
                                                                                  
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 
                                                     
 

                                                                    

 

 

 

   

                                             

                                             

                                             

 

 

 

 

 

             

 

 

 

   

中期経営計画における今後取り組む改善項目 

（２）患者サービスの向上 

市立病院ではこれまでにも、患者サービスの充

実のために様々な取組を行ってきました。患者か

らの意見や提案等を受ける「院長への手紙」や患

者に対してのアンケートの実施等により、患者サ

ービスの質の向上に努めてきました。 

今後も、患者アンケート調査を引き続き実施す

るとともに、患者が安心して医療を受けられる環

境を整えるため、更なるサービスの向上に努めま

す。 

① 患者アンケート調査の反映【継続】 

これまでも実施してきた入院患者、外来患者に対

してのアンケート調査を引き続き実施することによ

り、患者の生の声をもとにして、各部署で改善策を

図ることで患者によりよい医療環境を整えていきま

す。 

 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

満足度（満足と考えた割合）
・入院（最高点5点）

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

・外来 (最高値100％) 64% 66% 68% 70% 72%
 

② 市民公開講座の実施【継続】 

市立病院の認定看護師や職員による、市民公開講

座を開催することで、市民の健康増進を促進する活

動を継続して展開していきます。 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

開催目標回数
年間
12回  

③ ホームページリニューアルによる情報提供

機能の強化【拡大】 
ホームページをリニューアルすることにより、病

院に関する情報提供機能を強化し、これまで以上に

市民、患者に対して役に立つ情報の提供に努めてい

きます。 

 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

ホームページリニューア
ルによる病院情報の充実

実施

⑤ 医療費支払方法の多様化への取組【拡大】 

患者が利用しやすい病院を目指して、医療費の支

払い方法の多様化に取り組んでいくことで、患者サ

ービスの向上を図ります。 
 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

クレジットカード払い
の導入

検討 導入

自動支払機の導入 検討 導入

コンビニエンスストア
払いの導入検討

調査 検討

④ がんサロンの運営支援【拡大】 

がん患者や家族などの方々が、お互いの療養体験

を語り合うなど、症状や治療法について情報交換が

できるサロンの環境を整備します。 
 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

がんサロンの運営支援 継続
環境
整備

今後取り組む改善項目 

市立病院はこれまでも様々な取組を進めてきました。しかし、環境変化に対応しつつ、今後とも

地域医療の中核的役割を果たすためには、更なる改善の取組が必要と考えられます。中期経営計画

期間中では、以下の改善項目に取り組みます。 

⑦ 災害拠点病院としての体制整備【拡大】 

災害拠点病院として、万一の災害発生時に備えて、

さらに体制整備を進めていきます。 
 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

食料の備蓄
検討
試行

導入

災害用医療機器の整備
検討
導入

ＤＭＡＴチーム体制の
充実

充実

（１）医療機能・施設面の充実 

 自治体病院として、他医療機関との連携を一層強化しつつ、さらに充実した急性期医療及び高度

医療を提供していきます。また、医療機能の充実を図りながら、老朽化した施設・設備などの更新

を行っていきます。 

⑤ 周産期医療の強化【拡大】 

地域周産期母子医療センターとして、市民に対し

て今まで以上に安定した周産期医療を提供するた

め、ＧＣＵ(*1)看護体制の強化に引き続き、ＮＩＣＵ

(*2)を現在の 9床から 12 床に増床し、周産期医療の

