
事務事業評価シート  評価年度 ２３年度 

 
事  業  名 CD 107 韮崎市立病院事業（地方公営企業） 

細分化した事業名  
事業担当課室 CD 600000 市立病院 整理ｺｰﾄﾞ  

 
〈事務事業の位置づけ〉 

 大 項 目 健康な暮らしを守る保健・医療の充実 
第 6 次長期総合計画での目的体系 中 項 目 医療体制の充実 
 小 項 目  
関連する個別計画等 韮崎市立病院経営健全化計画 根拠条例等 地方公営企業法 
関連する事業  
 
〈事務事業の概要〉 

事業の目的 

（何のためにするのか） 

・病院の設置目的である市民の健康の維持・増進に必要な医療の提供と保健福祉行政機関との連携を推進する。
・平成 20 年度に策定した経営健全化計画を基に、公立病院の責務として不採算部門の診療科を維持し、計画施
策を実施しながら、安定経営（経常収支比率 100％以上とする。）を目指す。 

事業の対象 

（誰・何を対象にする

か） 

韮崎市民及び中核病院としての峡北地域圏内の医療需要者 

これまでの改善経過 

平成 20 年度：内科医師 2 名採用・病院情報システム構築による再診、検査予約導入・会計前等の不要な待ち時

間の短縮・ 「病院経営健全化計画」の策定 新型インフルエンザ対策：個人防護服 540 着・人工呼吸器 1 台
整備 
平成 21 年度：病院情報システム拡張、採血・レントゲン・検査等の待ち時間の短縮・病棟 3･4 階一部改修に

よる患者ｻｰﾋﾞｽの向上・医師・看護師等離職防止策：土曜日休診（10 月）・救急勤務医手当創設・夜間看護手当
増額・２階病棟閉鎖等による勤務環境の改善  新型インフルエンザ対策：空気清浄機（陰圧テント付 1 台整
備） 

事業の手段 

（どんなやり方〈手法〉

で） 

〈実施・運営方法〉 ■市 ■委託 □補助金 □その他（  ）

病床数 一般病床 141 床：療養病床 34（内介護 16 床、5 月 1 日～） 外来診療日 月曜日～金曜日  

診療科 内科・外科・脳神経外科・整形外科・眼科・小児科・泌尿器科・リハビリテーション科・健康管理室
輪番制による救急医療の提供 一般病棟入院基本料の看護体制 10：1 
平成 22 年度の取り組み  

施設整備：病棟 3・4 階の全面改修（給排水設備を除く）他による療養環境・勤務環境の改善 
事務職員以外の職員用の院内情報ネットワーク構築（本庁から切り離されたため。）による IT 環境の整備等 
医療機器の整備：生体情報モニタ２式、上部消化管ビデオスコープ１台、外科用Ｘ線テレビシステム１台等 

診療報酬加算届出：肝炎インターフェロン治療計画料、医薬品安全性情報管理加算、看護必要度評価加算  

事業の成果 

（どのような状態にした

いのか） 

（どのような効果を得る

のか） 

引き続き、医師・看護師の確保が困難な現状から、最低限現状の病院機能（開設診療科）を維持しながら、ｻｰ

ﾋﾞｽの質の向上と経常収支比率 100％以上を成果目標とした。 
病院機能の維持では、医療スタッフの離職防止策を最優先の施策として取り組んだ結果、病院機能を低下させ
ること無く現状を維持したうえで、医師・看護師とも勤務環境等（過重労働等）を理由とした退職者が無く、

また、退職者の補充も出来たことはある程度の成果があったものと考える。 
経営状況としては、医業収支において黒字となり、平成 22 年度決算において、51,986 千円の純利益を計上出
来たことは、成果があったものと考える。 

 
〈投入費用及び従事職員の推移〉 

 20 年度 21 年度 22 年度

A 事業費 (千円) 1,559,983 1,600,896  1,714,084

 
 

