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地方独立行政法人新小山市民病院 平成３１年度 年度計画 

 

第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

１ 良質で安全な医療の提供 

（１）急性期病院としての機能の充実 

地域の急性期診療ニーズに概ね対応出来る医療機関としての機能を十分に有した

地域中核病院としての姿を、引続き目指して行く。 

 

（２）救急医療の取組み 

２４時間３６５日断らない救急体制維持に向け、小山市及び筑西広域各消防本部と

共に救急不応需事例への要因分析に取組む。医師、救急隊といった人的医療資源の重

要性は高まり、特に下半期は満床状況も頻発するという状況下で、有効且つ効率的な

救急体制の維持は困難さを増している。消防、行政とも連携し、地域ニーズに見合う

救急応需体制の構築に努める。 

【目標指標】 

指標 平成３１年度目標値 

救急外来患者数 ８，７５０人 

うち救急車搬送患者数 ４，３５０人 

うち救急入院患者数 ３，０５０人 

 

（３）４疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）への対応 

  地域の中核病院として地域の医療機関との連携、明確な役割分担のもと、適切な医

療を提供する。 

ア がん  

  医師を中心に、がん手術と化学療法を中心に患者の増加を図ることは、従来通りの

施策を継続して行く。認定看護師による緩和ケアへの取組も、更なる拡大に努める。 

イ 脳卒中 

  脳卒中ケアユニット（ＳＣＵ）を有効に活用した受入体制を軸に、脳卒中患者への

より迅速な処置を実現すべく努める。脳卒中センターの更なる機能充実を目指したチ

ーム医療を進めて行く。 

ウ 急性心筋梗塞 

  急性心疾患に対する迅速且つ適切な処置を恒常的に実現出来る体制を維持して行

くことを、引続き目指す。循環器センターの設置を進められるよう、医師確保と効率

的な診療体制の構築に努める。 

エ 糖尿病 

チーム医療の展開と地域向け啓蒙活動を中心とした生活習慣病改善へのアプロー
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チは、引続き継承して行く。特に啓蒙活動については、糖尿病専門医、認定看護師、

管理栄養士と事務職が連携し、出前講座を積極的に展開して行く。 

 

（４）小児・周産期医療の充実 

小児医療については、小児科医確保に努めつつ、拡大した受付時間を有効に利用し、

地域の診療ニーズに応えるべく努める。今後も診療ニーズを見極めながら、利便性の

高い受入態勢の構築を目指して行く。 

周産期医療については、産科医確保を目指した各方面への医師招聘努力を粘り強く

継続する。 

 

（５）災害時における対応 

  より実災害を意識した防火訓練、防災訓練を今後も継続する。ＢＣＰ（事業継続計

画）の作成にも着手しており、その内容を更に充実させて行く。それに付随した防災

マニュアルの拡充にも取組み、万全な有事対応を実現出来るよう努めて行く。 

 

（６）感染症医療の対策            

 入院患者へ快適かつ衛生的な療養環境を提供するとともに、働く職員へ職業感染

防止対策の充実を図り、適切な感染予防策を講じて医療関連感染拡大を防止する。

抗菌薬治療の標準化を作成し、抗菌薬適正使用を図る。 

また、新型インフルエンザ等の発生時や自然災害時（地震・洪水等）速やかに、行

政、地域医療機関等との連携を図り、地域住民とともに感染拡大防止に努める。 

 

（７）予防医療の充実 

生活習慣病・がん・脳心血管病に対する早期発見、早期治療の推進を図り小山市

や地域医療機関と連携し、生活習慣病の重症化予防と保健指導の充実に努めるとと

もに、小山市および契約企業、団体と連携し、予防医療に関する普及・啓発活動を

推進する。  

また、人間ドック健診機能評価施設として検査精度、受診者サービスを担保し、

予防医学の新しい検査を積極的に導入する。 

【目標指標】 

指標 平成３１年度目標値 

人間ドック １，７８０件 

脳ドック ４６０件 

心臓ドック ２０件 

レディースドック ６０件 

特定保健指導 ４８０件 
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（８）安全安心な医療の提供 

「職員みんながリスクマネージャ―」との意識改革の促進を図り、院内に医療安

全対策の組織風土を醸成する。平時より院内ラウンドを行い、5S 活動を促進する。

また、KYT（危険予知訓練）の考え方を院内に普及させ職員の医療安全の感性を高

めていく。インシデント・アクシデントの事例分析・対策立案・改善を行っていく。

患者・家族の目線や視点から問題解決、再発防止に努め医療の質を高める。 

 

