
病床規模検討資料 

平成28年9月29日 

資料３ 改革プラン・基本構想の検討 



• 8月18日（木）の検討委員会を受けて、新病院の機能とそれに
合わせた病床数について、再度院内で検討を行った。 

• 病院の機能検討より、新病院から『地域包括ケア病床』を整備
する方針とする。 

• 新病院の病床数は、将来的な人口の推移に応じた患者数に
現状の診療圏（医療圏＋横芝光町）と当院の患者数を基に算
出したシェア率を掛けて算出した（第２回検討資料で提示）。 

• しかし、これには病床種別毎の在院日数の視点が欠如してい
たため、病床種別毎に在院日数を補正し、シミュレーションを
行った。（スライド9以降） 

[1] 



[２] 

考
え
方 

• 新病院の入院患者数は、当院の平成27年度実績と現病
院のシェアを考慮した将来推計入院患者数の増減を足し
合わせた数値とする。 

• 将来推計の年度は、将来推計入院患者がピークを迎える
H37及びその10年後のH47を目標値とする。 

入院患者数（新病院）算出 現病院のシェア率の算出 

＜第２回検討委員会資料＞ 

27年度実績

27年度実績

＋将来推計入院患
者数(現病院のシェ

ア率を考慮した増
減数)

入院患者数(現病院) 入院患者数(新病院)

増減数
H27→H37, 47

将来推計入院患者数

入院患者数の増減を
「現病院のシェア率」
で受け入れると仮定

H27時点推計入院
患者数(香取海匝医
療圏＋横芝光町)

27年度実績

医療圏＋横芝光町 入院患者数(現病院)

「現病院のシェア率」
を算出



  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

入院患者数 91人/日 81人/日 79人/日 65人/日 63人/日 

医師数 9人 10人 10人 9人 9人 

入院患者数／医師数 10.1 8.1 7.9 7.2 7.0 

[３] 

考
え
方 

• 当院の過去5年間の1日平均入院患者数は以下の通り減
少傾向にあり、近年は60人程度で推移している。平成27

年度の1日平均入院患者数は、63人である。 

◆参考 過去5年間の1日平均入院患者数および医師数 

出典：平成21～25年度 総務省『公営企業年鑑』 
平成26～27年度 病院決算報告書、受領データ 
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[４] 

考
え
方 

• 香取海匝医療圏及び横芝光町の将来の推計入院患者数
(入院)は、高齢化の影響でH37年まで微増するものの、
その後減少に転ずることが予測される。 
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（国立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人
口」（2013年12月）、厚生労働省「平成26年患者調査」を基に算出） 

＜第２回検討委員会資料＞ 



[５] 

考
え
方 

• 将来推計入院患者数（増減分）に対して、当院のシェア率
に準じて患者を受け入れると仮定すると、H37で約1人/日
の増加、H47で約▲3人/日の減少が見込まれている。 

• 推計病床数は、平成27年度時点の現病院の患者数（63

人/日）に、H37時点の推計患者数（1人/日）を加算し、病
床利用率90％を目標として試算すると72床、同じく、H47

時点では推計患者数（▲3人/日）を考慮すると、67床と試
算される。 

推計 
患者数 

匝瑳市民 
病院 

推計入院 
患者数増減分 

匝瑳市民病院増減分 
(シェア率を考慮) 

H27 
27年度患者数 
(シェア率) 

H37 H47 H37 H47 

2,786 63(2％) 31.5 ▲ 134 1 ▲ 3 

◆参考 

入院患者数の増減分に対する
当院の受入患者数 

区分 推計病床数 

（計算式） （当院の入院患者数 ＋ シェア率を考慮した将来増減分） ÷ 病床利用率 

H37時点 （63人/日 ＋  1人/日） ÷ 90％ ＝ 71.1  ≒ 72床 

H47時点 （63人/日 －  3人/日） ÷ 90％ ＝ 66.6  ≒ 67床 

◆参考  

推計病床数の算出 
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[6] 

考
え
方 

• Ｈ28.4~5月入院患者を母集団とした。 

• 入院期間に於いて、地域包括ケア病床入院料等のリハビリテーショ
ン基準である、1日平均2単位以上リハビリが実施されている患者数
を対象患者としてカウントした。 

• 地域包括ケア病床稼働率は、他院事例より90％として算出した。 

• 地域包括ケア病床の対象となる病床数は8～13床と試算される。 

Ｈ28.4~5月入院患者分析結果 

 区分 対象患者数 

平均患者数 6.2 人/日 

最大患者数 10人/日 

最小患者数 3人/日 
※ＧＷ期間（4/29~5/8）を除くと、平均値6.8人/日 

区分 地域包括ケア病床数 

（計算式） （対象患者数）÷病床利用率=必要病床数 必要病床数 

Ｈ28.4～5月 （6.8人/日） ÷ 90％ ＝7.6 床 8床 

Ｈ26.11～12月 （11 人/日） ÷ 90％ ＝12.2 床  13床 

必要病床数 

Ｈ26.11~12月入院患者分析結果 

 区分 対象患者数 

平均患者数 11 人/日 

最大患者数 17人/日 

最小患者数 2人/日 
※Ｈ26.11～12月に医事班が病棟の看護師に協力を依頼し検証したデータ 
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一般病床 地域包括ケア病床 合計 