財
源
内
訳 

 国庫支出金  

 県支出金 5,980  6,243

 市債  

 その他 1,656,957 1,594,916  1,70７,841

 一般財源  

B 担当職員数（非常勤｜職員 E） (人) 61.00 116.0

0

71.95 117.8

4

 76.60 114.3

1

C 人件費(平均人件費×E) (千円) 801,444 804,022  76８,0４９

D 総事業費(A+C) (千円) 2,361,427 2,404,918  2,482,13３

＊参考 H22〉市民１人当りの事業コスト 118,128 円 H22〉市民１人当りの行政ｻｰﾋﾞｽ費用 599,027 円

注 1〉担当職員数には、１年間に当該事業に携わった職員数（職員と非常勤嘱託職員を区分）を他事業と按分して記載してあります。 

注 2〉平均人件費は各年度決算額(職員給与費)から算出した、20 年度(6,909 千円),21 年度(6,823 千円) ,22 年度(6,719 千円)を使用しています。 

注 3〉一般財源とは使途の制限のない財源で、市税（市民税・固定資産税など）、地方交付税（市町村均衡を図るための交付金）などを言います。 



〈事業を数字で分析〉 この欄では、事業の目指すべき方向を分りやすく示すため、数値指標を設定し実績数値を記入しています 

 指標名 指標の算出方法 実   績   値

20 年度 21 年度 22 年度

 外来診療日数（日） 年間外来診療日数 293 268 243

 病床数（床） 院内病床数 200 175 １７５

活動指標 年間外来患者（人） 延患者数（4/1～3/31） 83,800 80,826 77,293

 年間入院患者（人） 延患者数（4/1～3/31） 54,978 52,579 54,167

 救急搬送患者数 救急搬送患者年間累計数 1,078 925 1,067

 1 日平均外来患者数（人） 年間外来患者数／診療日数 286 302 318

 1 日平均入院患者数（人） 年間入院患者数／診療日数 151. 144 １４８

成果指標 患者 1 人当りの外来収益

（円） 
外来収益／年間外来患者数 6,717 6,912 7,607

 患者１人当りの入院収益
（円） 

入院収益／年間入院患者数 25,503 26,390 26,860

 病床利用率（％） 年間入院患者数／年間延病床数 75.5 75.1 84.8

 医業収支比率（％） 医業収益＋介護収益／医業費用＋介
護費用 

97.85 99.22 100.6

 総診療額(千円） 入院収益+外来収益+介護収益 1,965,001 1,946,088 2,042,90７

効率指標 患者 1 人当り平均診療額

（円） 
総診療額／年間総患者数 14,159 14,589 15,540

 患者１人当り費用額（円） 医業費用＋介護費用／年間総患者数 15,312 15,840 16,778

 収入における一般財源の割
合（％） 

一般会計繰入金／収益的収入＋資本
的収入 

8.34 9.61 9.49

〈事業を自己評価〉 

妥当性 □ Ａ 妥当である ■ Ｂ ほぼ妥当である □ Ｃ 妥当でない 

（事業の手段・活動は妥当ですか） 

医師・看護師の確保が容易ではないことから、病院機能の縮小を余儀なくされている病院も
少なくないなかで、現状の病院機能の維持には、医療スタッフの勤務環境の改善による離職防
止策が最も有効な手段と考え、院内情報システムほか電算化の推進、諸手当の改善、宿直室、

ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ、休憩室等を改修し勤務環境の改善を行った。併せて患者増加策として、外来の待ち
時間の短縮や入院病棟の改修等による療養環境の改善も行った。結果として、平成 20 年度から
黒字決算であり、病院機能を維持できていることから、事業の手段としてはほぼ妥当と考える。

成 果 ■ Ａ 上がっている □ Ｂ ほぼ上がっている □ Ｃ 上がっていない 

（意図した成果が上がっていますか） 

現状の病院機能を維持すること（診療科の減少等が無かった）、医師・看護師の自己都合、定
年退職者の補充が出来たこと、経常収支比率 100％以上が達成できたことなど、今年度の目標

は概ね達成できたことから成果上がっていると考える。 
引き続き、医師・看護師は充足された状況ではないが、厳しい労働環境のなかで、勤務環境等
（過重労働）を理由とした退職者が無かったことは、離職防止対策の効果も少なからずあった