２ 医療提供体制の整備 

（１）優秀な医療スタッフの確保 

ア 医師の確保 

 当病院診療科の現状を把握し、当病院の方向性を確認しながら、様々な医療機関

等との連携・紹介などにより、優秀な医師の確保に努める。 

イ 看護師の確保 

 認定看護師等の資格取得を視野に入れながら、さらなる教育研修制度の充実、実

習生の積極的な受け入れを図る。 

また、大学をはじめとした関係施設等への積極的な訪問などの取組みにより、優

秀な看護師の確保に努める。 

 ウ 医療技術職等の確保 

 当病院の運営方針に沿った薬剤師、介護福祉士、臨床心理士等、専門職の人材の

確保に努める。 

【目標指標】 

指標 平成３１年度目標値 

医師数 ６０人 

看護師数 ３１０人 

  

（２）人材の育成 

昨年度と同様に、認定看護師、特定看護師等の資格取得を推奨し、臨床研修プロ

グラムの充実を図り、研修医の積極的な受け入れに努める。また、公平な分配を実

施していくなどの人事評価制度の活用、院内研修制度の整備、長期・短期研修や資

格取得等に対する支援制度を充実させる。 

 

３ 患者・住民サービスの向上              

（１）患者中心の医療 

 患者目線で対応する心を持ち続け、人としての尊厳を守る医療の提供を徹底して、

太く深い信頼関係構築に努める。患者支援センターの機能を拡充して、入院前より

寄り添う心で対応し、退院に不安を抱かせない医療の提供を徹底する。 
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（２）快適な医療環境の充実             

 入院・外来にかかわらず患者のプライバシーが十分に配慮された医療を受けられ

るように努める。質の高い医療を提供するため、電子カルテ内の診療情報の共有化

に努めると伴に、入院生活全般においても安全面に配慮出来る体制を整える。 

 

（３）患者満足度の向上     

患者サービスは、新小山市民病院のホスピタリティ 10ヶ条を基本とする。各職員

は、その中の 1 項目を自己の目標とし、患者満足度の向上に努める。患者満足度調

査の結果を以て評価とし、そこから課題を抽出し、改善していくことで、ＰＤＣＡ

サイクルを回す。満足度調査等でのご意見を無駄にすることなく、改善した内容は、

掲示板などを通じて患者さんにお知らせする。 

【目標指標】 

指標 平成３１年度目標値 

患者満足度調査 「満足」と「ほぼ満足」を足した割合

が９０％ 

 

（４）職員の接遇向上         

新小山市民病院のホスピタリティ 10ヶ条をもとに、接遇向上のための活動を展開

する。各部署で年間目標を設定し、計画を立て実施する。その結果は、院内発表し

共有する。全職員を対象とした接遇優良者を選出し表彰することで、職員の接遇に

対するモチベーションの向上に繋げる。 

 

（５）ボランティア制度の活用 

今後もホームページや小山市の広報誌を通じて適任者の参加を募り、長年にわた

り築き上げてきた市民との協同ボランティア活動を継続し、更に分野の拡大を図り

体制を整備していくことで活性化を目指す。 

【目標指標】 

指標 平成３１年度 

ボランティア登録人数 １４０人  

 

（６）病院情報の発信 

広報、Web サイト等の情報発信媒体を有効に活かしつつ、その内容の充実を図る。

域住民の情報ニーズとはどのようなものかを把握すべく、講演会や各種講座を通した、

対話による意見収集を進めて行く。様々な医療政策の動向により、病院に求められる

機能にも変化が見られる今日において、積極的に実施される当院での施策等に関する

情報発信にも、同時に注力する。 
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４ 地域医療連携の強化 

（１）地域医療機関との連携 

地域医療支援病院として地域の医療機関と連携強化をするために、緊急患者紹介に

伴う断らない医療提供や、「地域完結型医療連携の会」「ポットラック」など事例検討

会を主催するなどして信頼関係を深める。さらに「小山市近郊地域医療連携協議会」

の活動および各医療機関の訪問等により前方・後方連携の強化を図り、紹介・逆紹介

の推進を図る。 

 

【目標指標】 

指標 平成３１年度目標値 

紹介率 ７６.０％ 

逆紹介率 ７５.０％ 

 

（２）地域包括ケアシステムの推進 

病院完結ではなく地域と共にシームレスな医療・介護を推進するため、地域の医

療・介護関連期間との会議や訪問により交流し連携を強化する。また、退院前および

退院後訪問指導を進め、医療・介護・予防生活支援を実践する。 

 

５ 信頼性の確保             

（１）診療の質・サービスの改善             

昨年に引き続き、日本病院会主催のＱＩ事業への継続参加とデータのフィードバ

ック、病院指標のホームページ掲載、M＆M カンファレンスやポットラックカンファ

レンスおよび地域完結型医療連携の会など、外部医療機関との定期的な症例検討会

を開催し医療の質の向上を図る。 

 医療サービスが標準化されたＤＰＣデータのフル活用と、解り易いカルテ記載に

よる医療の効率化・資質向上を確保したうえでＤＰＣⅡ期内での退院を推進する。 

 

