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第1章 はじめに 

 

1. 中期経営計画実現への想い 

 当院は、昭和 63 年 5 月に開院され、以来、西三河南部西医療圏(※1)の中核病

院の一つとして救急医療、周産期医療(※2)、小児医療などのいわゆる不採算部門

を含めて急性期医療を提供し、その役割を果たしてきました。これまでの医療

改革の大波を乗り越えられたのは、職員の努力とともに地域住民の方々の支持

があったからこそであります。 

 さて、西三河南部西医療圏には、救命救急センターや周産期医療を担う安城

更正病院と刈谷豊田総合病院があり、西尾市民病院、八千代病院と当院は一般

急性期医療を担っています。産業医大松田教授によるこの医療圏のＤＰＣ(※3)デ

ータの検討によりますと、この地域で発生した疾病は、どの診断群分類の疾病

についてもほとんど 90％以上がこの医療圏の中で治療されていました。これら

の 5 病院を中心に医師会、介護療養施設などが連携することで、この地域に適

切に医療が提供されており、これらのどの病院も欠けることは考えられません。

当院にも継続して医療を提供することが求められています。 

 平成 19 年に総務省から公立病院改革プラン策定の方針が打ち出され、当院に

おいても「碧南市民病院改革プラン」を策定しました。このプランは職員が知

恵を出し合って作ったものであります。これにより支出の削減などには一定の

効果があったものの、残念ながら十分な医師の確保ができなかったことなどに

より、目標は達成できていません。 

 団塊の世代が全て 75 歳以上となる 2025 年（平成 37 年）に向けて、国は強力

に社会保障制度改革を推し進めようとしています。そして、地域包括ケアシス

テムというネットワークを構築して、「病院・施設から地域・在宅へ」の方針が

打ち出されています。当院がこの大きな変革の波を乗り越えて、市民に継続的

に医療を提供するためには病院経営の安定化が欠かせません。そんな状況の中、

この中期経営計画により、大きな変革の時代を乗り越える道筋を示します。 

 しかしながら、舵を切っただけでは船は進みません。現場の職員が、「この病

院で働いて良かった」と満足して働くことができる環境を作るのも重要な課題

であります。職員の満足度が向上すれば、結果的に患者さんにも「この病院に

来て良かった」と評価していただけるものと思います。このことをしっかり胸

に刻み、全職員が一丸となってこの計画を進めていきます。 

 

                 碧南市民病院 病院長 梶 田 正 文 
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2． 当院の概要 

（１） 病院の基本理念 

 

当院は、「温かな心のこもった医療」の提供を病院の基本理念として掲げます。 

病院は地域における中核病院として必要な医療機器を設置するとともに、職

員一同日々進歩する医療に対して自己研鑽（さん）を行い、市民生活にとって

大切な救急医療を重視し、チーム医療による高度医療を行うとともに、リハビ

リテーション医療にも力を注ぎ、患者中心のより質の高い医療の提供に努めま

す。併せて、地域医療機関との病診連携を密にし、地域住民から「愛され、選

ばれうる病院」を目指します。 

  

 （２） 病院の基本方針 

基本理念『温かな、心のこもった医療の提供』のもとに、地域に信頼され

選ばれる病院、職員が誇りを持って働ける病院を目指して基本方針を定めま

す。 

１１１１....医の倫理にもとづいて、すべての人に平等に人格、権利を尊重して、心医の倫理にもとづいて、すべての人に平等に人格、権利を尊重して、心医の倫理にもとづいて、すべての人に平等に人格、権利を尊重して、心医の倫理にもとづいて、すべての人に平等に人格、権利を尊重して、心

のこもった医療を行います。のこもった医療を行います。のこもった医療を行います。のこもった医療を行います。    

職員は誠実な人柄と品位を持ち、日々その維持、向上に努めます。 

２２２２....質の高い医療を提供します。質の高い医療を提供します。質の高い医療を提供します。質の高い医療を提供します。    

新しい医学、医療技術の研鑽（さん）を行い、高度な医療の提供に努め

ます。 

わかりやすい言葉による説明と同意のもとに適切な医療を行います。 

医療情報を提供し適切な医療が選択できるよう支援します。 

チーム医療により最良の医療を行うよう努めます。 

３３３３....安心安心安心安心の医療、心穏やかな医療を提供します。の医療、心穏やかな医療を提供します。の医療、心穏やかな医療を提供します。の医療、心穏やかな医療を提供します。    

安全管理の充実を図り、快適な環境の整備に努めます。  

４４４４....救急医療、地域医療機関連携の推進をします。救急医療、地域医療機関連携の推進をします。救急医療、地域医療機関連携の推進をします。救急医療、地域医療機関連携の推進をします。    

救急医療、急性期医療、高度医療、地域住民健康教育など、地域におけ

る市民病院の役割を認識して責任を果たすよう努めます。 

５５５５....健全な運営、管理を行います。健全な運営、管理を行います。健全な運営、管理を行います。健全な運営、管理を行います。    

健全経営を行い、医療機器設備の効果的な活用に努めます。 
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（３） 病院の沿革・概要 

所在地

施設規模

病床数

診療科目
（１９科）

内科、メンタルクリニック、神経内科、アレルギー科、小児科、外
科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、小児外科、皮膚科、泌尿
器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、
放射線科、麻酔科、歯科口腔外科

保険医療機関、救急告示病院、労災保険指定医療機関、地方公務員
災害補償基金愛知県支部指定医療機関、結核指定医療機関、生活保
護法指定医療機関、更生医療指定医療機関、育成医療指定医療機
関、被爆者一般疾病医療機関、養育指定医療機関、特定疾患医療受
託病院、先天性血液凝固因子障害治療研究事業受託病院、小児慢性
特定疾患治療受託病院、肝疾患専門医療機関、臨床研修病院

