
経営計画における安定経営に向けた取り組み等について
（経営計画24～26ページ）

番号 計画における章・節 課題・取り組み 取組みによる成果等（～H30年度） H30年度までの対応状況等 令和元年度の対応状況等（8月まで） 今後の展望

A B C D E Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ

1 24 13 手術室稼働率改善による手術件数の増加 2年間で約500件増 ・手術室の時間帯毎の稼動状況のモニタリング ・手術室稼働時間拡大検討のための調査
・手術室が低稼働の曜日、時間帯の活用を図る。
・他院の取組について調査する。

経管

2 24 14
クリニカルパスの積極的な活用による
在院日数の短縮 2年間で1.0日短縮

・クリニカルパスＰＴとＤＰＣＰＴの合同での診療分野別
の説明会の開催

・他院と合同でパス勉強会開催（R元.8月）
・各診療科上位症例のパス作成を推進するとともに、既存パスの
改定をおこなう。

経管

3 24 15 ＤＰＣ特定病院群（旧ＤＰＣ病院Ⅱ群）の指定 H30年4月指定

・次回評価期間（H30.10～）に向けた説明会の開催
・プロジェクトチームでの、診療分野別の説明会の開催
・ＤＰＣ委員会の開催（年4回）
・診療密度等のモニタリング（経営戦略会議等）
・看護必要度委員会との協業による、算定漏れ防止への取
組（9月～：呼吸心拍監視等）

・電子カルテ上で看護必要度のモニタリング開始（R元.5月）

・次回指定に向けた評価期間が平成30年10月～令和元年9月
  となっているため、引き続き特定病院群に指定される
  よう取組みを行う。
・Ⅱ期以内退院率や紹介率、手術数の向上への取組は、
  診療密度だけでなく機能評価係数Ⅱの向上にもつなが
  る。

医情

4 24 19
救急受け入れ拡大による
新規入院患者数の増加 2年間で約1,400人増加

・ドクターカーの運行を平日について準夜帯（17時15分～
22時）まで拡大。（H31.2～）

― ・ドクターカーの準夜帯運行を全日に拡大する。 総務

5 24 20 ベッドコントロール機能の強化
病床利用率が
2年間で1.5ポイント増加

・ベッドコントロール困難時の退院促進メッセージと各診
療科・病棟ごとのⅡ期越え患者数の推移のグラフを表示
・患者状況一覧表に、医師と看護師で患者状況の情報共有
ができるよう、それぞれのコメント欄を追加

・術前センターの稼働開始（R元.8月）

・クリニカルパスを活用したベッドコントロールを推進する。
・入退院状況及び病床利用状況の定期的に確認する。
・入退院センターの充実による、入退院支援の推進

医情

6 24 21
医療連携の強化による
紹介患者数の増加

2年間で紹介率
約8ポイント増加、
逆紹介率
約23ポイント増加

・市立病院だよりの発行（年3回）
・地域医療連携推進に関するホームページの充実
　（登録医療機関の診療科・地図等掲載）
・地域医療連携講演会の開催　（年３回）
・看看連携会議の開催（年３回）
・病院訪問（約５０施設/年訪問）

・市立病院だよりの内容充実のため、製作を業者に委託
（R元.7月）

・引き続き、紹介患者・逆紹介患者の増を図るため、
　地域医療機関との連携を推進する様々な取組みを行う。

医情

7 24 24 診療材料の調達価格の見直し
ＳＰＤの対象拡大
Ｈ31.2月～運用開始

・物品調達代行等業務委託契約を平成30年8月に締結し、
平成31年2月より運用開始
※契約期間　平成30年8月～令和4年3月

・鹿児島市内の公的3病院（当院、鹿大病院、医療センター）によ
る診療材料購入に係る価格協力要請に関する説明会開催
（R元.5月）

・調達価格について、メーカー・ディーラー等との価格交渉をさ
らに推進していく。
・災害時に備えた備蓄用の診療材料の充実を図る。

経管

8 24 25 後発医薬品の採用促進 数量ベースで88％超過 ・薬剤部による取り組み（H30年度 数量ベースで88.8％） ・薬剤部による取り組み（～R元7月 数量ベースで89.0％）

・後発医薬品の重要性を伝えていくことで使用促進に引き続き取
り組む。
・後発医薬品切替えによるコスト削減効果を試算し、薬剤部へ情
報提供する。

経管

9 24 27 医事業務委託契約方法の見直し Ｈ29年見直し済み ・複数年契約（H29～31）の２年目
・来年度以降の方針を決定
　令和2年度：現行の業者と随意契約
　令和3～6年度：プロポーザル方式による業者選定

・令和2年度における業者選定実施に向け、仕様を検討する。 医情

10 24 28 その他委託の見直し 駐車場警備の見直し ― ― ・他に節減が可能な委託について検討を進める。 総務

11 24 30 光熱水費、消耗品費等を含めた経費のコスト管理の推進 ＬＥＤ化等の推進中
・８階病棟通路照明をLED化
・病棟4床室の中央照明点灯区分切り分け

・各病棟の洗面台の照明をLED化

・契約電力のさらなる削減
・照明のＬＥＤ化
・市役所の他部門の事例も踏まえ、さらなる節電対策に取り組
む。

総務

12 24 31 クリニカルパスの積極的運用による医療資源の効率的活用 新規・改定のパス128件/年
・クリニカルパスＰＴとＤＰＣＰＴの合同での診療分野別
の説明会の開催