（２）法令等の遵守と情報の開示        

いわゆる「働き方改革関連法」をはじめとした新たに制定された法令等の理解と

その遵守に努めるとともに、研修の開催及び参加等により、院内コンプライアンス

のさらなる充実を図る。また、カルテ開示の請求などの個人情報の開示・保護、情

報公開等に対し、迅速で正確な対応を行う。個人情報の開示など、提供する情報の

内容を精査して迅速で正確な対応を行う。 

 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するため取るべき措置 

１ 管理運営体制の強化 

診療実績データ、財務データ等に裏打ちされた行動目標を院内スタッフ全員で共有
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出来ることを目的としたフィードバックを院内広報等の媒体を通じて実施する。それ

らに基づいた行動計画を策定し、行動目標を目指した業務運営を各人が実践出来る組

織文化構築を進める。その為の管理運営体制強化をどのようにすればよいか、常に考

察して行く。 

 

２ 働きやすい病院づくり 

（１）人事考課制度の充実 

本制度の主旨を再度確認しながら、評価者研修、被評価者評価説明会を開催し、職

員の理解の深化を図る。また、当病院独自の評価項目の作成及びそれによる評価の実

施により、公平な分配の実施を進めていく。 

 

（２）働きやすい職場環境の整備 

  いわゆる「働き方改革関連法」を順守しながら、ワークライフバランスの推進を図

り、仕事と生活の調和のとれた職場環境の向上を目指す。このことから、関係課職員

の第一種衛生管理者受験勧奨、職員共済会事業への参加促進、健診、人間ドック受診

促進の支援事業の拡大、職員満足度調査等の具体的措置の実施に努める。 

 

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するため取るべき措置 

１ 経営基盤の維持と経営機能の強化 

単年度計画目標値及び第２期中期計画目標値を見据え、収益状況を常に把握し、

進捗管理を怠らず、下記財務指標の達成に努める。また、政策医療における運営費

負担金については、市と協議し適切な金額を受け入れる。このように、病院の経営

努力と行政による医療政策の両面から、長期的に安定した経営基盤を構築して行く。 

【目標指標】 

指標 平成３１度目標値 

経常収支比率 １０２．６％ 

医業収支比率 ９５．７％ 

 

２ 収益の確保と費用の節減 

（１）収益の確保 

救急及び紹介による新入院患者の確保を引続き中心的戦略に置き、病床稼働率の維

持向上に努める。その為には、スムーズな入退院の実現が不可欠であり、従来以上に

近隣医療機関との連携強化と稼働状況に関する情報共有を図る。しかしながら、全病

床稼働体制が整ったにもかかわらず、特に下半期は満床状態が頻発し、患者収容力の

ピークが見えて来たことも事実である。こうした状況を踏まえ、集患努力のみならず、

従来以上に診療単価の向上策を絶えず協議し、収益確保に努める。 
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【目標指標】 

指標 平成３１年度目標値 

入院患者数 １０３，０００人 

入院診療単価 ５７，５００円 

病床稼働率 ９４．０％ 

平均在院日数 １１．０日 

外来患者数 １５９，０００人 

外来診療単価 １２，７００円 

    

（２）費用の節減 

医療材料費削減余地が狭められている中、共同購買、ベンチマーク交渉等を更に進

め、少しでも成果に繋がるよう努める。経費では、委託業務費を中心に業者への指導、

協力を通じて、業務効率向上を図る。 

【目標指標】 

指標 平成３１年度目標値 

材料費対医業収益比率 ２０．７％ 

経費対医業収益比率 １６．７％ 

人件費対医業収益比率 ５８．４％ 

 

第４ その他業務運営に関する重要事項を達成するために取るべき措置 

小山市地域医療推進基本計画の新小山市民病院に課せられた数多くの各種施策の

達成を目標に努力する。 

 

第５ 予算、収支計画及び資金計画 

１ 予算（平成３１年度） 

（百万円） 

区分 金額 

収入 

 営業収益 

   医業収益 

   運営費負担金 

   その他営業収益 

 営業外収益 

   運営費負担金 

   その他営業外収益 

 資本収入 

 

８，６８１  

８，３７７  

２５７  

４７  

４２６  

３４６ 

８０ 

１５０ 
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   運営費負担金 

   長期借入金 

   その他資本収入 

 その他の収入 

   計 

０ 

１５０ 

０ 

０ 

９，２５７ 

支出 

 営業費用 

   医業費用 

     給与費 

     材料費 

     経費等 

   一般管理費 

 営業外費用 

 資本支出 

   建設改良費 

   償還金 

   その他資本支出 

 その他の支出 

   計 

 

