
平成２５年７月１６日   

平成２４年度業務実績について 

資料８ 



１ 



役職 定数 氏 名 任用区分 職 種 任命者 

理事長 1名 北村 惣一郎 常勤 （医師） 市長 

副理事長 1名 金万 和志 常勤 院長 

理事長 
理事 5名以内 

青木 隆明 常勤 副院長 

出耒 明彦 常勤 法人本部長 

千葉 鐘子 常勤 看護局長 

堀畑 好秀 非常勤 経営有識者 

高杉 豊 非常勤 医療有識者 

監事 2名 
中島 馨 非常勤 弁護士 

市長 
伊藤 一博 非常勤 公認会計士 

（地独法）堺市立病院機構の概要 ① 
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法人の名称及び事務所の所在地 

法人名  地方独立行政法人 堺市立病院機構 
所在地  堺市堺区南安井町１丁１番１号 

法人の役員 
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 新病院建設室 

堺市立病院機構 理事会 

市立堺病院 

法人本部 

 診療局 

 薬剤技術局 

 看護局 

理 事 

監 事 

医療情報室 

医療安全管理室 

感染症対策室 

地域医療連携室 

 経営企画室 

 事務局 

診療科目（標ぼう） ２５科  

法人の組織 

（地独法）堺市立病院機構の概要 ② 

理事会12回・監事監査９回 



（地独法）堺市立病院機構の概要 ③ 
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法人の職員数（研修医、再雇用、有期等を含む） 

法人の基本的な目標等 

区  分 Ｈ24年４月１日 Ｈ25年３月31日 Ｈ25年４月１日 

医   師 １４６ １４２ １４９ 

看 護 師 ４９０ ４８０ ５１０ 

医療技術 １２４ １３５ １４０ 

そ の 他 １５３ １９７ １９６ 

合   計 ９１３ ９５４ ９９５ 

理事長を除く 

・ 医師、看護師ともに 
 年度当初に増加 
 
・ 救命救急センターの 
 整備に向け、年次的 
 に医療スタッフを確保 

■法人移行前の市立堺病院の理念を継承 
・地域医療機関との連携及び役割分担のもと、救急医療等の政策医療も含 
 め、地域に必要な医療を安定的・継続的に提供する公的使命を果たす 
・医療の質の向上及び患者サービスの充実に努める 
 

■経営健全化の推進 
・将来にわたり安定して医療が提供できるよう、効率的な経営による経営健 
 全化に取り組む 
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質
の
高
い
医
療
の
提
供
・
安
定
し
た
経
営 

２４年度（ホップ） ２５年度（ステツプ） ２６年度（ジャンプ） 

 

地域に信頼 
される新病院へ 

人への投資 
（新病院に向けた種まき） 

質の向上 

  
＊患者サービスの向上 

＊多職種の連携（チーム医療）による 

質の高い医療の提供 

＊救急・高度医療の提供 

（より信頼される病院へ） 

経営基盤の安定化 
（持続的な病院経営） 

中期計画期間の経営理念 

金
財 

人
財 

信
財 

安心・安全で心の通う医療の提供 

堺病院の理念 

目標管理（ＰＤＣＡ）
システムの徹底 



一、 思いやりとふれあいの心がかよう人間尊   
   重の医療サービスを提供します。 
  

一、 安心と満足を与え、信頼が得られる医療   
   サービスを提供します。  
 

一、 医療機関との連携を基本として、きめ細 
   かい医療サービスを提供します。  
 

一、 常に医療水準の向上に努め、専門的か 
   つ高度な医療サービスを提供します。  
 

一、 地域の中核病院としての役割を認識し、 
   効果的で効率的な医療サービスを提供  
   します。 

すべての患者さんの権利と人格を尊重し、安心・安全で心の通う医療を提供します。 

（運営の土台） 

理
念

 
運
営
方
針
（Ｈ
24
年
度
策
定
） 

病
院
憲
章

 

