【様式１－１】（病院票回答様式）

新公⽴病院改⾰プランの点検・評価
各公立病院における新改革プランの取組状況に関する調査（病院票）
○ 基礎情報
都道府県名

市町村・
企業団等名

病院名

熊本県

水俣市

国保水俣市立総合医療センター

団体コード

施設コード

432059

001

新改革プラン策定日（西暦）

新改革プランの対象期間（西暦）

2017

年

3

月

2017

年度

～

2020

第１ 新改革プランの取扱いについて
問1

令和２年度末時点の状況について該当する欄に○を入力してください。
○

１． 令和２年度末時点で病院を運営している
２． 令和２年度末時点で病院を運営していない

問2

令和２年度末時点の貴病院の新改革プランの取扱いについて該当する欄に○を入力してください。

○

１．

新改革プランの対象期間が令和２年度までであり、令和３年度からの新たなプランを策定済又は
策定予定である

２．

新改革プランの対象期間が令和２年度までであり、新たなガイドラインの取扱が示されるまで、新
たなプランを策定する予定はない

３．

新改革プランの対象期間が令和２年度までであり、新たなガイドラインの取扱を踏まえて新たなプ
ランの策定を検討する

４． 新改革プランの対象期間の終期が令和３年度以降である
５． その他

（

）

第２ 地域医療構想を踏まえた役割の明確化
１ 地域医療構想を踏まえた役割
問3

新改革プランにおいて地域医療構想を踏まえた貴病院の役割を明確化できたか、該当する欄に○を入力してください。
○

１． 地域医療構想を踏まえて、自病院の役割の明確化を行うことができた
２． 地域医療構想を踏まえて、自病院の役割の明確化を行うことができていない

問4

問３で「１」を選択した場合、役割の明確化に伴いどのような役割の見直しを行ったかについて、該当する欄に○を入力し
てください（複数回答可）。
１． 現状維持

○

２． 高度急性期機能を充実
３． 急性期機能を充実

○

４． 回復期機能を充実
５． 慢性期機能を充実
６． 高度急性期機能を縮減
７． 急性期機能を縮減
８． 回復期機能を縮減
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９． 慢性期機能を縮減

（

１０． その他

問5

）

問３で「２」を選択した場合、明確化していない理由について、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。

１．

地域医療構想調整会議において決定された内容について、病院としての対応を検討中であるた
め

２． 地域医療構想調整会議において決定された内容が不明確であったため
３． 地域医療構想調整会議において議論中であるため
４． 地域住民の理解が得られなかったため
５． 首長部局の理解が得られなかったため
６． 議会の理解が得られなかったため
７． 検討を行うために必要な人員・予算が十分でなかったため

（

８． その他

問6

）

平成29年度病床機能報告で報告した貴病院の一般・療養病床における病床機能別の許可病床数（2017年７月１日時点）
及び令和２年度病床機能報告で報告した貴病院の一般・療養病床における病床機能別の許可病床数（2020年７月１日時
点）を入力してください。
○

１． 一般・療養病床を有する病院である

平成29年度病床機能報告

令和２年度病床機能報告

2017年7月1日時点
一般・療養病床許可病床数

2020年7月1日時点
一般・療養病床許可病床数

高度急性期病床

床

高度急性期病床

10

床

急性期病床

252

床

急性期病床

252

床

回復期病床

95

床

回復期病床

95

床

床

慢性期病床

床

50

床

休棟中等

床

慢性期病床
休棟中等

２． 一般・療養病床を有していない病院である（精神病床のみを有する精神科病院である）

問7

貴病院の所在する構想区域における地域医療構想調整会議において議論された貴病院の2025年時点の具体的対応方
針として、一般・療養病床の機能別病床数について入力してください。
○

１． 具体的な対応方針として、2025年の機能別の予定病床数が決定している

2025年の一般・療養病床の予定病床数
高度急性期病床

10

床

急性期病床

252

床

回復期病床

95

床

慢性期病床

床

休棟・廃止等

床

介護施設等への移行

床

２． 具体的な対応方針として、2025年の機能別の予定病床数が決定していない又は議論中である

２ 地域包括ケアシステムの構築に向けた役割の明確化
問8

新改革プランにおいて地域包括ケアシステムの構築に向けた貴病院の役割を明確化できたか、該当する欄に○を入力し
てください。
○

１． 地域包括ケアシステムの構築に向けた役割を明確化できた
２． 地域包括ケアシステムの構築に向けた役割を明確化できなかった

2

【様式１－１】（病院票回答様式）

問9

問８で「１」を選択した場合、役割の明確化に伴いどのような役割の見直しを行ったかについて、該当する欄に○を入力し
てください（複数回答可）。
１． 現状維持
２． 在宅医療・訪問看護の充実

○

３． 地元開業医・介護事業者との連携・支援
４． 住民の健康づくり・介護予防の充実

○

５． 在宅医療等での症状悪化時に備えた病床の確保
６． 人材育成（研修会等の実施）
７． その他

（

）

問10 問８で「２」を選択した場合、明確化できなかった理由について、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 医師の不足のため
２． 医師以外の医療従事者の不足のため
３． 地元開業医・介護事業者との議論の場がないため
４． 関係者との議論が継続中であるため
５． 首長部局の理解が得られなかったため
５． 議会の理解が得られなかったため
６． 検討を行うために必要な人員・予算が十分でなかったため
７． その他

３

（

）

一般会計等負担金の算定基準（繰出基準）
問11

一般会計等負担金の算定基準（繰出基準）について、平成27年度以降に見直しを行ったかについて、該当する欄に○を
入力してください。
１． 算定基準（繰出基準）の見直しを行った