と考える。 
効率性 □ Ａ 効率的である ■ Ｂ ほぼ効率的である □ Ｃ 効率的でない 

（コストを見て効率的ですか） 

患者１人当りの平均診療額より、1 人当りの費用が上回っていることから効率性だけをとら

えるとまだ多くの課題があると考える、特に外来の新患者が減少傾向にあることは、懸念され
るところである。公立病院として採算性の低い政策医療（救急医療・小児科・感染症医療等）
を実施すること、峡北医療圏の地域性から入院患者数は伸びているが、その大半を高齢者が占

める（診療単価が低い）ことなどを踏まえると、やむを得ないものと考える。 
総合評価  □ Ａ 期待以上に達成 ■ Ｂ 期待どおりに達成 □ Ｃ 期待以下の達成 
  □ 重点化（コストを集中的に投入する） □ 手段の改善（実施主体や実施の手段を代える）

今後の事業展開  □ 効率化（結果単位あたりのコストを下げる） □ 簡素化（事業の規模や内容を縮小する） 

  □ 統廃合（他の事業と統合する、または廃止す

る） ■ 現行どおり 

改 

善 

・ 

改 

革 

案 

改善・改革の概要・方向性（いつまでに、どういう形で具体化するのか）  
(1) 中長期的 (2)24 年度 (3)23 年度 
平成 20 年度に策定した、経営健全化計画

を基に事業を推進し、 患者ｻｰﾋﾞｽの向上、
経営の健全化を図る。 
 

平成 21 年度からの実績を踏まえ、経営形

態の見直し・再編ネットワーク化につい
ての検討、意見集約を行う。 
平成 25 年度には決定する必要がある。 

引き続き現状の医療機能の維持を図りな

がら、患者ｻｰﾋﾞｽの充実と黒字化を目指
す。 
 

22 年度の改善計画 
経営戦略会議及び管理運営会議において、収益増加対策・経費節減対策等検討。経営健全化計画の推進についての点検・評価。
病棟改修による、医師・看護師の勤務・労働環境の改善及び療養環境の整備。 
22 年度の改善結果
収益増加対策・経費節減対策等検討。 病院経営健全化計画の点検・評価（震災のため第 2 回会議延期、公表未定）  
医師・看護師の離職防止対策の実施及び療養環境の改善（病棟 3・4 階全面改修ほか） 

市民〈地域）や民間、他官庁との役割分担（市民との協働の視点などから考えられること）  
医師・看護師の過重労働や疲弊防止策として、時間外や夜間にコンビニ受診をしないように市民に理解を求めるほか、救急患者の円滑
な受入れについては、各行政機関、診療所、中北保健所、医師会、消防署等が連携して受入れ体制を構築すべきである。 
開業医（かかりつけ医）からの紹介患者（入院）を開業医へ戻すことができれば、紹介患者が増加することが期待できる。現状は当院
がそのままかかりつけ医となるケースが多く、積極的な紹介が増えない。地域の医療の確保と併せ、開業医との連携と機能分担を明確
化し患者の円滑な受け入れ体制を構築していかなければならないため、地域連携室の設置を検討していく必要がある。 

課長所見 

医師・看護師の確保が困難な状況にはあったが、当院の「経営健全化計画」のプランに策定したとおり、市民の

健康と生命を守るという理念のもと、開設診療科を縮小せず、また、不採算部門の高齢者医療、小児医療、救急医
療なども役割を果たし得た。 

患者数は人口の減少や開業医の進出で、総患者数は減少したが、入院患者数の増加や診療単価が上がり診療報酬

請求が多くなり、医業収益が実質で効果が出たのは、近年にはない成果であった。 
この他、増収策として新たな診療報酬の加算の届出。経費節減では大物～小物まで入札、見積もり合わせによる



購入手法の徹底、診療材料の棚卸しを初めて実施し、死蔵品・遊休品のない在庫管理を徹底した。 
更には、入院患者の療養生活の改善や医療スタッフの離職防止、勤務環境の改善として病棟 3・4 階の全面改修

を行った。 
こうした、平成 22 年度の病院運営の結果、51,000 千円程度の黒字決算となった。しかし、当院は累積赤字を抱

えており、先行き患者数の減少、医師等の確保、更には国の保険制度の変遷もあり、油断のない病院経営をしなけ
ればならないと危惧している。 


