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１ 前回までのまとめ                                     

 

（１）小高区の課題 

   地域住民の高齢化が深刻な状況にあり、地域住民の声に応える形で民間施設も含めた診療

が再開されていますが、今後の先行きの見通しが立たず、将来的な診療体制の維持は不透明

な状況です。 

 

① 医療需要 

・高齢化が進むことにより、寝たきりや通院が困難な患者が増え、在宅医療の需要が増える。 

・在宅医療を強化した場合も、一時的な入院が必要な患者を受け入れる病床が小高区に無い。 

② 医療提供体制 

・小高区内の施設は医療収益だけでは採算が成り立たず、福島県の補助金による収入補て

んに頼らざるを得ないため、今後、診療体制を維持できるか不透明である。 

・開業医の高齢化が進んでおり、将来的に診療体制を維持できない懸念がある。 

 

 

（２）市立小高病院の課題 

   改革プランで掲げられた「市立小高病院の担うべき役割及び取組方針」は、以下のとおり

です。ここでは“総合病院のサテライト診療所”としての役割が明文化されています。 

 

市立小高病院 

【担うべき役割】 

「市立総合病院のサテライト診療所として、住民に安心を提供する」 

【取組方針】 

① 診療所として経営基盤の確立 

職員意識の改革、入院機能から新たな機能への転換、地域に根差した医療の提供 

② 全病床を市立総合病院へ移行させることで、外来診療と在宅診療へ特化 

応援医師による診療科の増設、訪問診療から看取りまで可能な在宅診療の実施 

③ 専門医療（市立総合病院）との連携強化 

紹介・逆紹介の強化 患者情報の一元管理 

 

しかし、無床診療所として在宅医療を強化した場合、対象患者が急変して一時的な入院が

必要な状態と判断されることが想定されますが、現状の計画では総合病院を含めた小高区域

外の施設へ入院させなければなりません。 

今後、小高区住民の安心感を得るためには、医療だけではなく介護・生活支援を含めた地

域包括ケアシステムの体制づくりが必要となります。よって、現状の外来診療体制に加えて、

ある程度の入院医療を地域で提供する体制を構築することが求められており、これは小高区

で医療提供する現場にとっても利便性が高まることに繋がります。 
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２ 市立小高病院の医療機能再編                                

 

（１）医療機能再編における考え方 

 東日本大震災以前は、99床を有して地域住民へ医療を提供していた小高病院ですが、大

震災と原発事故の影響により小高区の人口が著しく減少しているため、以前のように患者

を確保することができない状況です。現在、住民は帰還しつつありますが、震災前の人口

まで戻ることは想定できず、病院として運営していくことは困難な状況となっています。 

従って、小高病院の入院機能を縮小する場合、急性期医療は市立総合病院をはじめとす

る相双医療圏の他の病院に担当してもらい、小高病院は経過観察などで一時的に入院が必

要となる方や、他病院での治療をほぼ終えて転院してくる方を入院の対象患者とする等の

機能分担が必要になります。 

 

これまでの全国的なルールとして、病床過剰地域で有床診療所の設置が認められる場合

は、下記の条件のいずれかが必要となっていました。 

 

 在宅医療推進のために必要である 

 へき地に設置する 

 小児・周産期医療、その他、地域で特に必要な医療を提供する 

 

ただし、平成 30年度からは、上記の条件以外に、下記のような機能を持ち、「地域包括

ケアシステム推進のために必要」と都道府県の医療審議会が判断した場合にも設置が可能

です。 

 

 在宅療養支援診療所の機能（訪問診療の実施） 

 急変時の入院患者の受け入れ機能（年間6件以上） 

 患者からの電話等による問い合わせに対し、常時対応できる機能 

 他の急性期医療を担う病院の一般病棟からの受入を行う機能（入院患者の１割以上） 

 当該診療所内において看取りを行う機能 

 全身麻酔、脊椎麻酔、硬膜外麻酔または伝達麻酔（手術を実施した場合に限る）

を実施する（分娩において実施する場合を除く）機能（年間30件以上） 

 病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受け渡し機能 

 

 

上記の考え方は、国が求めている有床診療所の機能であり、小高病院を再編して有床診

療所等を開設する場合には、これらを見ながら検討する必要があります。 
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（２）収支シミュレーション 

  

今回、想定される人口を基に患者推計を行い、必要とされる医療機能を実現するための

条件を設定して、再度、収支シミュレーションを行いました。シミュレーション結果は、

P5及びP7のとおりです。 

また、平成27年度の地域医療在り方検討会で提示した内容と、平成29年度における小

高病院の実績も参考資料としてP6に記載しています。 

ただし、再作成した資料には前提条件として違いがあり、新たな条件では、帰還人口が

当初想定より少なくなっています。 

 

 

上記の前提条件に基づき、新たな収支シミュレーションを行った結果は以下のとおりです。 

 