充実を図ります。 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

ＮＩＣＵの充実 3床増床 － － － －

*1 ＧＣＵ ：新生児用の治療回復室 

*2 ＮＩＣＵ：新生児用の集中治療室 

③ ＩＣＵ(*1)及びＨＣＵ(*2)の整備 

【拡大・新規】 

重症患者の管理や、術後患者の集中的管理を行う

医療機能を拡充し、一層患者の病状に合わせた適切

な医療機能を提供します。 

ＩＣＵを 4床から 5床に増床するとともに、循環

器・心臓血管外科病棟にＨＣＵを 7床整備し、医療

機能の充実を図るとともに、ＨＣＵ加算を得られる

看護体制を整え、収益の確保も図ります。 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

ＩＣＵの増設 1床増床 － － － －

ＨＣＵの整備 7床整備 － － － －

*1 ＩＣＵ：集中治療室  

*2 ＨＣＵ：高度治療室（ハイ・ケア・ユニット） 

② 急性期病院及び地域がん診療連携拠点病院

としての機能強化と充実【継続・拡大】 
急性期病院及び地域がん診療連携拠点病院として

の高度な医療を市民に提供していくため、放射線診

断における高度医療機器について、計画的な更新を

図っていきます。ＳＰＥＣＴ装置(*)の更新や最新型

放射線治療機器の導入等を、投資の平準化を図りな

がら整備し、医療機能の充実と健全経営の両立を目

指します。 

また、平成 23 年度の内視鏡室拡張整備に続き、内

視鏡室の機能を更に向上させるため、2 年計画で最

新の内視鏡機器の導入を重点的に行います。 
 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

放射線診断・治療等の
高度医療機器の充実

ＳＰＥＣＴ

装置更新
ＣＴ装置
更新

ＭＲ装置
更新

血管撮影
装置更新

心臓血管
装置更新

内視鏡室の充実
内視鏡機
器の充実

－ － －
 

*ＳＰＥＣＴ装置：3次元的に断層画像を撮影する装置 

① 施設改修の検討【継続・新規】 

市民に対して今後も安心で、安定した医療の提供

の継続と医療機能の強化を目指し、老朽化が進む病

院施設に関して、改修の検討を行っていきます。 

検討に当たっては、（仮称）施設整備検討委員会を

設けて、施設整備基本構想についての策定を行うこ

ととし、患者の立場にたった療養環境の整備やバリ

アフリー、ユニバーサルデザイン化についても検討

を進めます。また、老朽化が著しく、更新・整備が

必要なエネルギーセンターについては、早急に対応

していきます。 
 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

（仮称）施設整備検討
委員会の検討

委員会の
設置・
基本構想
の着手

基本構想
・実施設
計の策定

エネルギーセンターの
更新

実施 － －

計画の
順次実施

 
④ 手術室の更なる増設【拡大】 

今後、高齢化により手術需要の増加が見込まれる

ため、平成 23 年度の増設に追加して、更なる増設に

着手します。なお、手術取扱件数の増加は、病院収

益の向上にもつながると考えられます。 

 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

手術室増設工事 － 検討 着手 完成

⑥ 透析室の機能強化と増床【拡大】 

透析が必要となる患者の受入体制を充実させるた

めに、透析室の機能強化及び現在の 4床から 6床に

増床します。 
 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

透析室の充実 機能強化 2床増床 － － －
 

 

資料２ 

平成２３年１２月２１日 都市経営戦略会議資料
保健福祉局保健部病院経営企画課 
保健福祉局市立病院
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（５）収益確保に向けた取組 

 医療機能の充実と継続的な健全経営のため、収

入確保に向けた様々な取組を行い、収益の確保に

努めていきます。 

② 適正な診療報酬の請求【継続】 

診療報酬請求について、専任のコンサルタントや

電子レセプトの活用等により、適正な医療費の請求

に努めるとともに、レセプト請求額に対する査定額

の減少を図ります。 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

査定額の減額率 0.1% 0.09% 0.08% 0.08% 0.08%
 

③ 医業未収金の削減【拡大】 

医業未収金の圧縮を図るため、未納者宅への訪問

徴収、高額案件の訴訟、電話催告等、収納対策を強

化します。 

また、新たに医業未収金の一部を債権回収専門機

関へ委託し、医業未収金の削減を図り安定した経営

を目指します。 
 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

未収金発生削減率
(対平成22年度比)