沿革

機関指定

〒447-8502 愛知県碧南市平和町３丁目６番地 

敷地面積　５０，８００㎡
建築面積　１２，２４３㎡
延床面積　２７，３２４㎡

昭和６３年  ５月 ２３日開院（診療科１６科　病床２００床）
 平成 元年  ６月 病床２３０床（３０床増床）
      元年  ７月 病床２３５床（５床増床）
      ２年  ５月 病床２４７床（１２床増床）
      ２年  ６月 病床２８２床（３５床増床）
      ３年  ５月 病床３１２床（３０床増床）
      ４年  ５月 病床３３０床（１８床増床）
      ９年  ４月 歯科口腔外科開設（診療科１７科）
      ９年１０月 アレルギー科、呼吸器外科開設（診療科１９科）
    １０年  ６月 日本医療機能評価機構認定Ver.2.0
    １４年  ３月 トータルオーダリングシステム稼動
    １４年  ８月 新救急外来室オープン
    １５年  ３月 自動支払機等案内表示システム稼動
    １５年  ６月 日本医療機能評価機構認定Ver.4.0更新
    １５年１０月 臨床研修病院に指定
　　１７年　４月 地域連携室設置
    １７年１１月 歯科医師臨床研修病院に指定
    ２０年  １月 産婦人科病棟改修　病床３２０床（１０床減床）
    ２０年  ２月 禁煙外来開始
    ２０年  ３月 外来化学療法開始
    ２０年  ６月 日本医療機能評価機構認定Ver.5.0更新
　　２０年１０月 碧南市民病院改革プラン策定
　　２１年　２月 電子カルテ導入
　　２１年　２月 院外処方本格実施
    ２２年  ２月 碧南市民病院改革プラン改定
    ２２年  ４月 医療安全管理室設置
    ２３年  ４月 ＤＰＣ/ＰＤＰＳ対象病院
　　２４年　２月 碧南市民病院改革プラン改定（第２版）
    ２５年  ６月 日本医療機能評価機構認定Ver.6.0更新

３２０床（一般）
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第2章 計画策定の趣旨 

 

1. 計画の目的 

本計画では、当院を取り巻く経営環境を踏まえた上で、適切な診療体制の整

備や安定した経営基盤の確立を図ることで、碧南市を中心とした地域住民から

「愛され、選ばれうる病院」になる上での課題及び対策を示すことを目的とし

ています。 

 

2. 計画の期間 

本計画は、平成 27 年 4 月から平成 32 年 3 月の 5ヵ年計画とします。 

 

3. 年度別テーマの設定 

 中期的な計画期間として設定した 5ヵ年において、中期経営計画の基本方針

について職員への浸透と具体的な実行を効果につなげていくには段階的にテー

マを設定する必要があります。年度ごとにテーマを設定することで定期的に目

標を管理し、病院を取り巻く経営環境の変化等に応じ、新たな取組み項目の追

加や目標の見直しを適宜行うなど、実態に即し、柔軟な対応を行います。 
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第3章 当院を取り巻く状況 

 

1. 当院を取り巻く外部環境 

（１）  医療政策動向 

① 2025 年の医療・介護の姿に向けた医療環境の変化 

「少子高齢化の進展」またそれに付随する「社会保障費の増加」が見通

される中で、国は高齢社会における社会保障制度の持続性を確保するため、

平成 23 年度に、社会保障・税一体改革大綱の中で、「2025 年の医療・介護

の姿」を提示しました。「2025 年の医療・介護の姿」では、高齢者人口が

増加することにより増加する入院患者に対して、病院・病床の役割分担や

医療機関、介護事業所間との連携を通じて、より効果的・効率的な医療・

介護サービス提供体制を再構築し対応することが示されています。 

その後、国は「2025 年の医療・介護の姿」に向けて、保健医療計画(※4)

や、診療報酬(※5)改定、病床機能報告制度(※6)を活用し、取り組みを進めて

います。 

 

出典：厚生労働省保険局医療課「平成２６年度診療報酬改定の概要」（平成 26 年 3月 5日） 
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平成 26 年度診療報酬改定においても、「2025 年の医療・介護の姿」に向

け急性期を担う一般病棟入院基本料７対１(※7)を算定する病床の縮小及び

在院日数の短縮、回復期（急性期を脱した患者の受け皿となる機能）を担

う病床の整備、在宅医療の推進等を進めています。 

全ての入院機能を急性期として提供している当院においても、「2025 年

の医療・介護の姿」へ向けた医療政策動向は、在院日数の短縮や病床稼働

率等、経営の面で影響を受けており、医療政策及び地域の状況を踏まえた

上で適切な医療を提供する必要があると考えます。 

 

（２）  西三河南部西医療圏の状況 

① 高齢者人口の増加 

当院が所在する西三河南部西医療圏においても、少子高齢化から生じる

年齢構成の変化により、実患者数が増加する見込みです。 

 

           西三河南部西医療圏における将来人口推計西三河南部西医療圏における将来人口推計西三河南部西医療圏における将来人口推計西三河南部西医療圏における将来人口推計      （単位：人） 

  2010 年 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 

年少人口（0～14 歳） 105,820 102,587 97,186 91,033 85,421 82,765 

生産年齢人口（15～64歳） 447,717 438,212 434,428 433,114 425,017 408,232 

高齢者人口（65 歳以上） 120,676 143,739 156,035 161,553 169,910 180,982 

後期高齢者人口（再掲） 54,878 65,384 77,161 92,781 98,778 99,375 

総人口 674,213 684,538 687,649 685,700 680,348 671,979 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25 年 3月推計）」 

（平成 25 年 3月 27 日） 

 

増加する患者数に対して西三河南部西医療圏は、既に機能分化が推進さ

れています。急性期及び二次救急(※8)を担う当院としては、高度急性期及び

三次救急(※9)を担う医療機関及び介護事業所と連携を図りながら、碧南市を

中心とした救急を始めとした医療提供を維持します。 
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（３）  保健医療計画に定められた当院の役割 

平成 26 年 3 月に西三河南部西医療圏に対する計画が公示されました。こ

の計画における当院の位置付けは、次の表のとおりとなります。なお、当

期間内に愛知県又は当該医療圏における保健医療計画等が見直された際、

当院の役割に関しても見直される可能性がありますが、柔軟に対応してま

いります。 

 

西三河南部西医療圏保健医療計画における西三河南部西医療圏保健医療計画における西三河南部西医療圏保健医療計画における西三河南部西医療圏保健医療計画における当院当院当院当院の位置付の位置付の位置付の位置付けけけけ    

区分 保健医療計画における位置付け 

がん対策 専門的医療を提供する病院（胃・大腸・乳腺・肺・肝臓） 

脳卒中対策 

神経内科、脳神経外科標榜 

愛知県医師会「脳卒中救急医療システム」指定医療機関 

脳血管領域における治療病院 

脳血管疾患等リハビリテーション料を算定している病院 

急性心筋梗塞対策 循環器系領域における治療病院 

救急医療 病院群輪番制参加病院 

周産期医療 分娩を実施している医療機関 

歯科保健医療対策 歯科保健医療対策 

   出典：愛知県「西三河南部西医療圏保健医療計画」（平成 26 年 3月） 
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2. 当院の内部環境 