○
問12

２． 算定基準（繰出基準）の見直しを行わなかった

問11で「１」を選択した場合は、どのような観点から見直しを行ったかについて、該当する欄に○を入力してください（複数
回答可）。
１． 公立病院が担う不採算医療の見直しなどを踏まえて繰出基準を見直した
２． 公立病院の経営効率化目標を踏まえて繰出基準を見直した
３． 公立病院に係る施設・設備投資の実施状況を踏まえて繰出基準を見直した
４． 公立病院の経営状況が改善したため繰出基準を見直した
５． 公立病院の経営状況が悪化したため繰出基準を見直した
６． 自治体の財政状況が改善したため繰出基準を見直した
７． 自治体の財政状況が悪化したため繰出基準を見直した
８． その他

（

）

問13 問11で「２」を選択した場合、見直しを行わなかった理由について、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 公立病院の不採算医療の見直しなど繰出基準を見直すべき事情がなかったため
２． 公立病院の経営状況に特段の変化がなかったため

○

３． 自治体の財政状況から繰出基準の見直しができる環境ではなかったため
４．

前公立病院改革ガイドラインを踏まえた旧改革プランの策定に際し、繰出基準の見直しを行って
いるため

５． その他

（

）
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４ 住民の理解を得るための取組
問14

貴病院が担う医療機能の状況や見直しの内容について、住民の理解を得るための取組を実施できたか、該当する欄に○
を入力してください。
○

１． 実施できた
２． 実施できなかった

問15 問14で「１」を選択した場合は、どのような取組を行ったかについて、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
○

１． 広報誌・ホームページ等での病院（改革）の紹介

○

２． 出前講座等での説明

○

３． 病院内でのイベント開催
４． 議会での報告
５． 住民が参加する会議の開催
６． その他

（

）

問16 問14で「２」を選択した場合、実施できなかった理由について、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 住民に説明する必要があるという認識をしていなかった
２． 説明できるような内容がなかった
３． 職員不足により対応できなかった
４． 住民団体に任せている
５． その他

（

）

第３ 経営の効率化
１ 経営指標
問17 経営の効率化に関するA、B、Cの質問の回答を【様式１－２】（問17 回答様式）にそれぞれお答えください。
A-1

新改革プランにおいて設定した貴病院の経営指標に係る数値目標について、【様式１－２】（問17 回答様式）のA－1「設定
状況」に○を入力してください（複数選択可）。
（１）収支改善に係るもの
１． 経常収支比率
２． 医業収支比率
３． 不良債務比率
４． 資金不足比率
５． 累積欠損金比率
６． 収支改善に係るその他の指標
７． 収支改善に係る目標は設定していない
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（２）経費削減に係るもの
８． 材料費対医業収益比率
９． 薬品費対医業収益比率
１０． 委託費対医業収益比率
１１． 職員給与費対医業収益比率
１２． 減価償却費対医業収益比率
１３． 薬品費の○％削減
１４． 材料費（薬品費以外）の○％削減
１５． 職員給与費の○％削減
１６． 職員数の○％削減
１７． 後発医薬品の使用割合
１８． 経費削減に係るその他の指標
１９． 経費削減に係る目標は設定していない

（３）収入確保に係るもの
２０． １日当たり入院・外来患者数
２１． 入院・外来患者１人１日当たり診療収入
２２． 医師（看護師）１人当たり入院・外来診療収入
２３． 病床利用率
２４． 平均在院日数
２５． DPC機能評価係数など診療報酬に関する指標
２６． 収入確保に係るその他の指標
２７． 収入確保に係る目標は設定していない

（４）経営の安定性に係るもの
２８． 常勤医師数
２９． 純資産の額
３０． 現金保有残高
３１． 企業債残高
３２． 経営の安定性に係るその他の指標
３３． 経営の安定性に係る目標は設定していない

A-2

A-1で設定したと回答した経営指標の目標値の達成状況について、【様式１－２】（問17 回答様式）のA－２「達成状況」の
該当する欄に○を入力してください。
１． 既に目標値を達成
２． 新改革プラン最終年度で目標値達成見込
３． 目標値達成は困難

B

設定した各指標の目標値を達成するために具体的にどのような取組を行ったかについて、【様式１－２】（問17 回答様式）
のB「取組」の該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
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１． 民間委託、PFI方式の活用
２． 病床規模の見直しによる診療報酬の確保・費用の適正化
３． 医療機能・診療科の見直しによる診療報酬の確保・費用の適正化
４． 介護医療院、特別養護老人ホーム等の介護施設や診療所への転換（一部転換も含む）
５． 給与体系の見直し
６． 長期契約の導入
７． 薬剤、医療材料等の共同購入
８． 競争入札の導入
９． 患者サービスの向上
１０． 診療報酬の請求漏れ・施設基準の届出漏れの点検
１１． 紹介率・逆紹介率の向上
１２． 未収金の管理強化
１３． 未利用財産の活用（有休資産の売却や敷地の貸出等）
１４． 民間等への譲渡
１５． 指定管理者制度の導入
１６． 地方独立行政法人化
１７． 経営感覚に富む人材の登用
１８． 医師、看護師等の医療従事者の確保
１９． 人件費の削減（職員採用の抑制、職員数の見直しや配置転換等）
２０． 職員採用の抑制
２１． 施設・設備整備費等の抑制
２２． 委託業務の効率化
２３． 職員の経営意識向上のための会議・研修等の実施
２４． 民間病院と比較可能な財務情報の開示・分析
２５． その他