病 院 ・ 法 人 

病 院 法 人 

臨床研究の推進 優れた人材の育成 

健全な経営 
基盤づくり 

地域社会への貢献 高度で良質な 
医療の提供 

自立と誇りを持てる病院経営をめざして 

6 全ての職員が一丸となって、堺市立病院機構の運営を開始 



地方独立行政法人移行による変化 
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 意識改革スローガン 「まず自分から変わろう 笑顔であいさつ」 
               「心がけよう柔軟、すみやかな対応」 
 

【経営幹部の意識の変化】 
・自立した経営を行っていく経営幹部の自覚 
・まずは行動し、うまくいかなければ仕切り直す 
  ⇒ 経営者として責任ある迅速な判断・対応 
 
 

【部門長や個々の職員の意識の変化】 
・目標・計画・実行のＰＤＣＡサイクル導入  
  ⇒ 各部門長の目標達成意識の高まり 
・経営情報の院内共有  
  ⇒ 各部門長が部門運営に経営的視点を持ち始める 
・業務改善や予算施策提案などボトムアップ提案  
  ⇒職員の経営参画意識の醸成 

委託業者を含めた全てのスタッフの意識の変化 

地方独立行政法人の自律性・機動性・透明性 
を活用した運営 



平成２４年度の全体的な状況 
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法人運営の総括（１） 
 

○法人運営の基盤となる仕組みを整備 
  ・意思決定プロセスの明確化、各種規程の制定、監査の実施 
  ・ＰＤＣＡサイクルによる目標管理の導入 
 
 

○診療面 
  ・救急・小児救急の受入患者数増⇒堺市医療圏における 
   「セーフティネット」 
  ・高齢者にも負担の少ない鏡視下手術の拡充 

     救急搬送受入患者数  ７，０５４人 （７８４人の増） 

     小児科救急患者数   １，４１６人 うち入院４５６人 

     手術件数         ３，５２７件 （３５８件の増） 

     鏡視下手術施行件数 １，１７６件 （１２２件の増） 



平成２４年度の全体的な状況 
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法人運営の総括（２） 

○患者サービス 

  ・接遇向上、給食の改善、待ち時間の短縮 
 

 

○財務状況 

   【収入の確保】 

    ＊入院・外来収益 １１７.７億円  （９.２億円の増） 

      ・入院単価    ５６，０３２円  （４，０７８円の増） 

      ・入院患者数 １５４，６３７人  （１，１２０人の増） 

   【費用の節減】 

    ＊診療材料の一括購入 ▲5,200万円/年 

    ＊電子カルテのランニングコスト▲１億円/年 

    ＊委託業務（設備運転監視・物品管理）の見直し ▲2,900万円/年 

    経常損益    ６.８億円の黒字     

委託業者を含めた全てのスタッフの意識の変化がもたらした成果 
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平成２４年度の全体的な状況 
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大項目ごとの主な取り組みと特記事項 

第１ 市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 

  
■救急医療 
 ・「救急・病床管理プロジェクト」で毎朝、課題に速やかに対応 

 ・救急搬送入院患者数の大幅な増加、堺市消防局管内で最大の救急患者受入れ 

■小児救急・周産期医療 
 ・堺市消防局管内で最大の小児救急患者受入れ 

 ・分娩費を周辺病院並みの定額料金に引き下げ 

■４疾病（がん・急性心筋梗塞・糖尿病）など高度専門医療 
 ・がんの緩和ケアチームによる外来診療開始 

 ・がん予防活動（総合がん検診、ピロリ菌検査、市民公開講座） 

 ・心機能回復に有効な心臓リハビリの充実 

 ・糖尿病教育入院、市民公開講座 

 ・鏡視下手術の推進 

■患者サービスの向上 （次ページへ） 
  



 ４月 リハビリ、CT検査の土曜日実施 
 6月 手話通訳者を総合窓口に配置 
 8月 産科病棟に準個室を設置 
     産科病棟の産褥食のメニュー改善 
     出産お祝い品として記念品贈呈 
     待合番号表示システムの導入 
     ２階自販機横に休憩スペース設置    
 ９月 各病棟などへ飲料自動販売機の設置 
１０月 入院説明窓口のプライバシー確保 
     患者用コインロッカーの設置 
１１月 紹介患者受付窓口の設置 
        ベビーカー、手押しカートの貸出 
 