（１）  経営状況 

① 病院事業損失及び経常損失の拡大 

病院事業損失及び経常損失は、平成 23 年度以降増加しています。特に病

院事業損失は平成 23 年度と平成 25 年度では、2 億 7 千万円程増加してお

り経営基盤の安定化を図る必要があります。 

 

                                            病院事業損失病院事業損失病院事業損失病院事業損失及び及び及び及び経常損失の推移経常損失の推移経常損失の推移経常損失の推移  （単位：百万円） 

 

 

                                            医業収益医業収益医業収益医業収益及び及び及び及び医業費用の推移医業費用の推移医業費用の推移医業費用の推移  （単位：百万円） 

 

 

病院事業損失が増加している要因は、医業収益の変動に対して医業費用

の増加幅が大きいためです。 

 

 

 

 



9 

 

（２）  診療機能 

① 稼働率の低下 

平成 23 年度より病床利用率が年々低下しており、平成 23 年度と平成 25

年度では 2.4 ポイント低下しています。 

 

病床利用率病床利用率病床利用率病床利用率及び及び及び及び入院診療単価の推移入院診療単価の推移入院診療単価の推移入院診療単価の推移 

 

 

② 医師不足 

深刻な医師不足が問題になっています。当院は市立病院として地域住民

に対し総合的な医療を提供する体制を整えているものの、各診療科の担当

医師が１名または２名の診療科が多く、夜間救急、急性期医療、外来業務

の提供による医師への負担が多く、一部入院患者の制限など問題が生じて

います。 

 

③ 回復期に該当する患者の入院 

当院は同規模同機能の病院と比較して、入院診療単価が低い傾向にあり

ます。治療行為が一定終了し、在宅復帰支援(※10)を受けている回復期に該

当する患者が一部一般病棟へ入院していると考えられます。 

 

（３）  組織分析 

① 職員満足度の低下 

職員満足度調査を実施した結果、当院職員は業務における意欲度は高い

ものの、職務満足度が低い職員奮闘型組織であることが示されました。職

場を活性化させ、職員の満足度を高めながら、職員一人一人の目標意識を
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向上させる取組みが必要になります。 

当院における満足度を高めるために重要なことは、職員が仕事を通じて

達成感が得られる仕組みづくりであり、そのためには現場職員と経営層と

のコミュニケーション不足の解消、病院方針の浸透が重要になります。 
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（参考）（参考）（参考）（参考）    決算概況決算概況決算概況決算概況（平成（平成（平成（平成 23232323 年度～年度～年度～年度～25252525 年度）年度）年度）年度）    

  平成 23 年度 平成24年度 平成25年度 

 医業収益（百万円） 6,394 6,603 6,564 

  うち入院（百万円） 4,257 4,218 4,248 

   病床利用率（％） 

   診療単価（円） 

   平均在院日数（日） 

75.3 

48,385 

12.6 

74.0 

48,833 

12.3 

72.9 

49,860 

12.1 

  うち外来（百万円） 1,956 1,980 2,025 

   患者数（人） 

   診療単価（円） 

190,238 

10,280 

194,225 

10,195 

192,846 

10,503 

    うち一般会計負担金（百万円） 3 233 116 

 医業外収益（百万円） 969 719 863 

  うち一般会計負担金（百万円） 888 653 798 

 特別利益（百万円） 0 0 3 

 

 医業費用（百万円） 7,195 7,340 7,635 

  うち減価償却費＋資産減耗費（百万円） 718 704 951 

 医業外費用（百万円） 322 336 295 

 特別損失（百万円） 39 24 15 

 

病院事業損失（百万円） 801 737 1,071 

経常損失（百万円） 154 354 504 

当年度純損失（百万円） 193 378 516 
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3. 総括（当院の経営課題） 

「外部環境分析」「内部環境分析」を踏まえると、当院の課題は大きく「職員

の視点」「地域の視点」「経営の視点」の３つに分類されます。 

「職員の視点」では、職員一人一人の「職員満足度」を高め、活性型組織に向

け、目標意識の向上と組織の柔軟化を目指します。 

「地域の視点」では、「高齢者人口の増加」「2025 年の医療・介護の姿への医療

環境の変化」「医師不足」と病院を取り巻く環境が変化している中で、市民に求

められる病院機能を判断し、当院の医療資源を最大活用されることを目指しま

す。 

「経営の視点」では、「稼働率の低下」「回復期に該当する患者の入院」など、

現状の医療体制を維持する費用と収益のバランスがとれておらず「病院事業損

失及び経常損失の拡大」が引き起こされています。事業構造を見直し、安定し

た経営基盤の確立を目指します。次項以降では、経営課題を踏まえて 3 つに分

類された視点に分けて、当院が行うべき取組みについて整理をしています。 

 

現状と目指すべき方向性の整理現状と目指すべき方向性の整理現状と目指すべき方向性の整理現状と目指すべき方向性の整理    
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第4章 中期経営計画の基本方針 

 

1. 中期経営計画の基本方針 

 

基本方針Ⅰ 活性型組織に向けた目標意識の向上と組織の柔軟化 

基本方針Ⅱ 地域住民及び医療機関から求められる医療の提供 

基本方針Ⅲ 将来にわたり安定した経営基盤の確立 

 

当院を取り巻く経営環境の調査・分析結果及び当院が果たすべき役割を踏ま

え、病院経営に欠かすことができない、「職員の視点」、「地域の視点」及び「経

営の視点」の３つの視点に重点を置いて設定しています。 

 

 

 

 

 

※職員奮闘型組織…職員は努力していると感じているが、満足感は得られていない組織 

※活性型組織………意欲、満足ともに高く、理想的な組織 

 

 

 

 

 

※病床利用率………病床が、どれくらいの割合で利用されているかを見る指標 

 

 

 

 

 

※経常収支比率＝（医業収益＋医業外収益）÷（医業費用＋医業外費用）×100 

 

基本方針Ⅲ 将来にわたり安定した経営基盤の確立(経営の視点) 

経常収支の改善を目指し、経常収支比率をモニタリング管理する  

（H27）94.8% ⇒ （H29）96.1% ⇒ （H31）98.4% 

基本方針Ⅱ 地域住民及び医療機関から求められる医療の提供(地域の視点) 

入院患者数、病床利用率をモニタリング管理する 

（H27）79.8% ⇒ （H29）82.3% ⇒ （H31）83.3% 

基本方針Ⅰ 活性型組織に向けた目標意識の向上と組織の柔軟化(職員の視点) 