C

設定した目標のうち、A-２で「３」目標値達成は困難となった理由について、【様式１－２】（問17 回答様式）のC「困難理由」
の該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 医師の不足
２． 医師以外の医療従事者の不足
３． 患者数の減
４． 患者１人当たり診療単価の減
５． 一般会計等負担金（繰出金）の減
６． 職員給与費の増
７． 減価償却費の増
８． 薬品費の増
９． 薬品費以外の材料費の増
１０． 委託料の増
１１． 設備投資の増
１２． 診療報酬改定
１３． 消費税率の引き上げ
１４． 新型コロナウイルス感染症拡大の影響
１５． その他

２ 医療機能
問18 医療機能に関するA、Bの質問の回答を【様式１－３】（問18 回答様式）にそれぞれお答えください。
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A-1

貴病院の新改革プランにおいて設定した医療機能や医療の質に係る指標の数値目標について、【様式１－３】（問18 回答
様式）のA－1「設定状況」に○を入力してください（複数選択可）。
１． 医師数
２． 医師以外の医療従事者数
３． 救急患者数
４． 入外来患者数
５． 診療単価
６． 手術件数
７． 臨床研修医の受入件数
８． 医師派遣等件数
９． 紹介率・逆紹介率
１０． 訪問診療・看護件数
１１． 在宅復帰率
１２． リハビリ件数
１３． 分娩件数
１４． クリニカルパス件数
１５． 患者満足度
１６． 健康・医療相談件数
１７． 医療機能・医療の質に係るその他の指標
１８． 医療機能・医療の質に係る目標は設定していない

A-2

A-1で設定したと回答した医療機能の目標値の達成状況について、【様式１－３】（問18 回答様式）のA－２「達成状況」の
該当する欄に○を入力してください。
１． 既に目標値を達成
２． 新改革プラン最終年度で目標値達成見込
３． 目標値達成は困難

B

設定した目標のうち、A-２で「３」目標値達成は困難となった理由について、【様式１－３】（問18 回答様式）のB「困難理由」
の該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 患者数の減
２． 医師数の減
３． 医師以外の医療従事者数の減
４． 事務職員（委託を含む）の減
５． 他の病院・診療所・医療関係団体との連携不足
６． 災害対応
７． 診療報酬改定の対応
８． 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響
９． その他

問19 新型コロナウイルス感染症の患者の受入可能病床を確保していますか。
○

１． 確保している
２． 確保していない

問20 新型コロナウイルス感染症の患者の受入実績はありますか（複数回答可）。
○

１． 入院患者（陽性の疑いのある患者を含む）の受入実績がある
２． 入院患者（陽性の疑いのある患者を含む）の受入実績がない
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問21

問19及び問20を踏まえ、感染症対応における貴病院の基本的な姿勢として妥当と考えるものを入力してください（複数回
答可）。
１． 不採算・特殊医療を担う公立病院として積極的に対応していく

○

２． 積極的に対応すべきだが、病院の規模・機能を踏まえて現実的な対応が必要である
３． 十分な財政支援があれば、積極的に対応していく予定である
４． 必ずしも公立病院が特別な対応を行う必要はない

３ 病床利用率
問22

貴病院の新改革プラン策定時点（平成27年又は平成28年）において、過去３年(H24、H25、H26又はH25、H26、H27)の一
般病床及び療養病床の病床利用率の状況について、該当する欄に○を入力してください。
１． 過去３年連続して病床利用率が７０％未満である

○
問23

２． 過去３年のいずれかの年で病床利用率が７０％以上である

問22で「１」を選択した場合、病床利用率の改善のためにどのような取組を行ったか、該当する欄に○を入力してください
（複数回答可）。
１． 再編・ネットワーク化
２． 病床数の削減
３． 地域のニーズに応じた病床機能の見直し
４． 診療所への転用
５． 指定管理者制度の導入
６． 民間等への譲渡
７． 転用や病院の譲渡を伴わない病院の廃止
８． 地域医療連携室の設置等患者入退院管理の強化
９． 介護医療院等介護施設への転換
１０． 病棟の一時的な閉鎖
１１． 医師、看護師等の医療従事者の確保
１２． その他

問24

（

）

現時点（令和元年度決算）において、過去３年(H29、H30、R1)の一般病床及び療養病床の病床利用率の状況について、
該当する欄に○を入力してください。
１． 過去３年連続して病床利用率が７０％未満である

○
問25

２． 過去３年のいずれかの年で病床利用率が７０％以上である

問24で「１」を選択した場合、病床利用率が７０％未満となっている理由について、該当する欄に○を入力してください（複
数回答可）。
１． 医師が確保できていないため
２． 医師以外の医療従事者が確保できていないため
３． 地域のニーズに応じた病床機能の見直しができていないため
４． 他病院等との病床連携が進んでいないため
５． 在院日数を短縮しているため
６． 一時的な利用率の増に対応するため
７． 他の病院に患者が流れているため
８． 人口減少により患者数が減少しているため
９． その他

（

）

第４ 再編・ネットワーク化
問26

貴病院の新改革プランに記載した再編・ネットワーク化の状況について令和２年度末時点において、該当する欄に○を入
力してください。
１． 実施済み
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２． 枠組合意（実施中）
３． 検討中

○
問27

４． 実施する予定なし

問26で「１」又は「２」を選択した場合について、実施した又は実施を検討している再編・ネットワーク化について、該当する
欄に○を入力してください（該当する再編・ネットワーク化の類型すべてに○を入力してください）。
１． 公立病院間で複数病院の統合を行い、公立病院となる再編・ネットワーク化
２． 公立病院と公的病院等が複数病院の統合を行い、公立病院となる再編・ネットワーク化
３． 公立病院と民間病院が複数病院の統合を行い、公立病院となる再編・ネットワーク化
４． 公立病院と公的病院等が複数病院の統合を行い、公的病院等となる再編・ネットワーク化
５． 公立病院と民間病院が複数病院の統合を行い、民間病院となる再編・ネットワーク化
６． 公立病院間による複数病院の統合を伴わない再編・ネットワーク化（相互の医療機能の再編）
７．

