0 79.3 80.9 78.0 80.7 75.7 78.7

平成29年度 83.2 78.9 77.5 80.2 80.7 76.1 76.7

11月 12月 １月 ２月 ３月 決算

令和元年度 72.0 80.0 80.0 80.0 80.0 77.1 見込

平成30年度 84.3 82.7 86.6 84.2 83.0 81.2

平成29年度 76.8 74.3 78.3 88.0 82.7 79.4

　例年12月以降は病床稼働率が上がる傾向だが
年間の稼働率は80％超える可能性が低い
 (77％前後の見込)



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

令和元年度 86.1 74.4 76.1 75.0 73.6 75.8 72.1 72.0 80.0 80.0 80.0 80.0
平成30年度 80.0 79.3 80.9 78.0 80.7 75.7 78.7 84.3 82.7 86.6 84.2 83.0
平成29年度 83.2 78.9 77.5 80.2 80.7 76.1 76.7 76.8 74.3 78.3 88.0 82.7
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改革プラン作成時の見込 →改革プラン

　　 年 度

 区 分 決算見込 決算 増減 プラン 決算 増減 プラン 決算 増減

特　別　損　益　(D)－(E) (F) ▲ 29 ▲ 29 0 ▲ 28 ▲ 44 ▲ 16 ▲ 28 ▲ 54 ▲ 26 ▲ 28 ▲ 28

115 169 54 105 0 ▲ 105 90 ▲ 65 ▲ 155 10 2

(G) 693 640 ▲ 53 368 420 52 58 289 231 ▲ 172 ▲ 374

(ｱ) 1,966 1,936 ▲ 30 2,147 1,873 ▲ 274 2,344 1,787 ▲ 557 2,358 2,314

(ｲ) 1,214 1,310 96 1,224 1,292 68 1,280 1,426 146 1,278 1,317

　 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(ｳ) 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0

プラン

決算289百万円

58百万円

　悪化231百万円

平成30年度末の
累積欠損金の残
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(単位：百万円)

純 損 益 (C)＋(F)

令和元年度 令和2年度
平成30年度

改革プラン 1.収支計画 (収益的収支)より抜粋

現状では累積欠損金がプランどおり０になるのは
非常に厳しい



平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

プラン値 -693 -368 -58 172 374

決算値 -640 -420 -289 -379
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累積欠損金のプラン値と決算値

プラン値

決算値

見込

百万円

231百万円の差

軌道修正の必要

551百万円の差



昨年度の改革プラン評価委員会で

改革プランの数値を見直し

「平成30年度の決算が出る4年間の半分を経過
した時点でもう一度計画を見直す」

決定

当初に反映できていなかった人件費の増(地域手当・
管理職手当の一部復活など)を考慮し数値を見直し



(単位:円)

平成28年度
(決算)

平成29年度
(決算)

平成30年度
(決算)

令和元年度
(見込)

令和2年度
(見込)

単年度収支 168,749,323 277,521 ▲ 65,009,030 ▲ 290,679,000 179,957,000

資本剰余金
取崩し

171,618,000 220,000,000 195,456,000 200,000,000 200,000,000

累積欠損金 639,977,704 419,700,183 289,253,213 379,932,213 ▲ 24,787

病床稼働率 77.1% 85.4%
入院単価 48,820円 49,525円

→　　　　改革プラン期間中　　　　　←

今後の見込　

現在の累積欠損金

改革プラン期間中に無くす計画を続けるのか？(数字的には厳しい)

改革プラン期間を延長して計画するのか？(令和３年度以降へ…)



平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

プラン値 -693 -368 -58 172 374

決算値 -640 -420 -289 -379
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累積欠損金のプラン値と決算値

プラン値

決算値

見込

百万円

231百万円の差

修正案として
①当初プランどおり令和２年度末に最終数値に到達する

②最終年度の令和２年度末に累積欠損金を０にする

③期間を１年延長し令和３年度末に累積欠損金を０にする

④その他

①

② ③

551百万円の差



(単位:円)

期間延長

平成28年度
(決算)

平成29年度
(決算)

平成30年度
(決算)

令和元年度
(見込)

令和2年度
(見込)

令和3年度
(見込)

単年度収支 168,749,323 277,521 ▲ 65,009,030 ▲ 290,679,000 ▲ 52,019,000 32,323,000

資本剰余金
取崩し

171,618,000 220,000,000 195,456,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