△3% △6% △9% △12% △15%

④ 使用料及び手数料等の見直し【継続】 

他病院との均衡等、社会経済情勢の変化に合わせ、

定期的に使用料、手数料等の見直しを行い、収入の

適正化を図ります。 

また、行政財産については、平成 23 年度に目的外

使用許可から貸付への切替えを実施しており、今後

も継続していきます。 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

使用料・手数料等
の見直し

調査 実施

行政財産の貸付 継続

⑤ 広告料収入の検討【新規】 

当院の資産（印刷物、ホームページなど）を広告

媒体として活用し、医業外収益の確保を図ります。

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

広告料収入等の拡大に
よる医業外収益の確保

印刷物
HPバナー
広告

（６）費用縮減に関する取組 

今まで実施してきた費用の縮減について継続するとともに、材料費の縮減やＥＳＣＯ事業の導入

による光熱水費の縮減など、更なる縮減に努めていきます。 

① 材料費の縮減【継続】 
薬品費及び診療材料費を削減するため、市場調査

に基づく効率的な薬品、診療材料等の調達や同種同

効力でより安価な後発医薬品への切替え・採用によ

り、継続して材料費の縮減を図ります。 
 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

材料費対医業収益比率 継続
対H22
△1.7％

後発医薬品の採用比率 14% 16% 18% 20% 22%
 

② 医療機器購入方法の見直し【新規】 

医療機器購入に際して、購入方法の見直しを行い

機器単価だけではなく、使用期間に発生する保守委

託料等を含めたトータルコストでの価格判断を行う

ために、購入方法を見直します。 
 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

医療機器の購入方法の
見直し

調査 試行 導入

（４）業務改善に関する取組 
より質の高い医療の提供と患者サービスの向上のため、システムの再構築や物品の適正な管理

を行います。各種委員会において定期的に経営目標の進捗管理を行いながら、業務改善に取り組

みます。 

① 院内情報システムの更新【継続】 

院内情報システムを更新することで、情報の共有

やデータ連携等について検討し効率的な病院経営の

運用を可能にします。 

 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

院内情報システム
の更新

更新 － － － －
 

② ＳＰＤ(*)導入の検討【新規】 

医療材料の適正な在庫管理等を行うためにＳＰＤ

（医療材料物流情報管理システム）を導入します。 

 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

ＳＰＤの導入 － － 検討 実施
 

*ＳＰＤ: Supply Processing and Distribution の略称。 

病院が使用・消費する物品（医療材料：主として医薬品、試薬、

滅菌・再生品、手術器械など）の選定、調達・購入方法の設定、

発注から入庫・払出等一連の物品の流れ（物流）、取引の流れ（商

流）および情報の流れ（情流）を、情報システムを使い管理し、

トレーサビリティなど医療の安全性を確保するとともに、コス

ト削減、原価管理など病院経営改善・効率化に資するための「物

品・物流管理システム」のことをいう。 

③ 医療安全に関する取組の更なる強化【継続】

医療の安全性向上に向けて、インシデントレポー

ト(*)等の取組を推進するとともに、レポートの分析

を通じて、改善活動を推進します。 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

医療安全関連の研修会
･セミナー等の開催件
数

6回以上

医療安全に関する改善
取組件数

12件

インシデントレポート
の公益財団法人日本医
療機能評価機構への報
告

検討 実施

*インシデントレポート: 医療現場で、患者に傷害を及ぼすこと

はなかったが、日常診療の現場でひやりとしたり、はっとした

経験（インシデント）に関する報告書をいう。なお、医療事故

となった場合の報告書は、アクシデントレポートと呼ばれる。

④ 環境に配慮した業務運営【拡大】 

環境に配慮した病院運営を心掛け、資源回収の強

化やリサイクル品の推進、廃棄物の減量化等に努め

ます。 
項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

廃棄物量 削減検討 廃棄物量の伸び率を4年間で4％削減

（３）病診連携の強化 
市立病院は、これまで地域医師会と密にコミュ

ニケーションをとり、開放型病床の活用などによ

り、地域医師会とともに地域の医療に連携して貢

献してきました。今後は、更なる連携をとり、体

制を強化して引き続き地域医療の充実を図りま

す。 

② 医療連携機能の充実【拡大】 

療養型病院・在宅医療との連携機能を強化するた

め、医療連携スタッフの増員や専門スタッフの配置

により、医療連携機能を充実させ、更に地域に密接

した医療連携体制を目指します。 

 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

医療連携機能の充実
増員
検討

増員 － － －

① 産科セミオープンシステム(*)の導入 

【新規】 

地域の診療所と市立病院が連携し、地域の分娩（正

常）を担う産科セミオープンシステムを導入するこ

とにより、安心して出産を行うことができる体制を

整えます。 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

産科セミオープンシス
テムの導入

試行 実施 継続

産科セミオープンシス
テムによる取扱件数 80件 160件 240件 240件 240件  
*産科セミオープンシステム：妊婦健診を診療所で、分娩（正常）

は病院で行う形態。主治医師権は病院にあり、病院医師が入院

後の治療方針を決定する。 

③ 地域医療支援病院の認定【新規】 

紹介患者に対する医療提供といった、地域の医療

機関の連携と役割分担により質の高い医療を進めて

いく「地域医療支援病院」の認定を目指します。 
 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

地域医療支援病院
の認定

検討
申請
認定

準備

 