職員アンケート結果からモニタリング管理する 

（H27）職員奮闘型組織 ⇒（H29）職員奮闘型組織 ⇒（H31）活性型組織  
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第5章 基本方針に基づく重点施策等 

 

1.基本方針Ⅰ 活性型組織に向けた目標意識の向上と組織の柔軟化 

（１）  基本方針Ⅰ達成に向けた重点施策とアクションプラン 

 

 重点施策１ 縦のコミュニケーションの円滑化  

各部門別に目標を設定し、各部門スタッフと経営幹部及び経営管理職との

情報連携を図ることで、地域医療ニーズの変化に対して迅速に対応していき

ます。 

No. アクションプラン 目的・効果

1

経営幹部及び経営
管理職との情報連
携システムの構築

経営幹部及び経営管理職
は各部門の会議及び委員
会に積極的に参加し、情
報収集ができる仕組みを
構築し、現状把握、迅速
な経営判断が行えるよう
取り組む。

平成27年度～ 【新規】

2

部門別目標管理制
度の構築

各部門に目標管理制度を
導入することで経営管理
体制を強化するととも
に、職員一人一人の目標
意識の向上と組織の柔軟
化を図る。

平成27年度～ 【新規】

実施年度
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 重点施策２ 横のコミュニケーションの円滑化  

複数部門にまたがる経営課題に対して、全体の最適化を図るために、部門

間の情報連携の仕組みを構築します。 

No. アクションプラン 目的・効果

3

多職種から構成され
る経営改善プロジェ
クトチームの組成を
検討

複数部門にまたがる経営
課題に対して、プロジェ
クトチームを組成し改善
を図るとともに、部門間
における連携の活性化を
図る。

平成27年度～ 【新規】

4

経営改善に関する諸
課題等を全職員が共
通認識するための情
報発信

病院の現状を認識するこ
とにより、個々の職員に
経営意識を持たせ、職員
の意識改革を行う。

平成21年度～ 【継続】

実施年度

 

 

 重点施策３ 職員意欲の向上  

日常的に職員の職務行動を評価し、定期的に面談を実施することで、職員

のやりがいを引き出す組織風土の醸成を図り、職員の意欲・能力と組織力の

向上を目指すとともに、教育や研修の機会を提供することで、医師等専門職

員の資質向上に努めます。 

No. アクションプラン 目的・効果

5

人事評価制度の導
入

各職員の目標管理制度に
よる達成度、組織への貢
献度から職務行動に対し
て適正な評価を行い、職
員の意欲を高揚させ組織
力の向上につなげる。

平成27年度～ 【新規】

6

各部署の改善結果
の定期的な報告

改善事項の成果を公表す
ることにより、職員のモ
チベーションの向上を図
る。

平成24年度～ 【継続】

7

教育・研修機会の
充実

医師等職員に学会、研修
会等に積極的に参加さ
せ、目標意識を高め、資
質の向上を図る。

平成27年度～ 【新規】

実施年度
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2.基本方針Ⅱ  地域住民及び医療機関から求められる医療の提供 

（１）  基本方針Ⅱ達成に向けた重点施策と具体策 

 

 重点施策１ 地域からの多様なニーズへの対応  

最適な環境で医療を受けたいという患者のニーズの高まりに対応するため、

今後も患者のニーズ及び社会的なニーズに迅速に対応する努力を続けます。 

No. アクションプラン 目的・効果

8

患者の満足度向上 地域の皆様に親しまれ、
信用される病院を目指
す。

平成21年度～ 【継続】

9

退院調整、退院支
援機能の充実

入院患者に対して積極的
にリハビリを行うなど、
退院復帰を目指す。

平成27年度～ 【新規】

10

在宅事業(訪問看護
ステーション)計画
の推進

地域への在宅医療を提供
すべく、訪問看護ステー
ションの開設に向け運営
体制を構築する。

平成27年度～ 【新規】

11

医療施設の改修計
画の策定及び着手

地域の医療ニーズに適し
た医療施設へ改修する計
画を策定し、着手する。

平成27年度～ 【新規】

実施年度
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 重点施策２ 医師の確保対策及び医師の負担軽減策  

現在不足している診療科の医師を確保するため、大学病院の医局への派遣

依頼を継続するとともに、研修医を確保及び育成し、研修終了後に当院の医

師として確保するために、研修医の処遇の改善及び教育プログラムの充実に

努めます。また医師の業務負担軽減を図り、医療提供に集中できる環境作り

に努めます。 

No. アクションプラン 目的・効果

12

医師事務作業(※11)

の負担軽減の推進
医師事務作業補助者の適
正な配置を始め医師事務
作業の軽減を図り、患者
の治療に専念することで
患者満足度を高め、安
心・安全な医療を提供す
る。

平成20年度～ 【継続】

13

逆紹介(※12)の推進 軽度外来患者、退院患者
を地域医療機関に逆紹介
することで、医師の負担
軽減を図るとともに、当
院が診るべき重症者の受
入れ強化を図る。

平成27年度～ 【新規】

14

各科部長以上の医
師の積極的な大学
医局への働きかけ

地域において良質で安全
な医療を確保するため
に、必要な医師確保に努
める。

平成21年度～ 【継続】

15

研修医の研修環境
の整備及び指導内
容の充実による研
修医の育成

医学生から選ばれうる臨
床研修病院として、毎年
の採用者数５名以上を目
標とする。各診療科にお
いて後期研修医を育成す
る環境を整備することに
より研修医を育成し、不
足する診療科の医師の確
保に取り組む。

