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医療施設特別会計 

 
 

 
 



「人間のいのちと健康、尊厳を守る」 

 日本赤十字社の活動方針 



「赤十字病院グループの経営資源を 
有効に活用して事業運営基盤を強化する」 

 事業実施方針 



平成24年度重点事項 
 １ 赤十字の特色を発揮した医療提供体制の充実 
 ２ 安全・安心な医療の提供 
 ３ 人材の育成と確保 
 ４ 効果的な施設整備の実施 
 ５ 経営の健全化    

平成24年度 医療施設特別会計 決算 
  総収支で114億円の黒字決算（３期連続） 



主な診療機能 赤十字 前年度比 全 国 全国比 

□病院数 92施設 ０ 8,602 1.1％ 

■救命救急センター 34施設 ０ 245 13.9％ 

■ドクターヘリ ５施設 ＋１ 31 16.1％ 

■地域医療支援病院                   48施設 ＋３ 386 12.4％ 

■災害拠点病院                  62施設 ０ 609 10.2％ 

■総合・地域周産期母子医療センター  43施設 ＋４ 367 11.7％ 

■小児救急医療拠点病院 ７施設 ０ 28 25.0％ 

■地域がん診療拠点病院              37施設 ＋１ 388 9.5％ 

■へき地医療拠点病院 15施設 ０ 281 5.3％ 

１ 赤十字の特色を発揮した医療提供体制の充実 

中核医療機関としての地域医療への貢献 



国内の災害・事故に対する医療救護班等の派遣 

災害・事故名称 発生 派遣病院／救護班 

関越道高速バス事故 平成24年４月 前橋（１班） 

茨城県等における竜巻災害 平成24年５月 古河（１班） 

熊本県広域大水害 平成24年７月 熊本（８班） 

福岡県等豪雨災害 平成24年７月 福岡（１班） 

京都府南部豪雨災害 平成24年８月 京都第一（１班） 

北海道室蘭市他６市町での暴風雪被害 平成24年11月 伊達（２班） 

中央道笹子トンネル事故 平成24年12 月 山梨（１班） 

北関東道トラック横転事故 平成25年２月 前橋（１班） 

高崎市建物火災（隣接病院入通院患者対応） 平成25年３月 前橋（１班） 

・東日本大震災復興支援 

・災害・事故に対する救護班の派遣（計 ７施設 17班） 

平成24年10月15日～平成25年度継続中 
浪江町住民への健康調査・支援事業に係る看護師16名を派遣 
（福島県いわき市）                            



ハイチ フィリピン 

パキスタン 

イラク 

イエメン ウガンダ 

南スーダン 

シエラレオネ 

リベリア 

国際医療救援に医師、看護師等を派遣 

派遣国 派遣内容 派遣施設 職種／人数 

ハイチ 大地震被災者支援事業 医療センター、さいたま、名古屋第二、大阪 看護師 ５名 

フィリピン 保健医療支援事業 
医療センター、諏訪、名古屋第二、 

高槻、姫路、長崎、熊本 
医師１名、看護師11名 
臨床工学技士１名、事務１名 

パキスタン 北部紛争犠牲者救援事業 医療センター、名古屋第二 看護師２名 

イラク 戦傷外科実地研修（医療研修） 名古屋第二、和歌山、熊本 医師２名、看護師２名 

イエメン 紛争犠牲者救援事業 沖縄 看護師１名 

ウガンダ 病院支援事業、母子保健事業 水戸、大阪、和歌山、神戸、徳島、熊本、 医師５名、看護師３名 

南スーダン 紛争犠牲者救援事業 京都第二 看護師１名 

リベリア 母子保健サービス強化事業 足利 看護師１名 

シエラレオネ コレラ救援事業 和歌山 医師１名、看護師１名 

計９カ国 16施設 延べ38名（医師９名 看護師27名 臨床工学技士１名 事務１名） 



２ 安全・安心な医療の提供 

委員会、会議、研修会 開催回数 参加人数 

委
員
会 

医療安全対策委員会 年４回 各16名 

【新規】医療安全対策部会 年３回 各12名 

感染対策専門部会 年３回 各８名 

医療事故検討会 年12回 各12名 

会
議 

医療安全推進室長会議 年１回 71名 

【新規】医療安全管理者会議 年１回 84名 

感染管理担当者会議 年１回 127名 

研
修
会 

医療事故・紛争担当職員研修会 年１回 61名 

医療安全管理者養成集合研修 年１回 45名 

医療安全推進担当者研修 
（ブロック別に開催） 

各６回 計212名 

   