○ 無床診療所 

・南相馬市人口予測結果における2022年の小高区人口3,261人について、内科系疾患

の外来患者数は111.8人と推計される。現在、小高区で再開している主診療科を内

科とする3施設で按分して、外来患者数を37.2人と見込む。 

・地域医療在り方検討会で提示した収支シミュレーションと比較して、外来患者数が

減少したことで収支は赤字となる。 

 

○ 有床診療所① 

・外来患者数を37.2人／日と見込む。（無床診療所と同じ） 

・南相馬市人口予測結果における2022年の小高区人口3,261人について、内科系疾患

の入院患者数は21.3人と推計される。有床診療所の受け皿は19床が最大となるの

で、19床の病床稼働率を80％と設定し、入院患者数を15.2人と見込む。 

  ・看取りを含めた在宅医療の強化を図り、訪問診療の単価を20,000円／回と見込む。 

・入院患者（一部外来患者も含む）へのリハビリ提供体制を強化するため、地域医療

在り方委員会における収支シミュレーションと比較して理学療法士を1名増員する。  

 

○ 有床診療所② 

・南相馬市人口予測結果における2022年の小高区人口3,261人に加え、浪江町や南相

馬市の一部まで診療圏を拡げ、6,000名程度の人口規模を対象とする。 

・診療圏を拡げることで、外来患者数を60.0人／日と見込む。 

・その他は、有床診療所①と同じ条件とする。 

単位：人

創生総合戦略（2016年作成）における最大値 南相馬市人口予測結果（2018年）

創生総合戦略における最大値との差

人口

4,714

人口

3,261

▲1,453

小高区の2022年推計人口
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○ 有床診療所③ 

・社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とし、中医協が平成29年

に実施した「医療経済実態調査」における１施設あたりの数値となる。 

・「その他」は、市町村立、国保組合、社会福祉法人、医療生協などが該当する。 

 

   ○ 有床診療所④ 

・有床診療所③と同様に、「医療経済実態調査」における１施設あたりの数値となる。 

・「個人」は、個人事業主の施設が該当する。 

 

○ 病院（一般病床48床） 

・南相馬市人口予測結果における2022年の小高区人口3,261人について、内科系疾患

の入院患者数は21.3人と推計される。なお、21.3人を入院させた場合の病床稼働率

は44.3％となる。 

  ・その他は、有床診療所①と同じ条件とする。 

 

○ 病院（一般病床48床 療養51床） 

・南相馬市人口予測結果における2022年の小高区人口3,261人について、内科系疾患

の入院患者数は21.3人と推計される。なお、21.3人を入院させた場合の病床稼働率

は21.5％となる。 

  ・その他は、有床診療所①と同じ条件とする。 
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新たな条件における収支シミュレーション（無床診療所・有床診療所）

単位：千円

無床診療所 有床診療所① 有床診療所② 有床診療所③ 有床診療所④

2022年 2022年 2022年

Ⅰ 医業収益 42,983 150,684 178,614 249,147 147,031

　入院収益 0 83,220 83,220 63,307 72,877

　外来収益 41,013 45,570 73,500 104,154 72,049

　訪問診療(１件/日）＋リハビリ※ 1,470 19,894 19,894

　その他医業収益 500 2,000 2,000 81,686 2,105

Ⅱ 医業費用 64,431 224,107 228,900 282,536 108,751

　人件費 47,002 149,165 149,165 177,712 57,637

　その他経費 17,429 74,942 79,735 104,824 51,114

Ⅲ 医業損益（Ⅰ－Ⅱ） ▲ 21,448 ▲ 73,423 ▲ 50,286 ▲ 33,389 38,280

Ⅳ 医業外収益（補助金・交付金等） 7,100 14,272 14,272

Ⅴ 医業外費用 1,296 1,564 1,564

Ⅵ 減価償却前損益(Ⅲ+Ⅳ-Ⅴ) ▲ 15,644 ▲ 60,715 ▲ 37,578 ▲ 33,389 38,280

Ⅶ 減価償却費（新規調達） 6,715 26,574 26,574 479 9,282

Ⅷ 経常損益（Ⅵ－Ⅶ） ▲ 22,359 ▲ 87,289 ▲ 64,152 ▲ 33,868 28,998

外来単価：4,500円 外来単価：5,000円 外来単価：5,000円

在宅単価：6,000円 在宅単価：20,000円 在宅単価：20,000円

入院単価：15,000円 入院単価：15,000円

一般撮影 一般撮影 一般撮影

CR CR CR

PACS PACS PACS

医師　常勤1名 医師　常勤1名 医師　常勤1名

医師　非常勤2名 医師　非常勤2名

（常勤換算1.5名） （常勤換算1.5名）

看護師　3名 看護師　9名 看護師　9名

看護補助者　7名 看護補助者　7名

理学療法士　2名 理学療法士　2名

事務員　2名 事務員　2名 事務員　2名

医事課　2名 医事課　3名 医事課　3名

医療機器

外来患者 37.2人/日 外来患者 37.2人/日
入院患者 15.2人/日

収支シミュレーション条件

診療単価

医療経済実態調査

南相馬市人口予測結果（2018年）

2022年の人口　3,261人

浪江町や南相馬市の
一部に診療圏を拡げ
た場合

有床診療所（その他）
平均値（ｎ=不明）

有床診療所（個人）
平均値（ｎ=7）

外来患者 60.0人/日
入院患者 15.2人/日

従業員数
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平成27年度 地域医療在り方検討委員会における収支シミュレーション

