
事務事業評価シート 評価年度 25年度 

事  業  名 CD 韮崎市立病院事業（地方公営企業） ３条予算のみ

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(H21～H23) 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・推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。
・公立病院の責務として不採算部門の診療科を維持しつつ、経営健全化計画［平成 23年度が最終年度］の趣旨
を踏まえ、引き続き経営健全（経常収支比率 100%以上）に向けた取り組みを着実に実施する。

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峡北医療圏内の医療需要者

これまでの改善経過

平成 22年度：医療療養病床数変更（14床⇒18床）・介護療養病床数変更（20床⇒16床）
：診療報酬加算届出（救急医療管理加算・退院調整加算・肝炎インターフェロン治療計画料）
：地域医療連携室の開設

平成 23年度：麻酔科開設（麻酔科医１名採用）
：診療材料発注事務の一元化、中央材料室での一括管理の導入
：認定看護師教育課程へ２名派遣（H25.7 認定看護師資格取得）
：院内保育所開設（火曜日・金曜日）

事業の手段 

（どんなやり方〈手法〉

で） 

→活動指標へ

〈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床（うち介護１６床）

外来診療日 月曜日～金曜日
外来診療科 内科・外科・脳神経外科・整形外科・眼科・小児科・泌尿器科・麻酔科・放射線科・

リハビリテーション科・健康管理室（人間ドック）

一般病棟入院基本料の看護体制 １０：１
病院群輪番制による救急医療の提供

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） 

→成果指標へ 

・病床数の見直しにより、人員の適正配置と病床稼働率の向上を図り、入院収益の増加に繋げる。
・新規診療報酬加算の届出により、外来・入院収益の増加を図る。
・新たな診療科の開設により外来（オペ含む）収益の増加を図る。

・院内保育所の開設、救急勤務医手当の増額により、スタッフの人員確保・離職防止対策を図る。
・診療材料・薬品等在庫管理の徹底・入札方法の見直しにより、経費削減に繋げる。

〈投入費用及び従事職員の推移〉 

22 年度 23 年度 24 年度

A 事業費 (千円) 1,189,656 1,222,964 1,410,043

財
源
内
訳

国庫支出金

県支出金（県補助金） 6,243 6,152 2,275

その他の補助金 14,911 20,769 22,080

その他 1,014,967 1,024,217 1,224,023

一般財源（一般会計負担金） 153,535 171,826 161,665

B 担当職員数（非常勤｜職員E） (人) 59.06 117.71 51.84 113.72 50.53 120.70

C 人件費 (千円) 1,068,074 1,115,998 1,100,582

D 総事業費(A+C) (千円) 2,257,730 2,338,962 2,510,625

＊参考 H24〉市民１人当りの事業コスト 80,104 円 H24〉市民１人当りの行政ｻｰﾋﾞｽ費用 567,923 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〉人件費は各年度決算額（給与費）のうち正職員に係る給料・手当・退職給与金・法定福利費の合計額を使用しています。 

注 3〉一般会計負担金とは、地方公営企業繰出金について（総務省通知）による繰出基準に基づき一般会計が負担するための経費を言います。 



〈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

22 年度 23 年度 24 年度

活動指標

外来診療日数（日） 年間外来診療日数 243 244 245

病床数（床） 院内病床数 175 175 175

年間外来患者（人） 延患者数（4/1～3/31） 77,293 75,096 79,811

年間入院患者（人） 延患者数（4/1～3/31） 54,167 55,130 53,020

救急取扱患者数（人） 救急取扱患者年間累計数（外来＋入院） 4,274 4,326 5,439

成果指標

１日平均外来患者数（人） 年間外来患者数／診療日数 318 308 326

外来患者１人当り平均診療額（円） 年間外来診療総額／年間外来患者数 7,607 7,935 8,242

１日平均入院患者数（人） 年間入院患者数／診療日数 148 151 145

入院患者１人当り平均診療額（円） 年間入院診療総額／年間入院患者数 26,860 27,986 28,417

病床利用率（％） 年間入院患者数／年間延病床数（175床×365日） 84.8 86.1 83.0

材料費対医業・介護事業収

益比率（％）

（医業材料費＋介護事業材料費）

／（医業収益＋介護事業収益）
18.4 19.9 19.8

年度末正職員数（人） 医師・医療技術員・看護師・准看護師・薬局職員 108 113 114

経常収支比率（％） 経常収益／経常費用 102.4 103.2 102.6

効率指標

患者１人当り平均診療額（円） 年間診療総額／年間総患者数 15,540 16,423 16,295

患者１人当り費用額（円） （医業費用＋介護費用）／年間総患者数 16,472 17,295 17,115

収益的収入に占める一般財

源の割合（％）

一般会計繰入金

／病院事業収益（除く特別利益）
6.65 7.13 6.68

〈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）

平成 23 年度をもって経営健全化計画は終了したが、引き続き健全経営（経常収支において黒字化）を目標として
事業を展開した。収入増加策として診療報酬改定にあわせ新たな加算の届出により外来・入院収益ともに患者１人当