公立病院と公的病院等による複数病院の統合を伴わない再編・ネットワーク化（相互の医療機能
の再編）

８．

公立病院と民間病院による複数病院の統合を伴わない再編・ネットワーク化（相互の医療機能の
再編）

９． その他

問28

（

）

問27で「６」、「７」又は「８」を選択した場合について、実施した又は実施を検討している再編・ネットワーク化について、該
当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 病院・診療所間の連携体制の構築
２． 機能分担による病床数の見直し
３． 機能分担による診療科目の見直し
４． 共同購入等による効率的調達
５． 医師の相互派遣
６． 医療情報共有等の連携体制の構築
７． 再編・ネットワーク化に関する中核的な病院における高度な医療機能の整備
８． 再編・ネットワーク化に関する中核的な病院における医師派遣機能の整備
９． 地域医療連携推進法人の設立
１０． その他

（

）

問29 問26で「２」を選択した場合、再編・ネットワーク化が完了する予定の年度について、該当する欄に○を入力してください。
１． 2021年度
２． 2022年度
３． 2023年度
４． 2024年度
５． 2025年度
６． 2026年度以降
７． 未定

問26で「３」を選択した場合、今後想定される再編・ネットワーク化について、該当する欄に○を入力してください（複数回答
問30 可）。※現時点で具体化しているものだけではなく、将来検討の俎上にのぼる可能性があると考えている類型について幅
広くお答えください。
１． 公立病院間で複数病院の統合を行い、公立病院となる再編・ネットワーク化
２． 公立病院と公的病院等が複数病院の統合を行い、公立病院となる再編・ネットワーク化
３． 公立病院と民間病院が複数病院の統合を行い、公立病院となる再編・ネットワーク化
４． 公立病院と公的病院等が複数病院の統合を行い、公的病院等となる再編・ネットワーク化
５． 公立病院と民間病院が複数病院の統合を行い、民間病院となる再編・ネットワーク化
６． 公立病院間による複数病院の統合を伴わない再編・ネットワーク化（相互の医療機能の再編）
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７．

公立病院と公的病院等による複数病院の統合を伴わない再編・ネットワーク化（相互の医療機能
の再編）

８．

公立病院と民間病院による複数病院の統合を伴わない再編・ネットワーク化（相互の医療機能の
再編）

９． その他

問31

（

）

問30で「６」、「７」又は「８」を選択した場合、実施する可能性のある再編・ネットワーク化について、該当する欄に○を入力
してください（複数回答可）。
１． 病院・診療所間の連携体制の構築
２． 機能分担による病床数の見直し
３． 機能分担による診療科目の見直し
４． 共同購入等による効率的調達
５． 医師の相互派遣
６． 医療情報共有等の連携体制の構築
７． 再編・ネットワーク化に関する中核的な病院における高度な医療機能の整備
８． 再編・ネットワーク化に関する中核的な病院における医師派遣機能の整備
９． 地域医療連携推進法人の設立
１０． その他

（

）

問32 問26で「４」を選択した場合、その理由について、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 再編・ネットワーク化を検討した相手方と合意できなかったため
２． 再編・ネットワーク化を行える相手方がいなかったため
３． 住民・議会の理解が得られなかったため
４． 医師や看護師等の医療現場からの反対があったため
５． 現状の規模・機能等を維持することが適当と判断したため
６． 地理的な条件により困難と判断したため

問33

○

７． 地域医療構想との整合性の観点から、再編・ネットワーク化を行う必要が無いため

○

８． その他

（

H17に2つの自治体病院を統合済み。

）

再編を実施する上で現行の財政支援に加えてどのような支援があるとよいと考えますか。該当する欄に○を入力してくだ
さい（複数回答可）。※現行の財政措置は問38を参照
１．

自治体の病院事業会計を廃止する場合に、一般会計又は他の特別会計が負担する経費に係る
財政支援

２．

地方独立行政法人が運営する病院を廃止する場合に、一般会計又は他の特別会計が負担する
経費に係る財政支援

３． 再編・ネットワーク化を行う公立病院の資金不足の縮減に係る財政支援

公的病院等を廃止し、公立病院に経営統合する場合に、公立病院が行う公的病院等の施設・設
４． 備の取得等（統合を契機に公立病院が実施する施設・設備の整備を含む。）に要する経費に係る

財政支援
民間病院を廃止し、公立病院に経営統合する場合に、公立病院が行う民間病院の施設・設備の
５． 整備（統合を契機に公立病院が実施する施設・設備の整備を含む。）に要する経費に係る財政支

援
６．

公立病院を廃止し、公的病院等に経営統合する場合に、公的病院等が実施する施設・設備の整
備について関係自治体が負担する経費に係る財政支援

７．

公立病院を廃止し、民間病院に経営統合する場合に、民間病院が行う施設・設備の整備について
関係自治体が負担する経費に係る財政支援

８．

公立病院と公的病院等による経営統合を伴わない再編・ネットワーク化を行う場合に、公的病院
等が行う施設・設備の整備について関係自治体が負担する経費に係る財政支援

９．

公立病院と民間病院による経営統合を伴わない再編・ネットワーク化を行う場合に、民間病院が
行う施設・設備の整備について関係自治体が負担する経費に係る財政支援
公立病院と民間病院による経営統合を伴わない再編・ネットワーク化を行う場合に、民間病院が