小高区人口

2,799人（平成30年5月）

単位：千円 単位：千円

無床診療所 有床診療所 小高病院

６年目（2022年） ６年目（2022年） （病床は休床中）

Ⅰ 医業収益 126,185 245,675 16,130

　入院収益 104,025

　外来収益 125,685 139,650 13,797

　その他医業収益 500 2,000 2,333

Ⅱ 医業費用 98,097 280,420 94,887

　人件費 61,747 162,254 80,605

　その他経費 36,350 118,166 14,282

Ⅲ 医業損益（Ⅰ－Ⅱ） 28,088 ▲ 34,745 ▲ 78,757

Ⅳ 医業外収益（補助金・交付金等） 0 0 67,832

Ⅴ 医業外費用　特別損失 1,296 10,564 2,959

Ⅵ 減価償却前損益(Ⅲ+Ⅳ-Ⅴ) 26,792 ▲ 45,309 ▲ 13,884

Ⅶ 減価償却費（新規調達） 6,715 26,574 21,130

Ⅷ 経常損益（Ⅵ－Ⅶ） 20,077 ▲ 71,883 ▲ 35,014

医業外収益に県補助金

57,171千円を含むため、

補助金が無い場合、

92,185千円の赤字となる

外来単価：4,500円 外来単価：5,000円 外来単価：3,990円

入院単価：15,000円 （訪問診療も含む）

一般撮影 一般撮影

CR CR

PACS PACS

医師　　 2名 医師 3.5名（常勤換算） 医師　常勤1名

看護師　3名 看護師　9名 医師  非常勤3名

事務員　1名 看護補助者　7名 （常勤換算0.4名）

医事課　2名 薬剤師　1名 看護師　常勤2名

放射線技師　1名 看護師　非常勤2名

理学療法士　1名 （常勤換算1.4名）

事務員　1名 事務員　3名

医事課　3名 医事課　2名

外来患者実績
14.2人／日

平成29年度実績

参考資料

従業員数

創生総合戦略（2016年作成）における最大値

6年後の人口　4,714人

収支シミュレーション条件

診療単価

医療機器

外来患者 114人/日 外来患者 114人/日
入院患者   19人/日
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新たな条件における収支シミュレーション（病院）

単位：千円

病院（一般48床） 病院（一般 48床　療養 51床）

2022年 2022年

Ⅰ 医業収益 256,243 244,820

　入院収益 174,598 162,175

　外来収益 54,684 54,684

　訪問診療(１件/日）＋リハビリ※ 23,961 23,961

　その他医業収益 3,000 4,000

Ⅱ 医業費用 457,386 610,238

　人件費 273,955 345,226

　その他経費 183,431 265,012

Ⅲ 医業損益（Ⅰ－Ⅱ） ▲ 201,143 ▲ 365,418

Ⅳ 医業外収益（補助金・交付金等） 40,416 83,358

Ⅴ 医業外費用 10,992 11,642

Ⅵ 減価償却前損益(Ⅲ+Ⅳ-Ⅴ) ▲ 171,719 ▲ 293,702

Ⅶ 減価償却費（新規調達） 89,886 173,938

Ⅷ 経常損益（Ⅵ－Ⅶ） ▲ 261,605 ▲ 467,640

収支シミュレーション条件

在宅単価：6,000円 在宅単価：6,000円

入院単価：22,500円 入院（一般）：22,500円

入院（療養）：19,500円

一般撮影 一般撮影

CR CR

PACS PACS

ＣＴ ＣＴ

ＭＲＩ

医師　常勤3名 医師　常勤3名

医師　非常勤2名 医師　非常勤2名

（常勤換算1.0名） （常勤換算1.0名）

看護師　22名 看護師　30名

看護補助者　7名

薬剤師　2名 薬剤師　2名

放射線技師　1名 放射線技師　2名

臨床検査技師　1名 臨床検査技師　1名

管理栄養士　1名 管理栄養士　1名

理学療法士　3名 理学療法士　3名

地域連携　1名 地域連携　1名

事務員　5名 事務員　5名

医事課　3名 医事課　3名

従業員数

医療機器

外来患者  37.2人/日
入院患者  21.3人/日

外来患者  37.2人/日
入院患者  21.3人/日

南相馬市人口予測結果（2018年）

2022年の人口　3,261人