○胃がんのABC検査（2種の血液検査） 
○総合がん検診の実施 
 （第３土曜日・毎週木曜日の午前中） 
  胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮がん 
   奇数月男性３項目、偶数月女性５項目 
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主な患者サービス向上対策 



平成２４年度の全体的な状況 

■法人運営の基盤となるしくみの整備、PDCAサイクルの導入 

 ・理事会や経営幹部会、月曜会等を設置し、法人と病院の意思決定のプロセスを 

  明確化 

 ・各部門への理事長面接を実施し、目標・実行・評価のPDCAサイクルを導入 

■事務経営部門の強化 
 ・専門性の高い医事業務を中心に、法人職員への積極的な切り替え 

■ボトムアップによる業務改善への取り組み 
 ・専門医療推進プロジェクトや予算の施策提案制度、業務改善にかかる職員提案  

  など、ボトムアップによる多様な業務改善を実施 

■柔軟な医療スタッフ確保 

 ・医療技術職など必要な職員を業務の拡充にあわせて柔軟に採用 

■外部評価の活用 

 ・監事監査、会計監査人による監査、内部監査を実施 

 ・病院機能評価（バージョン６）の受審 
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大項目ごとの主な取り組みと特記事項 

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にとるべき措置 

  



平成２４年度の全体的な状況 

■診療報酬の確保 

 ・24年度診療報酬改定に伴い、積極的な施設基準の取得に努めたほか、救急応   

  需や手術の増加、診療報酬請求事務の精度向上により、5.4億円の増収効果 

■財務の改善 

 ・入院・外来収益は単価の増により117.7億円（23年度＋9.2億円） 

 ・経常損益は6.8億円の黒字（23年度＋17.7億円） 

 

 

 

■新病院整備の推進 
 ・新病院本体工事に総合評価落札方式を採用 

 ・民間に準じた工事発注手法を採用することで、工事費の縮減と工期の短縮を 

  実現 
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大項目ごとの主な取り組みと特記事項 

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

  

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とるべき措置 



 

 

平成２４年度 業務実績小項目 自己評価 

15 自己評価が５と４の項目及び重点ウエイト項目について、説明 

評価 第１ 
（21項目） 

第２ 
（12項目） 

第３ 
（３項目） 

第４ 
（４項目） 

合計 
（40項目） 

５ １ ０ １ ０ ２ 

４ ２ ３ ２ ０ ７ 

３ １８ ９ ０ ４ ３１ 

２ ０ ０ ０ ０ ０ 

１ ０ ０ ０ ０ ０ 

業務実績の自己評価 

自己評価基準  
  評価 ５    年度計画を大幅に上回って実施している。 
  評価 ４    年度計画を上回って実施している。 
  評価 ３    年度計画を順調に実施している。 
  評価 ２    年度計画を十分に実施できていない。 
  評価 １    年度計画を大幅に下回っている。 
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平成２４年度 業務実績小項目 自己評価 

資料 ７頁 第１ 市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 市立病院として担うべき医療 

（１）救急医療                     ★重点ウエイト小項目 

年度計画 ア 救急医の増員、研修医等の教育の充実 
イ 患者の重症度や診察の優先度を判断（トリアージ）する専任看護師の確保 
    と育成 
ウ 救急患者の受入を拡大するためのプロジェクトチームを設置し、課題の抽 
   出と改善策の実践 

業務実績 ア 救急医を３人増員し、救急受入体制を拡充 
  初期研修医に初療研修、看護師に外傷初期研修を実施 
イ 集中治療室と救急外来の組織統合により、トリアージが安定して行える体 
  制を整備 
ウ 救急・病床管理プロジェクトチームを設置し、毎朝のミーティングで不応需 
  理由を分析。毎月の会議で救急受け入れ体制や病床運用を改善 
 