１０． 実施する救急医療、小児医療、感染症医療等の政策的な医療の運営について公立病院設置自

治体が負担する経費に係る財政支援
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１１．

公立病院を廃止し、民間病院に経営統合する場合に、民間病院が行う救急医療、小児医療、感染
症医療等の政策的な医療の運営について関係自治体が負担する経費に係る財政支援
公立病院が参画する再編・ネットワーク化に係る取組を推進する組織（地域医療連携法人、関係

１２． 医療機関等が参画する任意の協議体等）の運営について関係自治体が負担する経費に係る財

政支援
１３．

公立病院を診療所や介護施設等医療・介護に係る公共施設に転用する場合に要する経費に係る
財政支援

１４．

公立病院を公民館や児童福祉施設等医療・介護以外の公共施設に転用する場合に要する経費
に係る財政支援

１５． 公立病院を庁舎等の公用施設に転用する場合に要する経費に係る財政支援
１６． 再編・ネットワーク化の推進に関するアドバイザー等の確保に要する経費に係る財政支援

○

１７． その他

（

自治体に対する交付税措置ではなく、公立病院に対する直接的な財政支援を希望す
る

）

【再編・ネットワーク化実施済み病院】
問34から問43までについては、問26で「１」と回答した病院のみご回答ください。
問34

再編・ネットワーク化を実施したことにより、医療提供体制の確保の観点及び経営の効率化の観点から効果があったか、
それぞれについて該当する欄に○を入力してください。
１． 医療提供体制の確保の観点から効果があった
２． 医療提供体制の確保の観点から効果がなかった
３． 経営の効率化の観点から効果があった
４． 経営の効率化の観点から効果がなかった

問35 再編・ネットワーク化を実施したことによるメリットとして、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 患者数の増
２． 病床利用率の増
３． 経営指標が良くなった
４． 資金不足が解消された、又は減少した
５． 人件費の抑制
６． 医師不足の改善、又は一部改善
７． 医師以外の医療従事者不足の改善、又は一部改善
８． 診療科目の増
９． 医薬品費等の抑制
１０． 一般会計等負担金（繰出金）の抑制
１１． 救急患者数の増
１２． 手術件数の増
１３． 臨床研修医の受入件数の増
１４． 医師派遣等件数の増
１５． 紹介率・逆紹介率の増
１６． 訪問診療・看護件数の増
１７． 在宅復帰率の増
１８． リハビリ件数の増
１９． 分娩件数の増
２０． クリニカルパス件数の増
２１． 患者満足度の向上
２２． 健康・医療相談件数の増
２３． 医療従事者の職場環境の改善
２４． 特になし
２５． その他

（

）

問36 再編・ネットワーク化を実施したことによるデメリットについて、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。

11

【様式１－１】（病院票回答様式）

１． 患者数の減
２． 病床利用率の減
３． 経営指標が悪くなった
４． 資金不足が解消されなかった、又は増加した
５． 医師不足が改善しなかった、又は一部改善しなかった
６． 医師以外の医療従事者不足が改善しなかった、又は一部改善しなかった
７． 診療科目の減
８． 医薬品費等の増加
９． 一般会計等負担金（繰出金）の増加
１０． 救急患者数の減
１１． 手術件数の減
１２． 臨床研修医の受入件数の減
１３． 医師派遣等件数の減
１４． 紹介率・逆紹介率の減
１５． 訪問診療・看護件数の減
１６． 在宅復帰率の減
１７． リハビリ件数の減
１８． 分娩件数の減
１９． クリニカルパス件数の減
２０． 患者満足度の低下
２１． 健康・医療相談件数の減
２２． 医療従事者の職場環境が改善しなかった

○

２３． 特になし
２４． その他

（

）

問37 再編・ネットワーク化を実施する上で困難だった点について、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 再編対象公立病院の設立自治体の首長・幹部の理解を得ること
２． 再編・ネットワーク化の相手方の病院（当該病院に関する大学医局を含む）との調整
３． 都道府県担当部局との調整
４． 地域住民の理解を得ること
５． 地元医師会の理解を得ること
６． 医療従事職員（職員組合含む）の理解を得ること
７． その他

（

）

問38 再編を推進する上で効果的と考える現行の国の支援について、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 新たな病院の整備費に係る財政支援
２． 再編・ネットワーク化に必要な設備・備品購入、医療施設の増改築（１を除く）に係る財政支援
３． 再編等に伴い新たな公立病院の経営主体に引き継がれた過剰な債務の整理に係る財政支援
４． 再編等に伴う退職金の支払いに係る財政支援
５． 再編等に伴う不要施設等の除却に係る財政支援
６． 再編等に伴い許可病床数を削減したことによる交付税措置縮減の激変緩和措置
７． 救急医療、感染症医療等の政策的な医療の運営に係る財政支援
８． その他

問39

（

）

再編を推進する上で効果的と感じられた現行の国の支援（財政支援以外）について、該当する欄に○を入力してください
（複数回答可）。
１． 医療圏内の各種データ・事例提供
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２． 専門家派遣
３． 地域医療構想調整会議以外の実務者の協議の場におけるガイドライン
４． 再編関係者への助言・働きかけ
５． 財政支援以外は不要
６． その他