平成21年度～ 【継続】

実施年度
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 重点施策３ 看護師の確保対策  

看護基準の取得について、急性期機能を重視することにより患者の重症度

が増すこと、質の高い看護ニーズが求められていること、医療の安全を最優

先に治療又は看護を行うことから、看護必要度に見合った看護師の配置を行

います。７対１入院基本料の算定を継続するため、近隣の高等学校又は看護

専門学校への看護師修学制度の周知、夏季における職務実地研修の実施、看

護師育成プログラムの充実、院内保育所の運営等を通じて、看護師を始め医

療職員の働きやすい環境の整備に努めます。 

No. アクションプラン 目的・効果

16

近隣の看護師養成
施設との連携強化

連携強化により、看護師
採用者数の安定的な確保
を図る。

平成21年度～ 【継続】

17

看護師の魅力のＰ
Ｒの強化

看護師不足への対応とし
て看護に触れる機会を増
やし、看護師を希望する
学生の増加を図る。

平成24年度～ 【継続】

18

中途採用者及び潜
在看護師の確保及
び支援

看護師不足への対策とし
て、中途採用者・潜在看
護師を確保し、中途採用
者のキャリアを活用でき
るよう支援する。

平成24年度～ 【継続】

19

より良いワークラ
イフバランスの実
行

看護師それぞれのライフ
ステージに合わせた働き
やすい職場環境を整備す
る。

平成24年度～ 【継続】

実施年度
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 重点施策４ 専門職スタッフの確保対策  

病棟機能一部変更に伴い、専門職スタッフ（リハビリ関係技師、診療情報

管理士など）が必要となる事から、適正な時期に適正な人員を採用するため

の体制構築と職員の働きやすい環境の整備に努めます。 

No. アクションプラン 目的・効果

20

専門職スタッフの
採用

病棟機能一部変更に必要
な専門職スタッフ人員の
採用を積極的に行い、医
療サービス提供の充実を
図る。

平成27年度～ 【新規】

21

スタッフの職場環
境魅力度の向上

専門職スタッフが継続的
に能力を発揮できる職場
環境を整備し、医療サー
ビスの向上につなげる。

平成27年度～ 【新規】

実施年度
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 重点施策５ 医療の質の向上  

経営基盤の確立を支援するため、電子カルテ、経営支援システム等のデー

タを基に分析を行い、医療の質の向上につなげていきます。 

No. アクションプラン 目的・効果

22

ＤＰＣデータを活
用し、具体的な改
善策の協議及び検
討

病名に対する適正な治療
を行うことによって、診
療に係る経費を縮減し、
収入増を図る。

平成21年度～ 【継続】

23

自律した看護の実
践による看護の質
の向上

人材育成、専門性を高め
る教育の見直しを行うと
ともに、目的を持って生
き生きと働ける教育を行
うことで看護の質の向
上、地域に求められる看
護の実践ができるように
取り組む。

平成24年度～ 【継続】

24

疾病に応じた最適
在院日数の調整

在院日数と患者の疾病に
応じた最も適切な医療を
提供する。

平成24年度～ 【継続】

25

医療情報システム
の効率的な活用の
推進

医療情報システムをより
使い易くするため、定期
的にシステム更新を実施
する。

平成21年度～ 【継続】

実施年度
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 重点施策６ 地域連携  

当院が地域に求められる機能を十分発揮するために、当院が位置する西三

河南部西医療圏を始めとして、隣接する医療圏の医療機関への周知を図ると

ともに、地域における医療機能の分担を図ります。 

No. アクションプラン 目的・効果

26

救急患者を断らな
い体制作りと救急
隊との連携

救急患者を断らない体制
を作り、救急隊との連携
を強化することにより、
救急搬送患者受入増を図
り、入院件数の増加及び
収入増につなげる。

平成21年度～ 【継続】

27
医師会合同症例検
討会の充実

地域全体の医療水準の向
上に努める。 平成21年度～ 【継続】

28

高度急性期病院と
の連携強化

地域の高度急性期病院と
の連携を強化し、高度急
性期より回復した患者を
受け入れる事により、入
院件数の増加及び収入増
につなげる。

平成27年度～ 【新規】

29

病診連携の強化 地域の診療所の紹介患者
を積極的に受け入れると
ともに、軽度外来患者、
退院患者を逆紹介するこ
とで、地域医療の円滑化
を図る。

平成27年度～ 【新規】

30

健診センターとの
連携強化

健診センターからの2次
検診依頼を積極的に受け
入れ、検査数増加につな
げる。

平成27年度～ 【新規】

31

積極的な広報活動
の充実

市民病院のイメージ刷新
を図り、積極的に地域、
医療機関に情報を発信
し、患者数の増加につな
げ、必要な研修医や看護
師の確保を目指す。

平成21年度～ 【継続】

実施年度
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 重点施策７ 医療安全性の確保  

患者中心の安心の医療、心穏やかな医療を提供するため安全管理の充実を

図り、快適な環境の整備に努めます。 

No. アクションプラン 目的・効果

32

事故報告体制の構
築と安全性の向上

レポートの統計分析、対
策検討を行い、院内周知
を図る。

平成21年度～ 【継続】

33

医療機器の操作ミ
ス防止

医療機器を安全に使用
し、医療事故防止に努め
る。

平成21年度～ 【継続】

実施年度

 

 

 

3.基本方針Ⅲ 将来にわたり安定した経営基盤の確立 

（１）  基本方針Ⅲ達成に向けた重点施策と具体策 

 

 重点施策 1 病床の適正利用  

病床利用率は、通常80パーセント強の水準を維持することが期待されてい

ることから、今後も、地域連携の強化及び効率的な病床管理に努め、病床利

用率の向上に努めます。 

No. アクションプラン 目的・効果

34

病床管理機能の強
化

病床の管理及び運営を検
討する分科会を継続。効
率的な病床利用を図るこ
とにより安定した病床利
用を維持し、医師及び看
護師等の負担軽減を図り
安心・安全な医療を提供
する。

平成21年度～ 【継続】

35

病棟機能の見直し 病棟機能を見直し、1病
棟へ地域包括ケア病棟(※

13)の導入を図ることによ
り、病床利用率の向上に
つなげ、地域の医療ニー
ズに対応する。

平成27年度～ 【新規】

実施年度
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 重点施策２  適正な診療報酬の請求  

院内チェック体制の確立、診療報酬明細書点検システムの活用等により、

診療報酬の請求漏れ防止を図ります。なお、診療報酬の改定に伴い、算定可

能な診療報酬上の加算等については迅速に対応します。 

No. アクションプラン 目的・効果

36

診療報酬明細書の
点検作業の効率化
及び請求内容の精
度の向上

請求漏れ及び減点を減ら
し、収入増加を図る。

平成20年度～ 【継続】

37

施設基準の検討及
び診療報酬の積極
的な算定

施設基準の検討を行い、
診療報酬の算定にあたっ
ては、院内の連携を強化
する中で積極的な算定に
努め収入増を図る。また
出来高算定項目について
も、積極的な算定に努め
る。