              H23年度    H24年度 
 救急搬送受入数   6,270件 ⇒ 7,054件 （23年度＋784件） 
    うち入院患者数    2,153人 ⇒ 2,346人 （23年度＋193件） 
 救急搬送応需率   65.5％  ⇒  67.9％   

自己評価 ５ 救急搬送受入数の大幅増により、 
堺市消防局管内で最大の救急受入 
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平成２４年度 業務実績小項目 自己評価 

資料 １１頁 （２）小児医療・小児救急医療・周産期医療  

年度計画 ア 高度医療の提供に必要な小児科専門医の確保 
イ 分娩件数増加に向けた分娩費の引き下げ 
ウ 小児救急の時間外受入れのための看護体制を整備 

業務実績 ア 常勤小児科医１人増、非常勤小児科医1人増 
イ 分娩費を定額料金（１分娩７日以内48万円）に改定 
  産科病棟の準個室化や食事のグレードアップなど療養環境を改善 
ウ 小児外来と小児病棟の組織統合や、小児病棟看護師による救急 
    外来・集中治療室への応援により、小児救急の看護体制を整備 
  専門性向上のため、看護師を小児救急専門研修（ＰＡＬＳ）に派遣 
 
     小児科救急患者数  1,416人（うち入院456人） 
     分娩件数        447件 

自己評価 ４ 堺市消防局管内で最大の小児救急受入 
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平成２４年度 業務実績小項目 自己評価 

資料 １７頁 ２ 高度専門医療の提供 
（１）がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病への対応 
                             ★重点ウエイト小項目 

年度計画 ア がんへの対応 
 (ｱ)がん診療地域連携クリニカルパスの連携診療所の増加 
 (ｲ)がんの緩和ケアチームによる外来診療 
イ 脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病への対応 
 (ｱ)高機能ＣＴによる精密検査で冠動脈疾患などの診療機能充実 
 (ｲ)急性心筋梗塞入院患者への心臓リハビリテーション推進 
 (ｳ)糖尿病教育チームによる、糖尿病予防のための指導 

業務実績 ア がん診療地域連携クリニカルパス連携医（診療所） の増加 
     H23年度 128件 ⇒ H24年度 208件  （堺区48件・西区35件） 
  （胃がん・大腸がん・肺がん・肝がん・乳がん・前立腺がん・緩和ケアのパスを運用） 
   がん地域医療連携クリニカルパス適用患者数 132人 
  がん緩和ケア外来を開設。専門職種による緩和ケアチームが、がん性疼 
  痛治療に関する身体・精神症状に対応 
イ 循環器疾患に対する、64列CTによる精度の高い画像診断 
  積極的な心臓リハビリの実施 
    延べ患者数は約3,100人/年 （23年度比1.2倍） 
  糖尿病教育チームによる糖尿病患者への指導や予防啓発活動 
    糖尿病教育入院参加者数 212人 
    糖尿病市民公開講座 ６回開催   

自己評価 ３ ― 
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平成２４年度 業務実績小項目 自己評価 

資料 ２６頁 （４）専門性及び医療技術の向上 

年度計画 ・鏡視下手術を推進するため関連医療機器を整備 

業務実績 ・内視鏡専門医２人を確保 
 内視鏡機器を１セット追加（合計４セット） 
   鏡視下手術施行件数 
     H23年度 1,054件 ⇒H24年度1,176件 
・内視鏡外科ワーキングチームを立ち上げ、人材育成や機器整備を 
 協議 
・ダブルバルーン小腸内視鏡を導入し、内視鏡治療適用範囲を拡大 

自己評価 ４ 鏡視下手術件数が増加 
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平成２４年度 業務実績小項目 自己評価 

資料 ５７頁 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に 
    とるべき措置 
１ 業務運営体制の構築 
（２）質の高い経営 