（

）

問40 再編を推進する上で必要な都道府県の支援について、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 新たな病院・診療所の整備費に係る財政支援
２． 再編・ネットワーク化に必要な設備・備品購入、医療施設の増改築（①を除く）に係る財政支援
３． 新たな公立病院の経営主体に引き継がれた過剰な債務の整理に係る財政支援
４． 再編等に伴う退職金に支払いに係る財政支援
５． 再編等に伴う不要施設等の除却に係る財政支援
６． 再編等に伴い許可病床数を削減したことによる交付税措置縮減の激変緩和措置
７． 救急医療、感染症医療等の政策的な医療の運営に係る財政支援
８． 専門的なアドバイザー派遣等の人的支援
９． その他

問41

（

）

再編を推進する上で必要だと考えた都道府県の支援（財政支援以外）について、該当する欄に○を入力してください（複数
回答可）。
１． 医療圏内の各種データ・事例提供
２． 専門家派遣
３． 地域医療構想調整会議以外の実務者の協議の場におけるガイドラインの策定
４． 再編関係者への助言・働きかけ
５． 財政支援以外は不要
６． その他

（

）

問42 再編・ネットワーク化にあたり、病院事業債（特別分）の活用について、該当する欄に○を入力してください。
１． 病院事業債（特別分）を活用した
２． 病院事業債（特別分）を活用していない

問43

問42で「１」を選択した場合、病院事業債（特別分）について改善した方が良い点について、該当する欄に○を入力してくだ
さい（複数回答可）。
１． 病院事業が発行する企業債ではなく一般会計出資債の方が良い
２． 地方交付税措置率（元利償還金の４０％）の引上げ
３． 建築単価（３６万円／㎡）の引上げ
４． 一般会計等繰出割合（元利償還金の２／３）の引上げ

（
（

５． 特別分の対象となる要件の拡大
６． 特別分の対象となる経費の拡大
７． その他

（

第５ 経営形態の見直し
問44

令和２年度末時点の経営形態の見直しの状況について、該当する欄に○を入力してください。
１． 実施済み
２． 枠組み合意（実施中）
３． 検討中

○

４． 実施する予定がなし
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問45

問44で「１」又は「２」を選択した場合、見直し後の経営形態について、該当する欄に○を入力してください（該当するものす
べてに○を入力してください）。
１． 地方公営企業法全部適用
２． 地方独立行政法人化
３． 指定管理者制度導入
４． 一部事務組合や広域連合の設立
５． 民間等への譲渡
６． 診療所への転用
７． 介護医療院・介護老人保健施設など医療的機能を有する介護施設への転用
８． 特別養護老人ホーム等その他の介護施設への転用
９． 介護サービス付き高齢者住宅への転用
１０． 児童館・公民館等公共施設への転用
１１． 庁舎等公用施設への転用
１２． 転用・病院の譲渡を伴わない病院の廃止
１３． その他

（

）

問46 問44で「２」を選択した場合、経営形態の見直しが完了する予定の年度について、該当する欄に○を入力してください。
１． 2021年度
２． 2022年度
３． 2023年度
４． 2024年度
５． 2025年度
６． 2026年度以降
７． 未定

問44で「３」を選択した場合、今後想定される経営形態の見直しとして検討されているものについて、該当する欄に○を入
問47 力してください（複数回答可）。※ 現時点で具体化しているものだけではなく、将来検討の俎上にのぼる可能性があると
考えている類型について幅広くお答えください。
１． 地方公営企業法全部適用
２． 地方独立行政法人化
３． 指定管理者制度導入
４． 一部事務組合や広域連合の設立
５． 民間等への譲渡
６． 診療所への転用
７． 介護医療院・介護老人保健施設など医療的機能を有する介護施設への転用
８． 特別養護老人ホーム等その他の介護施設への転用
９． 介護サービス付き高齢者住宅への転用
１０． 児童館・公民館等公共施設への転用
１１． 庁舎等公用施設への転用
１２． 転用・病院の譲渡を伴わない病院の廃止
１３． その他

（

）

問48 問44で「４」を選択した場合、その理由として、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 形態見直しによる事務負担の増加
２． 管理者・理事長・指定管理者など適切な人材や法人がいないため
３． 住民・議会の理解が得られないため
４． 医師や看護師の処遇、職員組合との調整がうまくいかなかったため

○

５． 経営状況の改善につながらないため
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６． 財源確保ができないため
７． 地方交付税が減少するため
８． 規模が小さく経営形態による見直しのメリットがないため
９． 地域医療構想において現状維持と位置づけられたため
１０． 地域医療構想調整会議において検討中のため
１１． 既に指定管理者制度を導入しており、指定管理期間の更新を行ったため

○

１２． 経営形態の見直しを行う必要がないため
１３． 大学医局との調整に難航しているため
１４． 自治体によるガバナンスを維持し、持続可能な医療提供体制を確保するため
１５． その他

問49

（

）

問44で「１」又は「２」を選択した場合、経営形態の見直しを実施する上で困難だった点について、該当する欄に○を入力し
てください（複数回答可）。
１． 公立病院の設立地方公共団体の首長・幹部の理解を得ること
２． 指定管理者となる法人との調整
３． 都道府県担当部局との調整
４． 地域住民の理解を得ること
５． 地元医師会の理解を得ること
６． 医師等の医療従事職員（職員組合含む）の理解を得ること
７． 特になし
８． その他

（

）

【経営形態の見直し実施済みの病院】
問50から問60までについては、問44で「１」と回答した病院のみご回答ください。
問50

経営形態の見直しを実施したことにより、経営の自主性の観点及び経営の効率化の観点から効果があったか、それぞれ
について該当する欄に○を入力してください。
１． 経営の自主性の観点から効果があった
２． 経営の自主性の観点から効果がなかった
３． 経営の効率化の観点から効果があった
４． 経営の効率化の観点から効果がなかった