・他院と合同でパス勉強会開催（R元.8月）
・各診療科上位症例のパス作成を推進するとともに、既存パスの
改定をおこなう。

経管

13 24 32 業務のアウトソーシングの活用

調理業務（H31.4月～）
未収金回収業務
（H30.8月～）
物品調達代行等業務
（H31.2月～）

・未収金回収業務の受託業者を企画提案競技（公募型プロ
　ポーザル方式）により決定（H30.8）
・物品調達代行等業務委託契約を平成30年8月に締結し、
平成31年2月より運用開始

・給食調理業務の委託（H31.4月）
・市立病院だより製作の委託（R元.7月）

・未収金回収業務委託については、令和元年度以降も引き続き
実施する予定。

総務
医情

14 24 33 新規医療機器の導入時の費用対効果の精査 精査中
・高額の新規購入の際、費用対効果については使用件数、
点数等を確認

― ― 経管

15 25 28 高度がん診断装置の整備 ＰＥＴ-ＣＴ（Ｈ29.11月導入） ― ・ＭＲＩ増設に向けた取り組み（R元.9月入札予定） ・ＭＲＩの増設を含めたがん診療の充実を図る 経管

16 25 29 地域医療支援病院の承認 H30.3月承認

地域医療支援病院の運営
・共同利用等のマニュアル整備
・地域医療支援病院運営委員会（外部委員会）の開催
　（年2回）
・登録医療機関数：128施設（H31.3月時点）
・地域医療支援病院業務報告書を県へ提出（H30.10）

地域医療支援病院の運営
・医療連携講演会の開催（R元.8月）
・登録医療機関数：135施設（R元.8月）

・引き続き、地域医療支援病院の運営を行い、地域の
　中核的医療機関としての役割を果たしていく。 医情

17 25 30 ＤＰＣ特定病院群（旧ＤＰＣ病院Ⅱ群）の指定 H30.4月指定

・次回評価期間（H30.10～）に向けた説明会の開催
・プロジェクトチームでの、診療分野別の説明会の開催
・ＤＰＣ委員会の開催（年4回）
・診療密度等のモニタリング（経営戦略会議等）
・看護必要度委員会との協業による、算定漏れ防止への取
組（9月～：呼吸心拍監視等）

・電子カルテ上で看護必要度のモニタリング開始（R元.5月）

・次回指定に向けた評価期間が平成30年10月～令和元年9月
　となっているため、引き続き特定病院群に指定される
　よう取組みを行う。
・Ⅱ期以内退院率や紹介率、手術数の向上への取組は、
　診療密度だけでなく機能評価係数Ⅱの向上にもつな
　がる。

医情

18 25 31 特定入院料対象病床の増床 検討中 ―
・医療需要調査を実施し、将来的な医療需要等を調査中
・脳卒中ケアユニットの増床について検討

・医療需要調査の結果を踏まえ、特定入院料対象病床の増床を検
討する。

経管

19 26 4
　医師、看護職員、医療技術職員等について、診療報酬改定の動
向や業務量の変化に応じて適正な評価・職員配置を推進する。

8人増（H31.4月～）
28診療科→32診療科
（H31.4月～）

・平成30年度、看護職員及び医療技術職員の定数を増
　看護職員（+2人）、理学療法士（＋2人）、作業療法
士、ＭＳＷ（各＋1人）
・給食調理業務委託に向け、技能労務職員の定数を減
　調理員（△6人）

・令和元年度、糖尿病・内分泌内科、血液・膠原病内科、
腎臓内科、腫瘍内科を追加し、神経内科を脳神経内科に名称変更
・令和元年度、医師、看護職員、医療技術職員等の定数を増
　医師（＋8人）、看護職員（＋6人）、薬剤師（＋2人）、放射線
技師、ＭＳＷ（各＋2人）、臨床工学技士（＋1人）
・給食調理業務委託のため、技能労務職員の定数を減
　調理員（△13人）
・ドクタークラークの待遇改善

・今後も、診療報酬改定の内容を見ながら、収益増と職員の負担
軽減を図るために、適宜適正に職員の配置を進めていく。

総務

20 26 7
　事務職員等についても、専門的資格を有する人材や経営感覚に
富む人材を採用することなどにより、病院の運営や医事業務に精
通する職員の育成、スキルの向上を図る。

人材育成中

・経営改善セミナーの開催（H30.7）
・原価計算システムの導入（H30.7～）
・京都大学が主催する「医療の質指標（QI）」活用セミ
ナーへの参加（H31.3）

・他院と合同で診療情報分析ソフトの操作研修会開催（R元.8月）
・診療情報分析を強化する。
・専門知識やスキルを有する人材の登用を検討する。

総務

６－⑸
組織・定数管理

令和元年9月3日 令和元年度第1回鹿児島市病院事業経営計画策定推進委員会

ページ・行
担当課

６－⑶－①－ｱ)
診療単価の向上

６－⑶－①－ｲ)
病床利用率の向上

６－⑶－②－ｱ)
材料費の適正化

６－⑶－②－ｲ)
委託料の適正化

６－⑶－②－ｳ)
その他費用の適正化

６－⑷
年度別計画
（平成29～令和4年度）
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