年度計画 ・中期計画及び年度計画に基づくＰＤＣＡサイクルを確立するため、 
 理事会や各種院内会議等の運営体制を確立 

業務実績 ・法人及び病院の意思決定プロセスを明確化 
  法人の意思決定機関 ：理事会、経営幹部会 
  病院の意思決定機関 ：月曜会、水曜会 
・経営幹部による年２回の各部門長面接（理事長面接）の実施により、  
 計画に基づく目標管理（ＰＤＣＡサイクル）を各部門にまで導入 
  期初：組織ミッションと部門の運営方針から成る目標を設定（Ｐ） 
  期末：目標に対する業務実績の評価（Ｃ） 

自己評価 ４ 意思決定のプロセスを明確化 
病院全体（年度計画・業務実績評価）と各部門（理事長面接）の２つの
PDCAサイクルを導入 
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平成２４年度 業務実績小項目 自己評価 

資料 ５９頁 （３）事務経営部門の強化 

年度計画 ・積極的に法人職員を採用 
・法人としての研修体制の充実 

業務実績 ・事務部門の６割を法人職員化 （25年３月末現在  ５５人中３３人） 
 特に、専門性の高い医事業務は、法人職員で入院請求事務ができ 
 る体制づくりを推進 
・病院経営の中枢を担う人材の確保 
 医事、経営管理、人事労務に関する職務経験者（１０人）を採用 
・事務局内に研修担当を置き、新任者研修、年度計画による目標管 
 理などの研修を実施 

自己評価 ４ 法人職員への切り替えを、法人移行の早い段階から実施 
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平成２４年度 業務実績小項目 自己評価 

資料 ６０頁 （４）業務改善に取り組む組織風土の醸成 

年度計画 ・課題に応じて、多職種にわたり構成されるプロジェクトチームを設置 
 し、組織として重要課題の解決に取り組む風土を醸成 

業務実績 ・専門医療推進プロジェクトによる提案（８件） 
 専門医療を推進するため、診療部門がボトムアップでアイデア提案 
  （例）乳がん手術における乳房再建術の推進 
      ピロリ抗体とペプシノーゲン測定による胃がん検診 
            外来化学療法センターによるチーム医療              など 
・内視鏡外科ワーキングチームの設置 
 関連部門が連携して、鏡視下手術を推進 
・25年度予算における職員施策提案（50件） 
    （例）内視鏡・低侵襲治療センターの運営 
     小児科関連看護師の小児救急専門研修受講 
     外来化学療法センターにおけるチーム医療活動 
     病院経営幹部養成（研修受講） 
・業務改善に関する職員提案（８件） 
  （例）小児科病棟へのパソコン設置 

自己評価 ４ ボトムアップで、予算や業務、診療など、多様な業務改善の取り組み 
特に予算施策提案には多くの提案あり 
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平成２４年度 業務実績小項目 自己評価 

資料 ７９頁 第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 経常収支の黒字の達成            ★重点ウエイト小項目 

年度計画 ア 診療報酬の改定に対して迅速に対応し、診療報酬を確保 
イ 委託業務のさらなる節減 

業務実績 ア入院・外来収益は、117.7億円 （+9.2億円） 
  経常損益 6.8億円の単年度黒字 
  （主な内容） 
   ・24年度の診療報酬改定において、積極的に施設基準を取得したことに 
    よるＤＰＣ医療機関別係数のアップ 
   ・救急応需や手術件数増加による手技料のアップ 
   ・請求事務の精度向上による診療報酬アップ 
 
イ 電子カルテの更新によるランニングコストの削減 ▲１億円/年 
  委託業務の見直しによるコスト削減 
   ・設備運転監視・警備業務▲1,700万円 
   ・ＳＰＤ（物品管理）業務▲1,200万円 
 
  経常収支比率  H23年度 92.0％⇒H24年度 103.7％ 

  経常損益  H23年度 ▲10.9億円⇒H24年度 6.8億円（+17.7億円）  

自己評価 ５ 単年度収支の黒字化（経常損益6.8億円） 
法人移行により、財政の弾力化を示す経常収支比率が大幅に改善 
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平成２４年度 業務実績小項目 自己評価 