８，２９６ 

７，８７３ 

４，４８５ 

１，８８４ 

１，５０４ 

４２３ 

８４ 

９４０ 

１５６ 

７４５ 

４０ 

０ 

９，３２０ 

（注１） 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致し 

ないものがある。 

（注２） 期間中の診療報酬の改定、給与改定及び物価の変動は考慮していない。 

【人件費の見積】 

総額４，９０８百万円を支出する。この額は、法人の役職員に係る報酬、基本給、

諸手当、法定福利費及び退職手当の額に相当するものである。 

【運営費負担金の見積】 

運営費負担金については、総務省が発出する「地方公営企業繰出金について」（総

務省自治財政局長通知）に準じ算定した額とする。なお、建設改良費及び償還金に

充当される運営費負担金については、経常費助成とする。 

 

２ 収支計画（平成３１年度） 

（百万円） 

区分 金額 

収入の部 

 営業収益 

   医業収益 

９，１９８ 

８，７７８ 

８，３４２ 
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   運営費負担金収益 

   補助金等収益 

   資産見返補助金等戻入 

 営業外収益 

   運営費負担金収益 

   その他営業外収益 

 臨時収益 

２５７ 

４７ 

１３２ 

４２０ 

３４６ 

７３ 

０ 

支出の部 

 営業費用 

   医業費用 

     給与費 

     材料費 

     経費等 

     減価償却費 

   一般管理費 

 営業外費用 

 臨時損失 

９，０９８  

８，８０６  

８，３８９  

４，４５２  

１，７２８  

１，３９１  

８１９  

４１６  

２９２  

０ 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

１００ 

０ 

１００ 

（注１） 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致しな

いものがある。 

 

３ 資金計画（平成３１年度） 

（百万円） 

区分 金額 

資金収入 

 業務活動による収入 

   診療業務による収入 

   運営費負担金による収入 

   その他の業務活動による収入 

 投資活動による収入 

   その他の投資活動による収入 

 財務活動による収入 

   長期借入による収入 

   短期借入による収入 

１２，５５０  

９，１０７  

８，３７７  

６０３  

１２７ 

０ 

０ 

１，２９３  

１５０ 

１，１４３ 
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   その他の財務活動による収入 

平成３０年度からの繰越金 

０  

２，１５０ 

資金支出 

 業務活動による支出 

   給与費支出 

   材料費支出 

   その他の業務活動による支出 

 投資活動による支出 

   有形固定資産の取得による支出 

   その他の投資活動による支出 

 財務活動による支出 

長期借入金等の返済による支出 

   移行前地方債償還債務の償還による支出 

   その他の財務活動による支出 

１０，４３１  

８，３４８  

４，９０８ 

１，８８４ 

１，５５６ 

１９６ 

１５６ 

４０ 

１，８８８ 

７４５ 

０ 

１，１４３ 

次年度への繰越金 ２，１１９ 

（注１）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と一致しない

ものがある。 

 

第６ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 

  ２，０００百万円とする。 

２ 想定される短期借入金の発生事由 

  賞与支給による一時的な資金不足や予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給

など偶発的な出費への対応等を想定している。 

 

第７ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

  なし 

 

第８ 剰余金の使途 

  毎事業年度の決算において剰余が生じた場合は、病院施設・設備の整備・改修、医

療機器等の購入、長期借入金の償還、人材確保事業及び人材育成事業の充実に充てる。 

 

第９ 料金に関する事項 

１ 診療料等 

理事長は、使用料及び手数料として、次に掲げる額を徴収する。 

（１） 健康保険法(大正１１年法律第７０号)第７６条第２項(同法第１４９条において準

用する場合を含む)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和５７年法律第８０号)
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第７１条第１項の規定に基づく方法により算定した額。 

 

（２） 健康保険法第８５条第２項及び第８５条の２第２項(これらの規定を同 法第１４

９条において準用する場合を含む)並びに高齢者の医療の確保に関する法律第７４条

第２項の規定に基づく基準により算定した額。 

 

（３） （１）、（２）以外のものについては、別に理事長が定める額。 

 

２ 料金の減免 

理事長は、特別の理由があると認めるときは、料金の全部又は一部を減免するこ

とができる。 

 

３ 料金の返還 

既に納めた料金については、返還しない。ただし、理事長が特別の理由があると

認めるときは、この限りでない。 

 

第１０ 地方独立行政法人新小山市民病院の業務運営等に関する規則（平成２５年小山

市規則第８号）に定める事項 

１ 施設及び設備に関する計画（平成３１年度） 

（百万円） 

施設及び設備の内容 予定額 財源 

病院施設、医療機器等整備 １５０ 小山市長期借入金等 

（注１） 金額については、見込みである。 

（注２） 各事業年度の小山市長期借入金等の具体的な内容については、各事業年

度の予算編成過程において決定される。 