り平均診療額の増加が図られた。また、前年度の内科医師１名の退職補充はできなかったものの、診療時間の拡大や

専門外来の新設により小児科・整形外科等を中心に外来患者数の増加に繋がったこと、救急指定病院として峡北地区

の２次救急患者の受入に対応できた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）

現状の病院機能の維持を図りつつニーズに応じた診療科の開設等、公立病院として市民に必要な医療を提供できた

という意味では成果はほぼ上がっていると考える。

また、材料費をはじめとする医業・介護事業費用の抑制効果と勤務・労働条件の改善により看護職員を中心にスタ

ッフの確保が図られたことから入院基本料に係る新たな診療報酬加算に繋がるなど、収支両面からの経営努力により

目標であった経常収支比率 100％以上を達成することができた点からも一定の成果が上がったものと考える。
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費用額が上回っていることから効率性だけをとらえるとまだまだ多くの課

題があると考えられるが、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）に要

する経費に充てられる一般会計繰入金への依存を抑える中で、患者１人当りの赤字額（平均診療額－費用額）

の低減が図られたことなどを踏まえると、ほぼ効率的であると考える。

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

□ 拡大（コストを集中的に投入する） ■ 継続（現行どおりに推進する）

今後の事業展開
□ 改善（内容・手段・コスト・実施主体等の見直

しが必要）

□ 縮小（規模・内容を縮小、又は他の事業と統合

する）

□ 廃止（廃止の検討が必要）

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)26年度 (3)25年度
新地方公営企業会計制度適用後の決算を
踏まえ中長期的な経営の方向性の検討を

行う。

新地方公営企業会計制度の適用による財
務諸表への影響を検証し、オーダリング

システム更新の方向性や繰越欠損金の早
期解消に向けた検討を行う。

引き続き現状の病院機能の維持を図りなが

ら、健全経営を目指す。

平成24年度に実施した患者満足度調査結果
を踏まえ、患者サービスの向上を図る。

24年度の改善計画
管理運営戦略会議（院内）及び運営協議会（市の附属機関）において、病院経営健全化計画の進捗状況についての点検・評価
新たな診療報酬加算の届出、市民ニーズに応えた診療体制の充実、労働条件の改善、経費抑制対策の推進

24年度の改善結果
管理運営戦略会議（院内）及び運営協議会（市の附属機関）において、病院経営健全化計画の進捗状況についての点検・評価
診療報酬加算届出（急性期看護補助体制加算・看護必要度加算・救急搬送患者地域連権紹介［受入］加算外）
小児科の午後診療開始、専門外来（リウマチ・ペイン）開設

救急勤務医手当増額（日直 13,500円⇒18,500円 当直 18,600円⇒23,600円）
薬品システムによる医薬品のデータ化、払い出しルールの明確化、複数社による分割入札の実施

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・看護師の人員確保・離職防止策として、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、平成 23 年度から導入された北巨摩医師会に
よる在宅当番医制の活用を促す。また、救急患者の円滑な受入れについては、来年度、甲府圏域に開設が予定されている地域医療センターを活用した広域的な体制を

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構築し、医療スタッフの過重労働の緩和や疲弊防止を講ずるべきである。

課長所見

今後の病院としては、近隣市の人口減に伴う受療患者数の変化や地域医療を担う中小病院への評価が見込められない診療報酬体系においては、

院内で精一杯の経営改善に努めてもいずれ限界がくることが予想される。また、病院勤務医の高齢化と労働過重、看護師不足、医療支援技術職員

（放射線技師・薬剤師）の補充困難などのマンパワー不足は診療体制の維持、ひいては地域医療にかかわる大きな問題である。このほか、国の施

策に伴う介護病床の見直し・転換、高額な医療機器等（ＭＲＩ，オーダリングシステム）の更新費、現標榜の「HIV拠点病院」「災害拠点病院」が
現体制で任務を果たされるのか懸念される。こうした中で、採算の観点から民間医療機関による提供が困難な救急医療、小児医療、感染症医療、

高齢者医療などの政策医療について公立病院の使命として提供してきたが、限られた医療資源（ヒト・モノ・カネ）の有効活用を図るためには、

公・民の適切な役割分担の下、二次医療圏内の公立病院の機能分化など“選択と集中”により地域全体で持続的に必要な医療サービスの提供がで

きるよう住民にも理解を求めていく必要がある。