資料 ８２頁 ２ 収入の確保と費用の節減 
（１）収入の確保 

年度計画 イ 手術枠の柔軟な運用や日帰り手術の推進、麻酔科医師の確保等 
  による手術件数の増 
オ 請求の精度向上のため、医事委託業務の仕様を見直し 
カ 分かりやすい診療報酬データを医療現場に発信 

業務実績 イ 手術枠の弾力的運用、及び麻酔科医の増員（常勤３人体制）による手術件 
  数の増加 
   手術件数 H23年度 3,169件 ⇒H24年度 3,527件  
   日帰り手術件数 眼科：147件、形成外科：102件 
オ 医事業務の委託契約のうち入院分のレセプト点検を、当院が直接命令・指 
  導を行える人材派遣に変更 
  診療情報管理士３人を正規職員化し、人材派遣による診療情報管理士の 
  業務を指導する体制に変更 
  請求事務の精度向上のため、医事課職員がＤＰＣコーディングを実施 
    入院単価 H23年度 51,954円 ⇒ H24年度 56,032円 （＋4,078円） 
    外来単価 H23年度 15,254円 ⇒ H24年度 16,760円 （＋1,506円） 
カ 翌月10日には院内の幹部会議に例月の業務状況・収支状況の速報値を提 
  示し、課題にタイムリーに対応 

自己評価 ４ 医事業務の体制強化や手術件数の増加による診療報酬の増加 
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平成２４年度 業務実績小項目 自己評価 

資料 ８７頁 （２）費用の節減 

年度計画 ア 診療材料購入契約の一括化による費用の削減及び契約事務の簡 
  素化 
イ 検査試薬の購入の一元化による臨床検査業務の費用削減 
ウ 委託業務の節減 

業務実績 ア 物品調達先50社の一括化による契約事務の軽減 
  診療材料一括購入契約によるコスト削減 ▲5,200万円/年 
  高額医療材料の購入コスト削減 ▲1,300万円/年 
  物品管理（SPD）業者の変更による預託在庫の負担軽減 
                             ▲6,000万円/年 
イ 検査試薬購入方法を単価契約に変更したことによる試薬代の削減                
                             ▲1,400万円/年 
ウ 委託業務の見直しによるコスト削減 
   ・設備運転監視・警備業務▲1,700万円 
   ・ＳＰＤ業務▲1,200万円 
 
   材料費対診療収入比率 H23年度 24.6％ ⇒ H24年度 24.2％ 
   経費対診療収入比率  H23年度 23.5％ ⇒ H24年度 18.4％ 
   職員給与費対医業収益比率  H23年度 58.3％ ⇒ H24年度 55.7％ 
   労務費対医療収益比率  H23年度 72.6％ ⇒ H24年度 66.3％ 

自己評価 ４ 材料費の削減効果大 
医業収益の増に比べ、経費・労務費などのコスト増を抑制 



平成２４年度の全体的な状況 
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今後の課題 

①経営基盤の安定化 
  特に大型の投資が必要となる新病院の開設に向け、引き続き経営基盤の安 
 定に取り組む 
 

②質の高い医療の提供 
 堺市二次医療圏の中核病院として、高度専門医療を提供 
  医療環境の変化や高齢化など、地域ニーズの変化に対応した医療の提供 
 

③人材の確保・育成 
 専門資格や技術を有する医療スタッフの確保・育成 
 

④新病院に向けた計画的な準備 
  救命救急センターなど診療機能の拡充に伴う診療体制を検討 
  必要なスタッフの確保・育成 
  新病院本体及び職員宿舎の整備 

経営幹部がリーダーシップを発揮し、職員一丸となって取組む 
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平成27年3月1日の開院をめざします！ 

新病院の整備事業 



ときはま線 

職員宿舎 
 

新病院 
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泉北2号線 

新病院 位置図 
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 売買契約（平成２４年２月２４日） 

  ○ 後利用事業者 医療法人 清恵会 
 

 確認書の締結（平成２５年６月２８日） 

  ○ 引渡し期日 平成２７年４月３０日 

       （平成２７年３月１日 新病院開設予定） 

 
 

現病院の引き渡し 