・病院間の情報交流による医療事故防止対策の向上 
・院内感染の防止、発生後対策の徹底 
・研修の強化 

医療安全・感染対策の取組み 

医療安全管理者会議 



３ 人材の育成と確保 
（１）医師、看護師の育成 

研修医に対する赤十字事業の研修と指導医養成の推進 

（２）医師、看護師の確保 

研修医の確保、働きやすい環境の整備 

医療の高度化、専門化に対応した看護師の育成 

研修会・講習会 開催回数 第１回 第２回 合計 

臨床研修医研修会 年２回 178名 162名 340名 

臨床研修指導医養成講習会 年２回 28名 32名 60名 

・医学生対象の就職説明会への参加 

・院内保育所の整備や育児短時間勤務制度の利用推進 

認定看護管理者 専門看護師 認定看護師 

職員数 181名 39名 818名 

前年度比 ＋19名 ＋９名 ＋104名 



（３）グループ内における医師派遣 

   

派遣先病院 診療科 派遣元病院 延べ派遣人数 

安曇野赤十字病院 内科 名古屋第二赤十字病院 １名 

伊達赤十字病院 内科、循環器内科 名古屋第二赤十字病院 14名 

伊達赤十字病院 消化器内科 京都第二赤十字病院 １名 

北見赤十字病院 内科 日本赤十字社医療センター ８名 

浜松赤十字病院 内科 名古屋第一赤十字病院 ９名 

浦河赤十字病院 内科 福岡赤十字病院 ３名 

高山赤十字病院 麻酔科 名古屋第二赤十字病院 ５名 

   計 ６施設 計 ５施設 計 41名 

医師が不足する病院に対し、赤十字病院グループとして医師を
継続派遣 



（４）経営管理部門の人材育成の強化   

事務系幹部職員の養成 

・病院経営マネジメント研修会 
 （参加者 58名：対象 事務部長、事務副部長など） 

・DPC分析ソフト操作及び経営分析研修会 
 （参加者 131名：対象 経営企画課、医事課担当職員など） 

・医事担当職員研修会 
 （参加者  62名：対象 医事課担当職員） 

経営計画の立案、財務分析方法等の習得 

経営管理部門職員の能力向上 

自院のＤＰＣデータの分析、経営改善提案 

診療報酬請求事務の精度向上 



４ 効果的な施設整備の実施 

地域医療に貢献するために診療機能を強化 

・災害医療に係る機能の向上 
  ⇒免震構造の採用、非常用電源の設置、    
    トリアージスペースの確保等 

那須赤十字病院 

熊本赤十字病院 

【主な整備内容】 

・地域における医療提供体制の強化 
  ⇒救急、小児、周産期医療、がん診療 
   機能の充実等 

・療養環境の改善 
  ⇒病床面積の拡大、個室病床の増室等 



 ５ 経営の健全化 
（１）グループメリットを生かした共同事業の推進 

内視鏡下手術用ロボット 平成24年度新規の取り組み 

共同購入の継続実施 

 ア 共同購入事業 

既存の共同購入対象 

 ・大型医療機器（ＭＲＩ、ＣＴなど） 

 ・医療用ベッド 

 ・電子医学資料 

 内視鏡下手術用ロボット 



院長勉強会 

 イ 経営情報の共有 

平成24年度新規の取り組み 

先行する病院の情報を交換 

病床規模別、病院別の分析情報の活用 

・院長勉強会の開催（参加者 61名） 
 平成24年度第１回 
 テーマ『DPCⅡ群病院の取り組みについて』 

・月毎の経営指標ベンチマークの配布 
 医業利益、病床利益率、平均在院日数、 
 各医療費用対医業収益比率など 



平成24年度 
 

医療施設特別会計 決算の概要 



8,168  

8,518  

9,178  
9,327  

9,635  

8,385  
8,530  

8,915  

9,165  

9,520  

△ 217 

△ 12 

263 
161 

114 

-300

-200

-100

0

100

200

300

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

総収入 

総費用 

収支差引額 

（単位：億円） １ 収支の推移 

                          平成23年度決算         平成24年度決算        

  収支差引額                 161億円     →                 114億円  

  黒字施設        61施設    261億円    →    50施設    246億円   

  赤字施設        29施設    △97億円      →    40施設  △130億円  



その他の医業収益 
［   397億円→ 407億円 ］   2.6% 

２ 医療施設特別会計 収益的収入のあらまし 
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医業収益 
 8,849億円  
 → 9,155億円 
 増減率 3.4%  

入院診療収益       増減率 
［ 6,081億円→6,301億円 ］ 3.6% 

外来診療収益 
［ 2,370億円→2,445億円 ］ 3.2% 

（億円） 

               平成23年度決算     平成24年度決算        増減率 

 収益的収入合計     9,327億円    →    9,635億円          3.3％  

その他の収益 
［  480億円→  492億円 ］   2.5% 



３ 患者数の推移 
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（単位：万人） 

入院患者延数 外来患者延数 
平成24年度 主な減少要因 

入院患者延数（11,336,579人⇒11,277,915人、58,664人減、0.5％減） 
外来患者延数（17,676,639人⇒17,624,674人、51,965人減、0.3％減） 