累積欠損金 639,977,704 419,700,183 289,253,213 379,932,213 231,951,213 ▲ 371,787

病床稼働率 77.1% 81.2% 81.5%
入院単価 48,820円 49,380円 49,874円

今後の見込　

→　　　　改革プラン期間中　　　　　←

修正案③現在の累積欠損金

改革プラン期間を令和３年度末まで延長して計画し直し



4.職員の確保・育成に向けた取組

(大和高田市立病院　公立病院改革プラン P20～P23)

取組状況

1.収益の向上に向けた取組
2.費用の適正化に向けた取組
3.経営管理体制の構築に向けた取組



改革プラン P20～P21

記載欄

①地域の医療機関からの紹介患者の確保（平成29年度～）

②救急車搬送患者の受入強化（平成29年度～）

③地域包括ケア病棟の運用の安定化（平成29年度～）

④緩和ケア病棟入院料の届出（平成31年度～）

⑤地域医療支援病院の指定（令和2年度～）

収益の向上に向けた取組

　地域の医療機関に医師と訪問し、お互いに顔の見える関
係作りを強化
　
　(例)川口副院長が地域の小児科医院を訪問した事や月、
水、金の午後7時まで紹介患者の受入れを開始した事によ
り小児科の入院患者が増加した。

　地域の医療機関からスムーズに紹介患者を受け入れられるよう、紹介患者の当日
受診の運用を見直します。
  診療連携をより一層強化することを目的に、地域の医療機関への訪問活動を実施
し、登録医制度の整備を進めていきます。

　平成30年10月より葛城地区病院群輪番制を開始。
　また救急隊と定期的な会合を開き、救急隊との連携強化
を図っているが、内科医師不足のため、受入れはまだまだ
不十分な状況である。

  救急車搬送患者の受入件数の向上に向けて、当直体制の充実や救急車搬送から受
入までの運用の見直し等に取り組んでいきます。

　看護局を中心に、急性期病棟から円滑な転棟を行うシス
テムを確立した。
　病床稼働率→平成30年度は85％（前年度比＋5.5％）今
年度88.4%

　地域包括ケア病棟の安定稼働に向けて、地域の医療機関との連携やリハビリ体
制、病床管理機能の強化に取り組みます。

　５階東病棟を緩和ケア病棟にする予定であるが、常勤医
師の確保が困難で、まだ緩和病棟を開設できていない状態
である。
　緩和対象者入院率37.5％（平成30年度）
　他院からの緩和対象入院14件/年

　緩和ケア病棟入院料の届出に向け、地域の医療機関と連携し、対象となる入院患
者の確保に取り組みます。

　地域医療支援病院の要件を満たすために逆紹介率・紹介
率の向上を診療局で取り組んでいる途中である。地域における診療連携の中核病院となるため、地域医療支援病院の指定を目指しま

す。



改革プラン P20～P21

記載欄収益の向上に向けた取組

⑥地域がん診療連携拠点病院の指定（令和2年度～）

⑦機能評価係数Ⅱの向上（平成29年度～）

⑧広報活動の強化（平成29年度～）

⑨大和高田市訪問看護ステーションとの連携強化（平成29年度～）

　地域がん診療拠点病院を目指しているが、常勤の病理診
断医師の不在や化学療法の件数の不足など、施設としての
要件が満たされていないため、引き続きの取り組みが必要
である。

　平成28年1月に放射線治療が開始し、地域におけるがん診療の中核病院となるた
め、地域がん診療連携拠点病院の指定を目指します。

①平均在院日数を短縮し効率性係数を上昇させる
②救急応需を増やし、救急医療係数を上昇させる
③副傷病名の付与などにより、複雑性係数を上昇させる
　現在は後発医薬品係数は機能評価係数ⅡからⅠへ移動し
後発医薬品使用体制加算1となっている。

　後発医薬品係数の向上に向けて、先発医薬品から後発医薬品への切り替えを推進
します。

　ホームページをリニューアルし、広報委員会により病院
パンフレットを作成し直した。また「年報」・「病院ＮＥ
ＷＳ」を発刊し近隣の医療機関や診療所へ配布している。

　ホームページリニューアルや院内広報誌の発行等、当院の特徴を院外へ周知し、
当院のブランド価値を向上させることで、新規患者の確保や医療従事者の確保につ
なげていきます。

