
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）

過去3年間の推移及びR元年度以前の成果 R2年度の成果 6月までの取り組み 7月以降の取り組み

A B C D E F G H I

1 手術室稼働率改善による手術件数の増加
R元年度は約400件増加したものの、R2年度は
H30年度比で約300件減少
（H30:6,493件⇒R元:6,905件⇒R2:6,187件）

・手術室の時間帯毎の稼働状況のモニタリング
・機能整備調査を実施（R2.5月～R3.3月）

・手術室の時間帯毎の稼働状況のモニタリング
・手術室が低稼働の曜日、時間帯の活用について検討を進め
る。

経管

2
クリニカルパスの積極的な活用による
在院日数の短縮

R元年度は0.2日短縮したものの、R2年度は
H30年度と同水準に回帰
（H30:11.7日⇒R元:11.5日⇒R2:11.7日）

・クリニカルパスチーム会議の開催（R2.5月、6月）
・クリニカルパス承認・改定部会を11回開催（R2.4月～R3.3月）
・各診療科上位５症例へのパス適用・未適用のリスト配布（R3.2月）
・パス適用率35.9%

・クリニカルパス承認・改定部会を3回開催
　（R3.4月～R3.6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
ＤＰＣ特定病院群（旧ＤＰＣ病院Ⅱ群）
の指定

ＤＰＣ特定病院群指定（H30.4月）
 入院単価 2年間で約4,700円向上
（H30:79,216円⇒R2:83,961円）
 外来単価 2年間で約3,600円向上
（H30:25,152円⇒R2:28,730円）

ＤＰＣ特定病院群再指定（R2.4月）
・（R2.4月～）地域医療体制確保加算
・（R2.6月～）診療録管理体制加算（２⇒１）
・（R2.7月～）入退院支援加算（２⇒１）
　　　　　　　入院時支援加算１
　　　　　　　画像診断管理加算（１⇒２）
・（R2.9月～）病棟薬剤業務実施加算１
　　　　　　　検体検査管理加算（２⇒４）
・（R2.10月～）病棟薬剤業務実施加算２

・ＤＰＣ特定病院群の指定に向けた指標のモニタリング
　（診療密度・効率性指数・複雑性指標群）

・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。
・（R3.7月～）夜間100対1急性期看護補助体制加算
　　　　　　　夜間看護体制加算

医情

4
救急受け入れ拡大による
新規入院患者数の増加

R元年度は150人増加したものの、R2年度は
H30年度比で約1,000人減少
（H30:14,846人⇒R元:14,996人⇒R2:13,809人）

・救急車お断り事例の削減への取組み
　　救命救急センター運営委員会（隔月）において事例報告
　　救急車応需率　R元:93.7%→R2:95.4%

・救急車お断り事例の削減への取組み
　→救命救急センター運営委員会（隔月）において
　　事例報告

・引き続き、救急車お断り事例の削減に取組む。
・ドクターカーの準夜帯運行を全日に拡大する体制を整える。

総務

5 ベッドコントロール機能の強化
90％前後で推移していたものの、R2年度は約
5ポイント減少
（H30:89.6%⇒R2:84.3%）

・術前支援室対象診療科の拡大（２診療科→６診療科）
　（R2.4月,6月,8月,10月）
・入院状況を俯瞰的に確認できるシステムの導入（R2.4月）

―

・４階産婦人科病棟の改修
・術前支援室対象診療科の拡大（６診療科→７診療科）
　（R3.7月～）
・入退院状況及び病床利用状況を定期的に確認する。
・入退院センターの充実による、入退院支援の推進

医情

6
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：1.6ポイント増加
（H30:75.2%⇒R2:76.8%）
2年間で逆紹介率：0.4ポイント減少
（H30:98.7%⇒R2:98.3%）

・市立病院だよりの発行（R2.5月,9月,R3.1月） ・市立病院だよりの発行（R3.5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 診療材料の調達価格の見直し 物品調達代行等業務（H31.2月～）
・医療材料物流委員会の開催（R2.7月,9月,12月,R3.3月）
・物品調達代行業者による共同購入物品の拡大

・医療材料物流委員会の開催（R3.6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 後発医薬品の採用促進
・薬剤部による取り組み
（～R2.3月末 数量ベースで88.75％）