入院患者延数 
 ①実働病床数の減少 
   36,014床 
   ⇒35,861床（153床減、0.4％減） 
 
 ②平均在院日数の短縮 
    14.1日⇒13.9日（0.2日短縮） 

外来患者延数 
 地域医療連携の推進 
 ①紹介率 
   48.4％⇒49.2％（0.8ポイント上昇） 
 ②逆紹介率 
   44.3％⇒47.2％（2.9ポイント上昇） 

入院患者延数 外来患者延数 



４ 診療単価の推移 
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（単位：千円） 

入院 53,647円⇒55,876円 2,229円増 4.1％増 

外来 13,411円⇒13,875円  464円増 3.4％増 

平成24年度 主な増加要因 

入院診療単価 
 ①診療報酬改定 
    ＋0.004％（本体＋1.379％、薬価等△1.375％） 
   ・手術のプラス改定 
   （手術診療報酬アップ率15.38％） 
    ⇒難易度の高い手術に対するプラス評価 
 ②施設基準、加算の取得  
   ・地域医療支援病院（45施設⇒48施設） 
 ③高点数（2万点以上）手術の増加 
   ⇒前年比で約23,000件増（約26％増） 
 ④紹介患者の増加 
   48.4％⇒49.2％（0.8ポイント上昇） 

外来診療単価 
 ①外来化学療法(抗がん剤治療) 

   実施施設と病床数が増加 
    77施設 ⇒ 80施設 （3施設増） 
     843床  ⇒ 958床 （115床増） 
 ②紹介率、逆紹介率の上昇 
   ・紹介率 48.4％⇒49.2％（0.8ポイント上昇） 
   ・逆紹介率 44.3％⇒47.2％（2.9ポイント上昇） 
 ③検査・病理項目におけるプラス評価 

入院診療単価 
外来診療単価 



５ 医療施設特別会計 収益的支出のあらまし 
材料費            増減率（負荷率:前年度比） 
［ 2,415億円 → 2,480億円 ］ 2.7%  27.1%（△0.2%） 

給与費 
［ 4,466億円 → 4,626億円 ］ 3.6%   50.5%（０%） 

委託費 
［ 562億円 → 588億円 ］  4.6%     6.4%（０%） 

設備関係費 
［ 848億円 → 902億円 ］   6.4%    9.9%（＋0.3%） 

研修研究費 
［ 29億円 → 33億円 ］   11.2%  3.6%（＋0.3%） 

医業費用 
   8,700億円
→9,024億円 
 
増減率 3.7% 
負荷率98.5% 
     （＋0.2%）  

                       平成23年度決算     平成24年度決算    増減率 

 収益的支出合計    9,165億円   →      9,520億円        3.9% 
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（億円） 

経費 
［ 377億円 → 393億円  ］   4.4%    4.6%（０%） 

その他費用 
［ 468億円 → 498億円  ］  6.4%   5.4%（＋0.1%） 



（１）資本的収入 

（２）資本的支出 

 固定負債  558億円   借入金 327億円⇒359億円 

 資産売却収入    0億円 

 その他資本収入  605億円  内部留保金 637億円⇒605億円 

  合計 1,164億円 

（内訳） 

（内訳）  固定資産  744億円 
有形固定資産 821億円⇒678億 
無形固定資産 51億円⇒66億円 

 借入金等償還  419億円 借入金等償還 288億円⇒356億円 

 合計 1,164億円 

６ 医療施設特別会計 資本的収支のあらまし 

資本的収支とは・・・ 

 病院建設や医療機器等の整備にあたっての収入・支出の
状況を表したものです。 



７ 平成24年度の主な施設整備 

施設名 工事名称 総事業費 

松江 病棟等増改築工事 173億円 

那須 新築移転工事 166億円 

福岡 病棟等増改築工事 125億円 

京都第一 病棟等増改築工事 97億円 

静岡 病棟等増改築工事 94億円 

浦河 病棟等増改築工事 63億円 

庄原 病棟等増改築工事 59億円 

熊本 総合救命救急センター・     
こども医療センター新築工事 

53億円 

名古屋第一 バースセンター・ 

緩和ケアセンター新築工事 
27億円 



８ 病床規模ごとの傾向（総収支） 

病床数 黒 字 赤 字 計 黒字割合 

700床以上 ６ １ ７ 85.7％ 

600床規模 ７ ３ 10 70.0％ 

500床規模 ９ １ 10 90.0％ 

400床規模 11 ７ 18 61.1％ 

300床規模 11 ７ 18 61.1％ 

200床規模 １ ６ ７ 14.3％ 

100床規模 ４ ７ 11 36.4％ 

99床以下 １ ８ ９ 11.1％ 

合計 50 40 90 55.6％ 


