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地方独立行政法人堺市立病院機構 第２期 中期目標・中期計画（案）の比較 

堺市立病院機構 第 2期 中期目標  堺市立病院機構 第 2期 中期計画（案） 

前文  

地方独立行政法人堺市立病院機構（以下「市立

病院機構」という。）は、平成 24年 4月の法人設

立以降、市立堺病院を運営し、地域の中核病院と

して診療機能の充実を図り市民の健康増進に寄

与するとともに、救急医療やがん診療などの高度

専門医療の提供を行っている。 

第 1期中期目標期間においては、理事長及び院

長のリーダーシップのもと職員が一丸となり、安

全・安心で質の高い医療サービスの提供に努める

とともに、地方独立行政法人制度の特長を活か

し、柔軟かつ迅速な意思決定により、効率的・効

果的な病院運営が行われている。また、救命救急

センターを含む新病院の整備については、平成 27

年 7 月の開院に向けて取り組みが進められてい

る。 

国においては医療と介護の連携や社会保障・税の

一体改革による、病床の機能分化の再編を推進し

ており、医療を取り巻く環境は大きく変革しよう

としている。 

このような中、第 2期中期目標の策定にあたっ

ては、（仮称）堺市立総合医療センターを開設し、

堺市医療圏で唯一の救命救急センターの運用開

始となることから、三次救急を含めた救急医療の

推進及び急性期医療を担う病院として医療水準

のさらなる向上と、多職種が連携するチーム医療

の実施など質が高く安全・安心で信頼される医療

を提供するとともに、引き続き、職員の人材育成

ややりがいを持ち働きやすい職場環境の整備を

期待する。 

市立病院機構にあっては、引き続き、市立堺病

院のこれまでの理念を継承し、地域の医療機関と

の連携及び役割分担のもと市民の健康の維持や

健康寿命の延伸などに寄与するとともに、市民及

び患者へのサービスの向上と効率的な病院運営

を行い安定した経営基盤の確立を求め、ここに市

立病院機構に示す基本的な方針である第 2期中期

目標を定める。 

 

前文 

地方独立行政法人堺市立病院機構（以下「市立病院機

構」という。）は、「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。」との

基本理念のもと、市立堺病院を運営してきた。 

第１期中期計画では、市立病院としての役割を果たすた

め、地域医療機関との連携及び役割分担のもと、救急医

療やがん診療をはじめとした高度専門医療など、真に地

域に必要な医療を安定的かつ継続的に提供するととも

に、良質な療養環境の整備など患者サービスの向上に積

極的に取り組んできた。 

経営面においても、地方独立行政法人制度のメリット

を十分に活かした体制整備と効率的かつ効果的な病院

運営を市立病院機構職員が一丸となって、取り組んだ結

果、初年度より経常収支が目標を上回るなど、３か年連

続の大幅な経常黒字を達成する見込みである。 

第２期中期計画では、計画初年度に救命救急センター

を含む（仮称）堺市立総合医療センターの開院が予定さ

れており、更なる診療機能の充実と医療環境の変化に的

確に対応した医療の提供に努めるとともに、これらを担

う人材の確保や育成及び環境整備を戦略的に進めてい

く。また、経営面においても、引き続き効率的な病院運

営を行い、安定した経営基盤の確立に努める。 

また、超高齢化の進展に伴う、医療と介護の連携など

の医療施策の動向や医療需要の変化に対しても柔軟か

つ的確に対応するほか、更なる医療水準の向上、患者・

市民へのサービスの向上に取り組むことにより市民の

健康の維持と健康寿命の延伸に寄与することをめざし、

ここに第２期中期計画を定める。 

資料３ 
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堺市立病院機構 第 2期 中期目標  堺市立病院機構 第 2期 中期計画（案） 