平成21年度～ 【継続】

38

未収金防止対策を
組織で実施

未収金発生防止及び回収
対策を実施することによ
り、安定した医業収入の
確保を図る。

平成20年度～ 【継続】

実施年度
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 重点施策３ 職種別生産性の向上  

職員別生産性向上策として算定件数に目標値を掲げ、算定強化を推進する

とともに、診療報酬の取得を検討し、適切な患者サービス提供を行います。 

No. アクションプラン 目的・効果

39

疾患別リハビリ
テーション料の算
定件数の向上

リハビリテーションを充
実させることにより、患
者サービスの向上を図る
とともに、医業収益の増
加を目指す。

平成24年度～ 【継続】

40

栄養食事指導等指
導料の算定件数の
向上

指導件数を増やすことに
より、収入増を図る。 平成21年度～ 【継続】

41

高度医療機器の利
用促進

地域の医療機関相互の密
接な連携と機能分担の促
進、医療資源の効率的活
用に努め、地域の医療水
準の向上を図る。

平成21年度～ 【継続】

42

病棟における薬剤
管理指導業務の拡
大及び指導料件数
向上

病棟に薬剤師を配置する
ことにより、服薬指導等
の質の向上及び件数の増
加を図ることで安心・安
全な医療を提供する。

平成20年度～ 【継続】

実施年度

 

 

 重点施策４ 委託費の適正化   

業務の定期的な見直しにより一層の業務の効率化に努め、委託費の削減に

継続的に取り組みます。 

No. アクションプラン 目的・効果

43

委託契約の仕様の
見直し

現行の委託契約の仕様内
容を見直すことにより、
委託費の削減を図る。

平成21年度～ 【継続】

実施年度
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 重点施策５ 薬品費・診療材料費の適正化   

医薬品の購入価格交渉、入札及び契約方法の見直し、薬品数の絞り込み、

新規採用薬品のチェックの強化、薬品の購入、使用、在庫及び管理方法の再

点検、後発医薬品の積極的活用等を行い、薬品費の削減を図ります。 

No. アクションプラン 目的・効果

44

物流システムによ
る購入・消費・定
数管理の推進

購入材料の種類を減少さ
せることにより、診療材
料及び医療薬品の定数管
理を随時見直し、適切な
購買管理の体制構築を目
指す。

平成20年度～ 【継続】

45

後発医薬品へ積極
的な導入

後発医薬品に切り替え
て、医薬品の適正化を図
るとともに後発医薬品の
利用向上につなげる。

平成21年度～ 【継続】

46

購入単価の適正化 他病院とのベンチマーク
を行い、購入単価の適正
化を図る。

平成24年度～ 【継続】

実施年度

 

 

 重点施策６ 医療機器の適正購入  

医療機器整備又は更新時の採用基準の明確化、購入価格の比較検討、採算

性の検討、整備後の稼動状況の確認等によりコスト削減を図ります。 

No. アクションプラン 目的・効果

47

計画的な医療機器
の更新及び医療環
境の変化に即応し
た導入

実施計画の策定に合わせ
て、中長期の医療機器更
新計画及び予算枠を定め
ておくことにより、計画
的な医療機器の購入を行
う。

平成21年度～ 【継続】

実施年度
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 重点施策７ 病院経営状況の分析  

経営分析システム、ＤＰＣ分析システム等を利用して当院の経営状況を分

析することにより、経営指標を悪化させている具体的な問題点や課題を抽出

し、その解決策を協議・検討したうえで、病院全体で経営改善に取り組みま

す。 

No. アクションプラン 目的・効果

48

経営分析システ
ム、ＤＰＣ分析シ
ステム等を利用し
た経営分析

今後の病院経営のあり方
や診療プロセスの適正化
に向けて検討等を行い、
経営状況の分析を行う。

平成24年度～ 【継続】

49

経営改善会議によ
る具体的な収支改
善策の協議及び検
討

病院の各部門長が経営改
善に向けた具体策を実行
するため、検討・協議を
行い、経営改善を図る。

平成21年度～ 【継続】

実施年度
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4. 数値目標 

（１） 財務に係る数値目標 

指標 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

アアアア    経常収支比率経常収支比率経常収支比率経常収支比率    

94.8% 94.8% 96.1% 97.2% 98.4% 

経常収支比率＝経常収益÷経常費用×100 

繰入金を含む病院事業全体の収益性を示す

指標。100 パーセント以上であれば利益を

上げている。自治体病院の場合、一般会計

からの繰入金が大きいので医業収支比率よ

り 2パーセント程度高い数値が普通とな

る。 

イイイイ    医業収支比率医業収支比率医業収支比率医業収支比率    

85.7% 86.8% 87.6% 89.0% 90.0% 

医業収支比率＝医業収益÷医業費用×100 

医業活動による収益状況を見る指標で、100

パーセント以上であれば病院事業で利益を

上げていることとなる。 

ウウウウ    経常損益経常損益経常損益経常損益    

△421 

百万円 

△436 

百万円 

△324

百万円 

△232 

百万円 

△132 

百万円 

経常損益＝（医業収益＋医業外収益） 

－（医業費用＋医業外費用） 

経常的な経営活動から生ずる経常収益と経

常費用の差額 

エエエエ    医業損益医業損益医業損益医業損益    

△1,135 

百万円 

△1,069 

百万円 

△998 

百万円 

△885 

百万円 

△795 

百万円 

医業損益 ＝ 医業収益－医業費用 

入院・外来の診療活動を中心とした病院事

業活動から生ずる診療報酬を主とした収益

から事業活動のために生ずる医師等職員の

人件費、材料費、経費などの費用を差し引

いた額 
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指標 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

オオオオ    職員給与対医業収益比率職員給与対医業収益比率職員給与対医業収益比率職員給与対医業収益比率    

59.5% 57.6% 57.2% 56.2% 55.5% 

職員給与対医業収益比率 ＝ 

職員給与費÷医業収益×100 

病院の職員数が適正かどうかを判断する指

標で、55 パーセントを基準とする。給与費

がそのままでも医業収益が落ち込めば、比

率が高くなるので、給与費と医業収益に分

けて分析することが必要となる。 

 

カカカカ    病床利用率病床利用率病床利用率病床利用率    

79.8% 81.6% 82.3% 82.8% 83.3% 

病床利用率 ＝ 延入院患者数 

÷延病床数×100 

病床が一定期間でどれくらいの割合で利用

されているかを見る指標。入院患者数の増

減が入院実患者数の増減によるのか平均在

院日数の増減によるのかを分析する。 

キキキキ    １日平均入院患者数１日平均入院患者数１日平均入院患者数１日平均入院患者数    

255 人 261 人 263 人 265 人 266 人 

毎日午前０時に在院している患者（外泊の

患者を含む。）の１日平均。 

前年度との実数及び伸び率を比較する。医

業収益の増減の要因分析を行う。また、他

の資料と総合して「なぜ患者数が増減した

のか。」の原因分析を行う。 

クククク    １日平均外来患者数１日平均外来患者数１日平均外来患者数１日平均外来患者数    

778 人 773 人 772 人 770 人 768 人 

前年度との実数及び伸び率を比較する。医

業収益の増減の要因分析を行う。また、他

の資料と総合して「なぜ患者数が増減した

のか。」の原因分析を行う。 
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指標 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