　本院と大和高田市訪問看護ステーションの連携強化を
図っているが、効果は不十分である。

　退院患者の円滑な在宅移行に向けて、大和高田市訪問看護ステーションをより有
効に活用します。また、当院との人事交流を行う等を通して、大和高田市訪問看護
ステーションの機能強化に取り組みます。



改革プラン P20～P21

記載欄収益の向上に向けた取組

⑩その他（平成29年度～）
●オムツ指定、推進加算
病院で使用するオムツを統一して使用することで得られる
加算。月40万円程度の収益増の見込み。

●診断書の金額設定の見直し
●弁護士による未収金の回収
●摂食機能療法
●特別職・栄養指導
●ハイケアユニット病棟運用の安定化
●外泊の適正化
●薬剤指導管理料1
●リハビリテーション総合計画料
など

　自費サービス料金設定の見直しや健診受診者の確保、未収金の回収強化等にも取
り組みます。



改革プラン P21～P22

記載欄

①病院職員の適正な配置（平成29年度～）

②各種手当の支給基準の見直し（平成29年度～）

③診療材料費・医薬品費・医療機器購入費の費用削減（平成29年度～）

④各種委託業務の契約金額の削減（平成29年度～）

費用の適正化に向けた取組

　平成30年度決算では給与比率が60％を超え、人件費の抑
制は不可欠であるが、医師不足（特に内科）を補うため
に、コスト高の非常勤医師を多く雇用せざるを得ない状況
となっている。

　現在の業務量、費用対効果を明確にし、各部門の職員の適正配置に取り組みます。

　医師の働き方の見直しを進める上で、さらなる超過勤務
の増加が起きる可能性が高く、各部門での超過勤務対策は
益々重要である。
　小児科では、時間外で救急医療が必要な場合の担当を割
り当てし、不効率な時間外労働を行わないようチーム医療
を行っている。

　各部門における超過勤務の削減に向けた取組を進めるとともに、各種手当について
も業務量に応じた支給額となるように見直しを行います。

　診療材料費、医薬品費、医療機器購入費は、ベンチマー
クを活用し、可及的に低価格に維持するように努め、さら
に院外倉庫により在庫管理の適正化にも取り組んでいる。　奈良県内の公立病院やコンサルティング会社等からの診療材料や医薬品、医療機器

の購入価格情報を踏まえて、卸業者と価格交渉を行い、更なる購入価格の適正化に取
り組みます。
　診療の質を担保した上で同種同効品や後発医薬品の採用を推進します。
診療材料・医薬品について、購入費用の削減に向けて更なる在庫管理の適正化に取り
組みます。

　放射線科と管理課の連携により、医療機器保守契約削減
として削減目標値５％に設定し最終は、約10％の削減を達
成した。ただし、役務的な委託料に関しては最低賃金の上
昇により増加する可能性があることから業務の仕様の見直
しを行っている。

　仕様書の見直し等により、委託業者との契約金額の削減に取り組みます。また、委
託業務の発注にあたっては、他病院の取引事例も踏まえた上で適正な予定価格の設定
に努めます。



⑤減価償却費の平準化（平成29年度～）

⑥その他（平成29年度～）

　5千万円を超える高額な医療機器の新規購入については、
長期の購入計画を立て、減価償却費の平準化を図ってい
る。

　高額医療機器や情報システムの新規調達・更新は、毎年発生する減価償却費をでき
る限り一定額に抑えられるよう、投資計画に基づいて行います。

　診療局では洋雑誌の購入削減を中心に、図書購入の見直
しを進めており、来年度の図書費を約300万円減額する予定
である。栄養管理科では水量調整蛇口を取り付け節水に努
めている。

病院事業債の低利率での借入

　光熱水費等、その他の費用の削減にも取り組みます。光熱水費の削減



改革プラン P22

記載欄

①経営企画機能の強化（平成29年度～）

②部門別の取組目標の設定・進捗管理（平成29年度～）

経営管理体制の構築に向けた取組

　平成28年4月から経営戦略会議を開始し、さらに平成31年
4月から経営企画室を設置し、ベンチマークを活用したコン
サル業者も導入して、経営改善策の立案、実行支援、進捗
管理を行える組織・人員の養成を行っている。また救急医
療加算を取り漏れしないようにルール化を決め、年間約1千
3百万円の増収へと繋がった。