第１ 中期目標の期間 第１ 中期計画の期間 

中期目標の期間は、平成２７年４月１日から 

平成３２年３月３１日までの５年間とする。 

中期計画の期間は、平成２７年４月１日から平成３２

年３月３１日までの５年間とする。 

第２ 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事項 

第２ 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事項 

１ 市立病院として担うべき医療 １ 市立病院として担うべき医療 

（１）救命救急センターを含む救急医療 （１）救命救急センターを含む救急医療 

ア 市内、唯一の救命救急センターの円滑な運

営に努め、二次救急で対応が困難な重篤な患

者に対して、２４時間３６５日、三次救急医

療を提供すること。 

ア 地域完結型医療を推進し、救急医療の最後の砦を

めざす。 

・二次・三次救急医療体制が一体となった、精神疾病

を伴う総合的な救急医療を２４時間３６５日提供

し、市民の生命と健康を守る。 

・救命救急センターとして、厚生労働省の示す評価項

目の強化を図り、質の高い三次救急医療を提供す

る。 

イ 市内の救急告示病院との適切な役割分担

のもと、２４時間３６５日、二次救急医療体

制の維持に取り組むとともに、二次・三次の

一体的運用による救急医療のさらなる充実

を行うこと。 

イ 地域全体として円滑な救急応需体制を構築する

ため、地域医療機関と緊急度や病態に応じた役割分

担を明確にし連携を図る。 

ウ 堺市消防局の救急ワークステーションと

の連携によりメディカルコントロール体制

において中心的な役割を果たすこと。 

ウ メディカルコントロール体制において指導的役

割を担うとともに、救急ワークステーションと一体

となって効果的な病院前医療体制の充実を図る。 

  

 

 

 

 

 

 

（２）小児医療・周産期医療 （２）小児医療・周産期医療 

ア 地域医療機関との連携と役割分担に基づ

き小児医療及び周産期医療を提供するとと

もに、充実を図ること。 

ア 地域医療機関との連携及び役割分担を図り、市内

における小児・周産期医療を安定的に提供する。ま

た、安心して子どもを産み育てられるように質の高

い医療を提供する。 

イ 小児救急医療については、初期救急医療を

担う（仮称）堺市こども急病診療センターや

他の病院群輪番病院との連携と役割分担の

もと、２４時間３６５日、二次救急医療体制

を確保すること。 

イ 小児救急医療については、（仮称）堺市こども急

病診療センターや他の小児二次救急医療機関等と

更なる連携強化、機能分化を図り、２４時間３６５

日、持続可能な小児救急医療体制を整備し、小児二

次救急医療を安定的に提供する。 

 

目標指標 25年度実績 31年度目標

救急搬送受入件数 6,834件 9,000件

関連指標 25年度実績

重度外傷応需率 －

重度疾病応需率 －

ウォークイン件数 8,982件
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堺市立病院機構 第 2期 中期目標  堺市立病院機構 第 2期 中期計画（案） 

  

 

 

 

（３）感染症医療 （３）感染症医療 

第一種及び第二種感染症指定医療機関とし

て、 感染症患者の受入体制の維持、感染症に

関する関係法令や市の計画などに基づく適切

な対応など、地域の感染症医療における中核的

な役割を果たすこと。 

新興感染症等発生時には、第一種及び第二種感染症

指定医療機関として、行政や地域医療機関との連携を

図りながら速やかな患者の受入れ体制の整備を図る。

また、非常時にも継続して医療を提供できるように平

時から全職員に対し、学習会を開催する等、危機対応

能力を高め、パンデミックに備えた万全な体制を維持

する。 

（４）災害その他緊急時の医療 （４）災害その他緊急時の医療 

災害その他緊急時には、災害拠点病院とし

て、堺市地域防災計画等に基づく対応を的確に

行うことはもとより、自らの判断で医療救護活

動を実施すること。また、大規模な災害や事故

の発生に備えた訓練の実施と物資の備蓄等を

行うこと。 

南海トラフ巨大地震等大規模災害時には災害拠点

病院として、堺市地域防災計画に基づき関係機関と連

携、協力を図りながら患者の受入れや医療スタッフの

派遣等、迅速かつ的確な対応を行う。 

非常時にも継続して医療を提供できるよう、平時か

ら、各種訓練を実施するなど、職員の危機対応、管理

能力の向上を図る。また、災害対策マニュアルの点検

や必要物品等の備蓄確認を徹底し、災害に備えた万全

な体制を維持する。 

  