ケケケケ    １病床当たりの医業収益（１日当たり）１病床当たりの医業収益（１日当たり）１病床当たりの医業収益（１日当たり）１病床当たりの医業収益（１日当たり）    

38,767 

  円 

40,223 

  円 

40,471 

  円 

41,387 

  円 

41,541 

  円 

１病床当たりの医業収益 ＝  

入院収益÷病床数 

実際に使用している病床１床当たりの医業

収益。近隣病院、類似病院、全国平均との

収益性の比較に用いる。入院収益と外来収

益に分け、患者数、診療単価等を併せて分

析する。 

ココココ    紹介率紹介率紹介率紹介率    

43.0% 43.5% 44.0% 44.5% 45.0% 

受診患者のうち、地域の医療機関からの紹

介により受診した患者の割合で、地域の医

療機関との連携状況を示す指標 

 

 

ササササ    紹介患者数（医科＋歯科）紹介患者数（医科＋歯科）紹介患者数（医科＋歯科）紹介患者数（医科＋歯科）    

 

10,950

人 

 

11,020

人 

 

11,100

人 

 

11,170

人 

 

11,250 

人 

受診患者のうち、地域の医療機関からの紹

介により受診した患者数の合計で、地域の

医療機関との連携状況を示す指標 

 

シシシシ    材料費対医業収益比率材料費対医業収益比率材料費対医業収益比率材料費対医業収益比率    

23.1% 22.7% 22.5% 22.5% 22.4% 

材料費対医業収益比率 ＝ 材料費 

÷医業収益×100 

医業収益に対する材料費の割合を示す指

標。この割合が低いほど、少ない費用で収

益を上げていることになる。材料費は医療

材料費（薬品費を含む。）と給食材料費と

からなる。 
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指標 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

スススス    薬品費対医業収益比率薬品費対医業収益比率薬品費対医業収益比率薬品費対医業収益比率    

15.1% 14.8% 14.7% 14.8% 14.7% 

薬品費対医業収益比率 ＝  

         薬品費÷医業収益×100 

医業収益に対する薬品費の割合を示す指

標。院外処方を実施している場合は、薬品

費の低下がみられるので注意が必要。薬品

使用効率と併せて分析することが必要とな

る。 

セセセセ    診療材料費対医業収益比率診療材料費対医業収益比率診療材料費対医業収益比率診療材料費対医業収益比率    

8.0% 7.9% 7.8% 7.7% 7.7% 

診療材料費対医業収益比率 ＝  

         診療材料費÷医業収益×100 

医業収益に対する診療材料費の割合を示す

指標。 

適正在庫の把握、死蔵品の発生状況確認、

購入単価の見直しに用いる。 
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（２） 医療機能に係る数値目標 

指標 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

アアアア    入院患者数入院患者数入院患者数入院患者数        

100,548

人 

102,317

人 

103,133

人 

103,722

人 

104,292

人 

毎日午前０時に在院している患者（外泊の

患者を含む。）の合計と退院患者（死亡患

者を含む。）との延合計数 

イイイイ    １人１日当たり入院診療収入１人１日当たり入院診療収入１人１日当たり入院診療収入１人１日当たり入院診療収入    

45,033

円 

45,916

円 

45,834

円 

46,605

円 

46,523

円 

１人１日当たり入院診療収入 

      ＝入院収益÷入院患者延数 

１人の患者が入院した場合に１日当たりど

のくらいの診療費がかかったかという医業

収益の指標。入院診療単価 

ウウウウ    外来患者数外来患者数外来患者数外来患者数        

189,275

人 

187,913

人 

187,563

人 

187,282

人 

186,748

人 

外来受診患者の延べ合計数。外来を受診し

たすべての患者。（時間外の救急患者、出

産等の診療報酬の対象とならない者も含

む。）また、併科受診の場合は、それぞれ

の診療科で外来患者として扱う。 

エエエエ    １人１日当たり外来診療収入１人１日当たり外来診療収入１人１日当たり外来診療収入１人１日当たり外来診療収入    

10,616

円 

10,904

円 

10,903

円 

10,898

円 

10,897

円 

１人１日当たり外来診療収入 

      ＝外来収益÷外来患者延数 

１人の患者が外来受診した場合に１日当た

りどのくらいの診療費がかかったかという

医業収益の指標。外来診療単価。 
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指標 
平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

オオオオ    平均在院日数平均在院日数平均在院日数平均在院日数    

13.8 日 14.2日 14.3日 14.4日 14.5日 

平均在院日数＝入院患者数÷ 

 （新入院患者数＋退院患者数）×１／２ 

平均して患者がどの程度の期間入院してい

たかを見る指標 

カカカカ    新入院患者数新入院患者数新入院患者数新入院患者数    

7,050

人 

7,095

人 

7,120

人 

7,135

人 

7,160

人 

新規に入院した患者の延人数。新しい入院患

者が増えることにより検査件数も増えるこ

とから、１床当たりの収入も増えることにな

る。 

キキキキ    救急自動車搬入患者数救急自動車搬入患者数救急自動車搬入患者数救急自動車搬入患者数    

3,450

件 

3,465

件 

3,490

件 

3,520

件 

3,550

件 

救急自動車によって搬入された患者数で、紹

介率算出の際の基礎数値に算入される。 

クククク    手術件数手術件数手術件数手術件数    

2,180

件 

2,190

件 

2,200

件 

2,220

件 

2,240

件 

中央手術室における年間の手術件数。患者が

医療施設を選択する際の一つの指標となる。 
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5．収支試算                                                (単位：百万円) 