問51

問45で「１」（地方公営企業法全部適用）を選択した場合、地方公営企業法全部適用したことにより効果があったものにつ
いて、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 経営責任と権限が明確化された
２． 地域の医療ニーズや制度改正に対する迅速な対応が可能となった
３． サービスの向上等により、医業収益が増加した
４． 効率的な管理経営により、経費を削減できた
５． 一般会計からの繰出しが減少した
６． 主体的な予算編成・設備投資が可能となった
７． 人事・採用の裁量が向上した
８． その他

問52

（

）

問45で「１」（地方公営企業法全部適用）を選択した場合、地方公営企業法全部適用に伴う課題について、該当する欄に
○を入力してください（複数回答可）。
１． 経営責任と権限が明確化されなかった
２． 地域の医療ニーズが吸い上げられなくなった
３． 期待していた程の経営指標の改善はなかった
４． 一般会計からの繰出しは減少しなかった
５． 全部適用への移行に伴い、事務負担が増大した
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６． 主体的な予算編成・設備投資を行えなかった
７． 人事・採用の裁量は向上しなかった
８． その他

問53

（

）

問45で「２」（地方独立行政法人化）を選択した場合、地方独立行政法人化したことにより効果があったものについて、該当
する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 設立団体から一定の独立性が確保され、組織のガバナンスが強化された
２． 目標管理による病院経営ができるようになった
３． 地域の医療ニーズや制度改正に対する迅速な対応が可能となった
４． サービスの向上等により、医業収益が増加した
５． 効率的な管理経営により、経費を削減できた
６． 一般会計からの繰出しが減少した
７． 人事・採用の裁量が向上した
８． 職員のプロパー化により、優秀な人材・専門的な人材の確保が可能となった
９． 医師等の医療従事職員（職員組合含む）の勤務環境が改善された
１０． 特になし
１１． その他

問54

（

）

問45で「２」（地方独立行政法人化）を選択した場合、地方独立行政法人化に伴う課題について、該当する欄に○を入力し
てください（複数回答可）。
１． 医療面について政策的な対応が必要な場面において、設立団体との連携が取りづらくなった
２． 地域の医療ニーズが吸い上げられなくなった
３． 設立団体からの運営費交付金等が減少した
４． 経営指標は良くなったが、不採算医療部門等の診療科目が減少した
５． 期待していた程の経営指標の改善はなかった
６． 一般会計からの繰出しは減少しなかった
７．

引き続き設立団体からの職員派遣に頼らざるをえない状況であり、期待していた程の経営の独立
性・自律性は実現しなかった

８． 人事やプロパー職員の採用に苦労している
９． 医師等の医療従事職員（職員組合含む）の勤務環境が改善できなかった
１０． システム等の再構築により、事務負担が増加した
１１． 特になし
１２． その他

問55

（

）

問45で「３」（指定管理者制度導入）を選択した場合、指定管理者制度を導入したことにより効果があったものについて、該
当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 地域の医療ニーズや制度改正に対する迅速な対応が可能となった
２． 設立地方公共団体の負担（一般会計繰出金等）が軽減された
３． 医師等の医療従事職員を安定して確保ができるようになった
４． 閉鎖していた病棟や診療科の再開、サービスの向上等医療の質が向上された
５． 医師等の医療従事職員（職員組合含む）の勤務環境が改善された
６． 指定管理先の運営する別施設から医師等の派遣が可能となり、診療の幅が広がった
７． 特になし
８． その他

問56

（

）

問45で「３」（指定管理者制度導入）を選択した場合、指定管理者制度の導入に伴う課題について、該当する欄に○を入力
してください（複数回答可）。
１． 地域の医療ニーズが吸い上げられなくなった
２． 指定管理料等設立地方公共団体の負担が増加した
３． 直営で運営していた時よりも医師等の医療従事者が減少した
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４． 直営で運営していた時よりも診療科目が減少した
５． 指定管理者の継続的な確保
６． 特になし
７． その他

問57

（

）

問45で「５」（民間等への譲渡）を選択した場合、民間譲渡したことにより効果があったことについて、該当する欄に○を入
力してください（複数回答可）。
１． 地域の医療ニーズや制度改正に対する迅速な対応が可能となった
２． 地方公共団体の負担が軽減された
３． 閉鎖していた病棟や診療科が再開された
４． サービス等医療の質が向上された
５． 特になし
６． その他

問58

（

）

問45で「５」（民間等への譲渡）を選択した場合、民間譲渡したが効果がなかったことについて、該当する欄に○を入力して
ください（複数回答可）。
１． 地方公共団体との連携が取りづらくなった
２． 診療科目が減るなど診療体制が縮小された
３． サービス等医療の質が低下した
４． 譲渡先法人への補助金等地方公共団体の負担が増加した
５． 特になし
６． その他

問59

（

）

問45で「６」（診療所への転用）を選択した場合、診療所への転用による効果について、該当する欄に○を入力してください
（複数回答可）。
１． 経営が改善した
２． 地方公共団体の負担が軽減された
３． 地域の医療ニーズに対応したサービスの提供が可能となった
４． 医師等の医療従事者を安定して確保できるようになった
５． 医師等の医療従事者の勤務環境が改善した
６． 特になし
７． その他

問60

（

）

問45で「６」（診療所への転用）を選択した場合、診療所への転用による効果がなかったことについて、該当する欄に○を
入力してください（複数回答可）。
１． 経営が悪化した
２． 地方公共団体の負担が増加した
３． 地域の医療ニーズに対応できなくなった
４． 医師等の医療従事者が確保できなくなった
５． 医師等の医療従事者の勤務環境が改善しなかった
６． 特になし
７． その他