　経営企画機能の強化を目的に平成28年4月に設置した経営戦略会議を中心に、経営
改善策の立案・実行支援・進捗管理等に取り組んでいきます。

　各部門・部署の目標管理を行うために、3年前から院長ヒ
アリングを開始し、立案された取り組みに対し、実行支
援、進捗管理を行うシステムを構築している途中である
が、まだ十分に機能できていない。

　収益向上や費用削減等に係る部門ごとの取組目標を設定した上で、院長ヒアリング
や経営戦略会議等の場で取組の進捗管理を行います。



改革プラン P22～P23

記載欄

①医師の確保（平成29年度～）

②看護師の確保（平成29年度～）

③専門資格取得の促進（平成29年度～）

④専門性の高い事務職員の育成（平成29年度～）

　医療の質の向上に向けた専門資格の取得を促進するとともに、その資格を取得・維
持するための支援の充実を図ります。
専門資格のある薬剤師、看護師、コメディカル等による患者の指導・管理の場を設
け、チーム医療の推進に取り組んでいきます。

　今年度であるが長年、公立病院で事務部門を経験された
事務長級の方を招き計6回事務局向けに講習を実施。来年度
に向けて、病院独自の職員として、診療情報管理士の2名の
採用を予定。

　経営企画部門や医事部門等の事務職員に関しては、特に高い専門性が求められるこ
とから、外部研修等を通じて、事務職員の育成に取り組んでいきます。

職員の確保・育成に向けた取組

　医師派遣の拠点を京都大学から奈良県立医科大学に正式
に移行し、内科以外の医師数は増加傾向である。令和元年
10月に皮膚科、消化器内科、放射線科を訪問。11月には小
児科、総合診療科、整形外科、循環器内科を訪問予定。

　当院と連携関係にある大学に対して医師の追加派遣を要請するとともに、医師紹介
会社や職員の人脈の活用等、採用ルートの拡充を進めていきます。
研修医の確保に向け、教育指導体制の強化に取り組んでいきます。

　良い人材が他施設や他県に就職しないよう採用募集期間
を早めている。
　実習指導者の指導の質を向上させている。
看護師離職率は平成30年度9.3％（奈良県12.4％）新人看護
職員0％（奈良県7.5％）

　現在は当院に看護学校が隣接しているため、安定的に看護師を確保できています。
今後も安定的に確保できるよう看護学校と連携していきます。

　看護局では今後増加が予測される心不全や誤嚥性肺炎な
どの看護に精通した人材を育成。令和2年4月からは特定行
為修了者が1名増え心不全患者ケアの向上が期待できる。ま
た、令和2年4月より摂食嚥下認定コースへ入学するため卒
業後は誤嚥性肺炎ケアの質向上がさらに高まり在院日数の
短縮や抗生剤使用率の削減に寄与できる見込みである。



⑤職種間で交流する機会の設定（平成29年度～）
　毎年1月に130名程度が参加する新年会を行っており、病
院運営に貢献した職員の表彰を行っている。また｢医師と看
護師の臨床能力向上プロジェクト｣として、救急対応能力の
向上を図るため、多職種参加のスキルアップラリーを開催
している。

　職種間での連携をより円滑にできるよう、院内イベントや職員旅行等、仕事以外で
の交流の機会を積極的に設けます。



収支改善

収入増加 支出削減

• 病床稼働率の向上

• 救急受け入れの強化

• 紹介患者の確保

• 適切な病床管理

• 各種加算の積み上げ

• 機能評価係数の向上

• 適切な病床管理

• 保守、委託業務等の

定期的な見直し

• 診療材料、医療機器

の価格交渉

• 光熱水費の節約

• その他費用の見直し



病床稼働率向上への取り組み

• 意識づけ

• 診療科単位の稼働病床目標の設定と、イントラネットで

の状況表示

• コンサルタントから診療科医師・病棟看護師への講義

• 救急からの入院増加

• 救急搬送依頼への応需率向上

• 紹介患者の確保

• 地域医療機関との信頼関係構築・・・逆紹介

• 紹介・入院状況を分析し、的を絞った営業活動