① 医療提供体制の強化による収益拡大【拡大】 

急性期医療、がん医療のための医療機能の増強や

ＩＣＵ、ＨＣＵ、手術室等の設備増強、さらに、医

師、看護師等の人員を増強し、医療提供体制を強化

することにより、収益拡大を図ります。 
 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

医業収益の増収額(*)
689
百万円

989
百万円

1,155
百万円

1,155
百万円

1,219
百万円  

*平成 23 年度の医業収益額を基準として、算出した増収見込み

額。 

調整中 
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【続】（６）費用縮減に関する取組 

③ 医療機器等投資に係わる採算性の検証 

【拡大】 

医療機器購入や施設整備等の投資における経済性

の検証を行います。 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

医療機器等の採算性の
検証

調査 試行 実施  

④ 光熱水費削減に向けた取組【継続】 

ＥＳＣＯ導入の調査検討により、ＥＳＣＯ導入費

用を上回る光熱水費削減が見込まれることが確認さ

れたため、平成 27 年からの稼働を目指してＥＳＣＯ

を導入したエネルギーセンターの更新を検討しま

す。
項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

ＥＳＣＯの導入
設計・
工事

工事 工事 稼動

（７）経営管理体制の整備 

市立病院の機能を充実し、さらに健全経営を確立・維持していくため、経営管理体制を見直す

とともに、目標管理によるＰＤＣＡサイクルを確立していきます。 

② 院内組織の見直し【新規】 

市立病院内の組織を統合・細分化することで、効

率的な運用を目指します。 

また、医療制度の動向に迅速に対応できるよう、

院長直轄の経営企画部門を設置します。 
 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

組織の見直し －
調査
検討

実施

経営企画部門の設置 － － 設置  

① 病院事業を外部から評価する仕組みづくり

【継続・新規】 

設定した経営指標の達成度の評価検証を院内経営

会議で行うとともに、病院経営を外部から評価する

委員会組織を設置します。また、公益財団法人日本

医療機能評価機構の病院機能評価 Ver６ (一般病

院)の認定を取得することを目指します。 

 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

院内経営会議及び外部
評価組織

設置

病院機能評価Ver６
（一般病院）認定の
取得

準備 認定 － － －

 

③ 法令・行動規範（コンプライアンス）の遵守

【継続】 

医療法や個人情報保護法令等を遵守するととも

に、関連規程や内部管理体制の整備、職員の意識向

上に努めます。 
 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

関連規程の点検・整備
点検・
整備

法令・行動規範等に関
する研修の開催

実施

④ 職員の経営意識の醸成【拡大】 

 職員一人一人の経営意識を高め、一体となって病

院運営に取り組むため、病院の経営状況や課題につ

いての共有化を進めます。 
 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

経営状況に関する説明
会（研修会）の実施

拡充

（８）人材の確保・育成と適正配置 

職員の確保により収益の拡大につながる余地があるものの、職員定数が制約となり医療体制の強

化が図れない状況にあるため、医師等の医療スタッフについては、医療機能の拡充等の要件に合っ

た定数の見直しを図るとともに、臨時職員・派遣職員の採用等も行いながら、適正な人員の確保と

適正な配置に努め、きめ細やかな医療サービスにつなげていきます。 

① 職員定数の見直し【拡大】 

医療機能の維持強化のため、平成 28 年度までの職員定数を 644 人から 688 人（育児休業看護職員 30 人を

除く）に職員定数条例改正を行い、本計画の達成と収益拡大への機能強化も行いながら、健全経営を図って

いきます。 
 

H24 H25 H26 H27 H28

増員要素

・７：１看護体制の維持
・手術室の拡張
・NICU増床
・HCUの整備

・７：１看護体制の維持
・透析室の増床
・医療機能の拡充

・７：１看護体制の維持
・医療機能の拡充
・経営企画部門等の設置

・医療機能の拡充 ・医療機能の拡充
・救急科医師の増員
・救急外来看護師の増員

必要数 １７人 ６人 １６人 － ５人

② 看護師の安定的な確保と７:１看護体制の 

維持【継続】 

手厚い看護と安定した収益が確保できる７:１看

護基準を維持するため、引き続き看護師の安定的な

確保に努めます。 

③ 院内保育定員の見直し【拡大】 

 育児世代にとっても働きやすい職場作りを行うた

め、院内保育室の定員見直しを行います。 

 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

院内保育定員の見直し 4人増員 － － － －
 

④ 人材の育成【継続】 
 高度医療を提供する地域の中核的病院としての機

能強化を図るため、医師・看護師を始めとする職員

の専門能力向上の支援に努めます。 

 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

資格を有する医師の割
合(*)

95％以上

認定看護師数 10人 12人 14人 15人 16人

*資格を有する医師の割合: 常勤医全体に対し、指導医・専門

医・認定医等の資格を保有する医師の割合のこと。 

⑤ 働きがいのある職場づくり【新規】 
 より良い医療を提供するためにも、職員にとって

も健康的で働きがいのある職場づくりを目指しま

す。 

 

項目 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

職員満足度調査の実施 実施

職員の仕事に対する
満足度（前年度対比）

－ 2％増加 2％増加 2％増加 2％増加

調整中 
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