（

）

第６ 病院の建替え及び医薬品共同購入等
問61

令和３年度から令和７年度の間に、病院の新設・建替のために、基本設計に着手するかについて、該当する欄に○を入力
してください。
１． 基本設計に着手する予定有り

○

２． 決まっていないが、可能性はある
３． 予定なし
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問62 問61で「１」を選択した場合、設計の着手予定時期として、該当する欄に○を入力してください。
１． 2021年度
２． 2022年度
３． 2023年度
４． 2024年度
５． 2025年度

問63

問61で「１」又は「２」を選択した場合について、建築単価を抑えるために行った、又は現在検討している取組について、該
当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 有識者会議や専門家からの助言
２． ECI方式
３． DB方式
４． PFI方式
５． CM方式
６． 余裕期間制度（フレックス方式等）
７． 低コストの建物構造の選択
８． 行った取組はない（行う予定はない）

○
問64

９． その他

（

現時点では建替・大規模改修を具体的に検討していない。検討に着手する可
能性はあるといった段階。

）

問61で「１」又は「２」を選択した場合、建替時期とあわせて行う、経営形態の見直しや再編・ネットワーク化等の抜本的な
見直しについて、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 経営形態の見直し
２． 機能（介護施設等）転換
３． 再編・ネットワーク化

○
問65

４． 実施予定なし

現行、病院事業債の新築・建替における地方交付税措置の上限を建築単価１㎡当たり３６万円としているが、このことに
ついて、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 妥当な額である

○

２． 実態より低いため、引き上げるべきである
３． ３６万円より引き下げても対応できる
４． わからない

○

５． その他

（

自治体への地方交付税措置ではなく、病院に対する直接的な補助を望む。

）

問66 医薬品・医療材料等の共同購入の取組実績について、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 同一の経営主体の間で、共同購入の実績あり

○

２． 異なる経営主体の間で、共同購入の実績あり
３． 検討したが取り組めなかった
４． 実績なし

問67

問66で「１」又は「２」を選択した場合について、令和元年度において、給与費・減価償却費を除く医業費用に占める共同購
入額による調達金額の割合として該当する欄に○を記入してください。
１． ～９０％以上
２． ９０％未満～８０％以上
３． ８０％未満～７０％以上
４． ７０％未満～６０％以上
５． ６０％未満～５０％以上
６． ５０％未満～４０％以上
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７． ４０％未満～３０％以上
８． ３０％未満～２０％以上
９． ２０％未満～１０％以上

○

１０． １０％未満～

問68 ＩＣＴを活用した他機関との情報の連携等に関する取組実績について、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 同一の経営主体の間で、情報連携の実績あり

○

２． 異なる経営主体の間で、情報連携の実績あり
３． 検討したが取り組めなかった
４． 実績なし

問69 電子カルテシステムの導入状況について、該当する欄に○を入力してください。
○

１． 導入済み

1990年以前
1991年～2000年の間
○

2001年～2010年の間
2011年～2020年の間

２． 検討中
３． 導入予定なし

問69で「１」を選択した場合について、その費用について概算で記載してください（小数点以下切り上げの上、半角数字で
問70 入力してください）。電子カルテシステムの導入費用が不明である場合については、選択肢１の回答欄に「不明」と入力し
てください。

551 百万円
740 百万円
33 百万円

１． 導入時の初期費用
２． 直近更新時の費用
３． 毎年の運営費用

問71 問69で「２」又は「３」を選択した場合、導入していない理由について、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 導入するための費用が高いため
２． システムの運用費用（リース料）が高いため
３． 医師等の医療従事者の負担増になるため
４． セキュリティ上の問題のため
５． 患者ではなくコンピュータと向き合った診療になりがち
６． 使用方法を覚えるのが大変
７． 病院の規模から、必要性を感じないため
８． 病院の廃止を検討・予定しているため
９． その他

（

）

第７ 点検・評価・公表の取組
問72

新公立病院ガイドラインにおいて、年１回以上行うとされている新改革プランの点検・評価を行ったか、該当する欄に○を
入力してください。
１． 既に点検・評価を行っている
２． 点検・評価を行う予定はない

○
問73

３． その他

（

点検評価を行う委員会は設置していないが、院内の会議で改革プランに関する数値目
標等についてモニタリングを実施している。

）

問72で「１」を選択した場合、新改革プランの点検・評価を行う体制について、該当する欄に○を入力してください（複数回
答可）。
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１． 病院内部で点検・評価を行っているが委員会等を設置していない
２． 院長や病院事業管理者を含めた委員会等において実施
３． 首長部局と合同の委員会等において実施
４． 外部有識者や地域住民等が参加する委員会等において実施
５． その他

（

）

問74 問72で「１」を選択した場合、点検・評価結果の公表方法について、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 広報誌に掲載
２． ホームページに掲載
３． 掲示板に掲示
４． 報道機関に公表
５． 議会に報告
６． 公表していない
７． その他

（

）

問75 問74で「１」～「５」を選択した場合の公表内容について、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 委員会等の点検・評価結果のとりまとめ
２． 財務内容の改善に係る数値目標の達成状況
３． 医療機能の指標の状況
４． 類似した他の公立病院との比較
５． 地域の民間病院との比較
６． その他

（

）

問76 問72で「２」を選択した場合、点検・評価を行わなかった理由について、該当する欄に○を入力してください（複数回答可）。
１． 交付税措置が不十分である
２． 事務負担が大きい
３． 点検・評価に要する費用が高い
４． 評価のための委員会への諮問ができなかった
５． 特に必要性を感じない
６． その他

（

）
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