64床 ８床 72床 

参考：新病院病床数の内訳 



[7] 

考
え
方 

• 一般病床からの転換により看護職員配置加算、看護補助者配置加
算、救急在宅等支援病床初期加算等の加算が発生する。 

• 地域包括ケア病床の包括入院料(約3万円)を基準として、対象患者
が全て地域包括ケア病床に入院していた場合の差額を概算した。 

区分 地域包括ケア病床対象患者 

Ｈ28.4～5月  {（30,000円 – 入院診療単価）*在院日数} の各患者データ総計＝ 452,672 円 

区分 対象患者総数 平均在院日数 患者1人1日当たり増減額 

Ｈ28.4～5月 17 人 20 日 1,331円  
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[8] 

①ポストアキュート的な患者の受け入れ 

高度な医療を提供する病院の急性期の治療を終えた患者の受け入れ 

・高度な専門的医療の必要はないが、経過観察が必要な患者 

・骨折などで急性期リハビリを終了したが、引き続き支援が必要な患者 
 

         旭中央病院 等の高度急性期病院からの受け入れ 

②サブアキュート的な患者の受け入れ 

自宅や施設で療養中の方等の日常的な生活支援の必要性が多い方の緊急時の
受け入れ 
 

         自宅 

         そうさぬくもりの郷 等の介護施設からの受け入れ 

③その他の患者の受け入れ 

短期滞在の手術入院（ポリペクトミー（大腸ポリープ切除）や睡眠時無呼吸、胃瘻
交換）検査、医療処置の方などの患者の受け入れ 
※他病院での受け入れ患者例 
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[9] 

考
え
方 

• 地域包括ケア病床は、最大60日まで入院可能であること
から、一般病床よりも長期入院となる。そのため、延べ入
院患者数が増加し、必要病床数は、8/18提示時よりも増
加する。 

現在の患者のうち、以下に合わせて再度、新病院の延べ入院患者数を算出し
た。 

 

■現病院の患者のうち、一般病床対象である患者 

■現病院の患者のうち、地域包括ケア病床対象である患者 

■現在、受入れを断っている患者で、地域包括ケア病床対象見込み患者 



①平成27年度入院患者数 

区分 数値 

延べ入院患者数 23,017人 

1日平均患者数 62.9人 

実入院患者数 1,456人 

平均在院日数 15.8日 

②将来推計入院患者数（推計値）※第2回検討委員会資料 

区分 数値 

平成37年推計（1日平均） 64人 

平成37年推計(延べ患者数） 23,360人 

※1日平均を365日で乗算 

[10] 

※実入院患者数＝（新入院患者数＋退院患者数）/2 



③将来推計実入院患者数 

 延べ患者数の構成比に合わせて、実入院患者数を算出 

 （平成27年度） 
 ・延べ入院患者数：23,017人 

 ・実入院患者数 ：1,456人 

  (平成37年） 
 ・延べ入院患者数：23,360人 

  ⇓ 

 ・実入院患者数 ：1,478人 

④一般病床と地域包括ケア病床の患者数比率 

区分 数値 構成比 備考 

一般病床 56.1人 89％ 

地域包括ケア病床 6.8人 11％ 第2回検討委員会資料より 

計 62.9人 100％ 平成27年度実績 
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⑤新病院時の将来推計実入院患者数 

区分 数値 備考 

一般病床対象 1,315人 ③×④より算出 

地域包括ケア病床対象 163人 ③×④より算出 

地域包括ケア病床設置
により新規に獲得が見
込まれる患者数 

1人 

・年間患者数 

・受入れ断り患者を受入れる
と仮定し、純増加。 

計 1,479人 

[12] 

現在の受入れを断った患者を分析すると、『長期療養を必要とする＝慢性期
患者』と『当院の専門外患者』、『ベッドの受入れ不可』で多くを占める為、地
域包括ケア病床を整備することにより新規に獲得が見込まれる患者は多くは
ないと想定。 



⑥平均在院日数の設定 

区分 数値 備考 

一般病床 15.8日 平成27年度実績より 

地域包括ケア病床 60.0日 

⑦新病院の延べ患者数（⑤×⑥） 

[13] 

区分 数値 備考 

一般病床 20,777人 実患者数×平均在院日数 

地域包括ケア病床 9,840人 

計 30,617人 

⑧新病院の入院稼働日数 

   365日（うるう日は考慮しない） 



⑨新病院の1日平均患者数（⑦÷⑥） 

区分 数値 備考 

一般病床 56.9人 延べ患者数÷稼働日数 

地域包括ケア病床 27.0人 

計 83.9人 

⑩新病院の病床利用率の設定 

区分 数値 備考 

一般病床 82.3％ 同規模黒字病院より 

地域包括ケア病床 90.0％ 
病床ごとの届出の為、高い
利用率は可能と仮定 
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⑪新病院の必要病床数試算（⑨÷⑩） 

区分 数値 

一般病床 69床 

地域包括ケア病床 30床 

計 99床 

⑫新病院の病床数案（病院案） 

区分 数値 

一般病床 70床 

地域包括ケア病床 30床 

計 100床 

区分 数値 

一般 内科 30床 

一般 外科 30床 

一般 整形 10床 

地域包括 混合 30床 

診療科ごとの内訳 
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