区分 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

（見込） （計画） （計画） （計画） （計画） （計画） 

病院事業収益① 7,649 7,674 7,883 7,909 8,012 8,025 

 医業収益(救急分繰入含む) 6,803 6,827 7,036 7,062 7,165 7,178 

   うち入院 4,492 4,528 4,698 4,727 4,834 4,852 

    病床利用率（％） 77.0% 79.8% 81.6% 82.3% 82.8% 83.3% 

    診療単価（円） 46,334 46,026 45,916 45,834 46,605 46,523 

   うち外来 2,020 2,010 2,049 2,045 2,041 2,035 

    患者数（人） 734 778 773 772 770 768 

    診療単価（円） 10,473 10,616 10,904 10,903 10,898 10,897 

  うち一般会計負担金 110 110 110 110 110 110 

  医業外収益 846 847 847 847 847 847 

   うち一般会計負担金 753 759 799 795 795 795 

  特別利益 0 0 0 0 0 0 

        病院事業費用② 9,762 8,099 8,329 8,243 8,254 8,167 

 医業費用 7,922 7,962 8,105 8,060 8,050 7,973 

  うち減価償却費+資産減耗費 619 684 811 811 811 811 

  医業外費用 156 133 214 173 194 184 

  特別損失 1,684 4 10 10 10 10 

        純損益①－② △2,113 △425 △446 △334 △242 △142 

       たな卸資産購入消費税等 △165 △236 △170 △200 △180 △180 

       資本的収入 1,685 1,751 851 984 704 704 

   うち出資金 200 362 394 527 247 247 

     うち企債元金償還分 200 362 394 527 247 247 

過年度分損益勘定留保資金 △450 △429 △505 △648 △480 △480 

        資本的支出 2,135 2,180 1,356 1,632 1,184 1,184 

   うち建設改良費 548 1,548 668 668 500 500 

   うち企債元金償還金 569 615 675 951 671 671 

        一般会計繰入金計 1,063 1,231 1,303 1,432 1,152 1,152 

       内部留保資金残高 2,427 2,030 1,815 1,704 1,713 1,822 

当年度未処理欠損金 7,247 7,908 8,524 9,058 9,480 9,802 
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(参考)用語解説 

 

※1 西三河南部西医療圏（p.1） 

一次医療（通院医療）から二次医療（入院医療）までを包括的、継続的に提

供し、特殊な高度医療（精神病床、結核病床、感染症病床及び三次医療の病床）

を除き、一般及び療養の病院病床（診療所の療養病床を含む。）の整備を図る

ための地域単位として市町村を超えて設定された区域。碧南市民病院のある碧

南市は刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市で構成された西三河南部西医

療圏に属している。 

 

※2 周産期医療（p.1） 

周産期とは、妊娠後期から新生児早期まで（一般には妊娠満２２週から出産

後７日まで）のお産にまつわる時期を一括した概念で、この時期に母体、胎児、

新生児を総合的に管理して母と子の健康を守るのが周産期医療である。 

 

※3 ＤＰＣ
ディーピーシー

（p.1） 

入院患者の病名、症状、治療行為をもとに厚生労働省が定めたＤＰＣ（診断

群分類）ごとに、1日当たりの定額の点数からなる包括評価部分（入院基本料、

投薬、注射、検査、画像診断等）と、従来の出来高評価部分（手術、麻酔、リ

ハビリ等）を合わせて入院費を計算する方式をいう。この際の病名選定をコー

ディングという。 

ＤＰＣ制度（ＤＰＣ／ＰＤＰＳ）は、閣議決定に基づき平成 15 年に導入さ

れた、急性期入院医療を対象とした診療報酬の包括評価制度である。 

「ＤＰＣ」という呼称については、①診断群分類に基づく 1日当たりの定額

報酬算定制度を意味する場合と、②患者分類としての診断群分類を意味する場

合とが混在し、両者の使い分けを明確にするべきという指摘があった。 

本来ＤＰＣ（Diagnosis Procedure Combination）は②の意味で作られた略

称であり、支払制度の意味は含まれない。このため、支払制度としてのＤＰＣ

制度の略称についてはＤＰＣ／ＰＤＰＳ（Diagnosis Procedure Combination / 

Per-Diem PaymentSystem）とすることで平成 22 年 12 月 16 日の中央社会保険

医療協議会ＤＰＣ評価分科会において整理された。 
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※4 保健医療計画（p.5） 

都道府県知事が保健医療環境の変化に対応すべく、医療を提供する体制の確

保等に関して計画したもの。5年ごとに見直される。 

 

※5 診療報酬（p.5） 

保険診療の際に診療等の対価として計算される報酬のことをいい、国が定め

た診療報酬点数表に基づいて、1点10円で計算される。患者は、この一部を窓

口で支払い、病院や薬局等は診療報酬明細書（レセプト）を作成して、健康保

険（公的医療保険)に請求を行い、2か月後にその残額が支払われる。なお、健

康保険が適用されないお産や個室代などの料金は、患者が全額を負担する。厚

生労働省が主導となり2年に1回見直される。 

 

※6 病床機能報告制度（p.5） 

一般病床・療養病床を有する病院・診療所が、当該病床において担っている

医療機能の現状と今後の方向について、病棟単位で、「高度急性期機能」、「急

性期機能」、「回復期機能」及び「慢性期機能」の4区分から1つを選択し、そ

の他の具体的な報告事項とあわせて、全国共通サーバ等を通じて都道府県に報

告する仕組み。 

高度急性期機能・・ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診

療密度が特に高い医療を提供する機能 

急性期機能・・・・ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医

療を提供する機能 

回復期機能・・・・ 急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた医療

やリハビリテーションを提供する機能 

慢性期機能・・・・ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 

 

※7 一般病棟入院基本料 7対 1（p.6） 

主に急性期医療を担う病床。入院患者7人に対して、常時看護師1人以上を配

置した看護体制をいう。10対1看護配置よりも手厚い看護体制であり、高度医

療への対応、医療安全の確保を図ることにより、より安全で信頼できる看護の

提供が可能である。 
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※8 二次救急（p.6） 

入院を要する救急医療を担う医療機関であって、都道府県が作成する医療計

画に基づいて整備を進めるものを指す。 ただし、三次救急医療機能を除く。 

 

※9 三次救急（p.6） 

生命に危険が及ぶような重症・重篤患者に対して、救命救急センター重症患

者（集中治療室入院患者）に対する救急医療。 

 

※10 在宅復帰支援（p.9） 

在宅復帰支援とは、日常生活動作や家庭環境、介護支援等、患者の状態を把

握した上で、患者にとって最良なタイミングで退院できるように支援すること

である。 

 

※11 医師事務作業（医師事務作業補助者）（p.17） 

医師が行う事務作業であり、診断書の記載や電子カルテへの入力等がある。

医師の業務負担を大きくする要因であり、医師事務作業補助者を配置し代行業

務を行うことで医師の負担軽減を図ることが可能である。 

 

※12 逆紹介（p.17） 

当院で受療されている患者を必要性に応じて、他の医療機関へ紹介すること。 

 

※13 地域包括ケア病棟（p.22） 

急性期の治療が終了し直ぐに在宅や施設に移行するには不安のある患者、在

宅療養中に緊急入院した患者に対して、在宅復帰に向けて診療、看護、リハビ

リなどを行うことを目的とした「在宅復帰支援のための病棟」である。 

 