・薬剤部による取り組み（～R3.3月末 数量ベースで92.6％）
・薬剤部による取り組み
　（～R3.6月末 数量ベースで91.3％）

・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 医事業務委託契約方法の見直し プロポーザル方式へ見直し（H29～） ・R3～6年度の受託業者を前回と同じ方式で選定（R2.12） ― ・業務委託を引き続き実施 医情

10 その他委託の見直し 駐車場警備の仕様見直し（H31～） ― ― ・他に節減が可能な委託について検討を進める。 総務

11
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 ・外来化学療法室及びＳＣＵ改修時に、照明器具のＬＥＤ化実施 ―

・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
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

・他院と合同でパス勉強会開催（R元.8月）
・パスワークショップに参加（R2.2月）
・パス適用率37.4%（R元）

・クリニカルパスチーム会議の開催（R2.5月、6月）
・クリニカルパス承認・改定部会を11回開催（R2.4月～R3.3月）
・各診療科上位５症例へのパス適用・未適用のリスト配布（R3.2月）
・パス適用率35.9%

・クリニカルパス承認・改定部会を3回開催
　（R3.4月～R3.6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 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（H30.9月～）
物品調達代行等業務（H31.2月～）

― ―

・給食調理業務委託、未収金回収業務委託、物品調達代行等
　業務委託については、引き続き実施。
・他の業務についても、業務委託の可能性について検討を進め
る。

総務
医情

14 新規医療機器の導入時の費用対効果の精査 購入機器の再精査 購入機器の再精査 ・R3年度購入機器の再精査 予算編成時の精査を継続して実施 経管

15 高度がん診断装置の整備 ＭＲＩ増設（R2.2月） ・ＭＲＩ更新（R3.1月） ・ダヴィンチの増設(R3.5) ・画像診断装置の増設を含めたがん診療の充実を図る。 経管

16 地域医療支援病院の承認 地域医療支援病院（H30.3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
ＤＰＣ特定病院群（旧ＤＰＣ病院Ⅱ群）
の指定

ＤＰＣ特定病院群指定（H30.4月） ＤＰＣ特定病院群再指定（R2.4月）
・ＤＰＣ特定病院群の指定に向けた指標のモニタリング
　（診療密度・効率性指数・複雑性指標群）

・引き続き診療密度向上の取り組みを実施。
・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 特定入院料対象病床の増床
医療需要調査を実施し、将来的な医療需要等
を調査（R元）

・SCU（脳卒中集中治療室）及び外来化学療法室の
　増床を実施。
　（SCU:3→6、外来化学療法室:15→22）
　⇒R2.10月供用開始

― ― 総務

19
　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。

看護職員等の増員

ドクタークラークの待遇改善による増員を行
い、医師事務作業補助体制加算を向上（20対
1→15対1、R2.1月届出、2月取得）

・「小児心臓外科部門」を心臓血管外科内に、「脊椎領域」を整形外
科内に新設。また、この他、診療センター内に「がん治療支援セン
ター」を設置し、診療情報管理センター内に「診療情報管理室」及び
「ドクタークラーク管理室」を設置。（R2.4月）
・定数増（R2.4月）
　看護職員（＋3人）、薬剤師（＋2人）、臨床検査技師
（＋2）、臨床工学技士（＋2人）
・定数増（R2.10月）
　看護職員（+10人）、理学療法士（+1人）

・看護師特定行為研修センターの設置（R3.4月）
・定数増（R3.4月）
　薬剤師（+1人）、放射線技師（+1人）、
　臨床検査技師(+1人）、臨床工学技士（+2人）、
　医療ソーシャルワーカー（+6人）

・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。
・診療分野の機能強化
・機構改革の推進

総務

20

　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。

医事・経営等の研修会への積極的な参加
・診療情報管理士資格を有する会計年度任用職員の採用
　（R2.6月）

・定数増（R3.4月）
　経営戦略機能の強化等（+3人）

・専門的資格を有する事務職員の採用や育成は、必要に
　応じ、関係部局と連携を図りながら対応していく。

総務
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　組織・定数管理

取り組み
R2年度までの成果

ｱ)診療単価の向上

ｲ)病床利用率の向上

ｱ)材料費の適正化

R3年度の取り組み

ｳ)その他費用の適正化

６－⑷
　年度別計画
（H29～R4年度）
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