 

 

２ 高度専門医療の提供 ２ 高度専門医療の提供 

（１）がんへの対応 （１）がんへの対応 

がんは、市民の疾病による死亡の最大の原因

であり、その対策が市民の生命及び健康にとっ

て重大な問題となっていることから、科学的な

知見に基づく適切で良質な医療提供を行うこ

と。また、地域がん診療連携拠点病院としてが

ん診療の質的向上に努めるとともに、地域の医

療機関と連携し、がん相談や情報提供を行うこ

と。さらに、市が実施するがん対策等に関する

施策に協力し、がん予防に寄与すること。 

地域がん診療連携拠点病院として、科学的な知見に

基づき、手術・放射線療法・化学療法を効果的に組み

合わせた集学的治療を提供し、地域のがん診療の連携

協力体制の強化に努める。 

がんリハビリテーション、セカンドオピニオンの推

進、がん患者に対する相談支援、緩和ケア医療の充実

及び情報提供を積極的に行い、がん医療の質的向上を

図る。また、がん検診等の予防対策にも積極的に取り

組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （※）1月～12月実績 

目標指標 25年度実績 31年度目標

小児救急搬送受入件数 1,452件 1,500件

小児救急紹介件数 325件 400件

分娩件数 482件 500件

関連指標 25年度実績

災害訓練回数 11回
　うち院外訓練 7回

目標指標 25年度実績 31年度目標

化学療法調製件数 8,906件 8,500件

放射線治療延件数 5,953件 6,450件

悪性腫瘍手術件数 827件 1,000件

がん登録件数（※） 1,353件 1,450件
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堺市立病院機構 第 2期 中期目標  堺市立病院機構 第 2期 中期計画（案） 

  

 

 

 

 

 

 

（２）脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病への対応 （２）脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病への対応 

脳卒中、急性心筋梗塞及び糖尿病への取り組

みは、地域の医療機関との連携、役割分担のも

と、高度専門医療を提供すること。 

脳卒中をはじめとした脳血管障害については、脳血

管内治療を強化し、急性心筋梗塞については、集中治

療室の機能を充実するとともに、引き続き、ハートコ

ール等による２４時間体制の受入れを行う。また、糖

尿病に関しては、地域連携パスの利用を促進する等、

生活習慣病対策を強化するほか、糖尿病合併症につい

ても、関係診療科との連携を図りながら取り組む。 

  

 

 

（３）高度専門医療の推進 （３）高度専門医療の推進 

ア 地域の中核病院として医療の更なる高度

専門化に対応した医療を提供すること。 

ア 地域における中核病院として、専門外来、各診療

センターの機能強化、低侵襲手術への積極的な取組

み等を行う。また、最先端機器や高度設備の充実を

図る。 

イ 新しい治療法を開発するための臨床研究

及び新薬の治験の推進に取り組むこと。 

イ 基礎研究の成果を臨床の実用化につなげ、医薬品

や医療機器の創出をめざし、臨床研究及び治験の推

進環境（体制）に更なる充実を図る。また、医療需

要の変化に応じて、他の医療機関では提供できない

医療に適切に対応するほか、先進医療等にも積極的

に取り組む。 

  

 

 

 

３ 安全・安心で信頼される患者中心の医療の 

提供 

３ 安全・安心で信頼される患者中心の医療の 提供 

（１）医療安全対策の徹底 （１）医療安全対策の徹底 

医療事故に関する情報の収集と分析を行い、

医療事故の予防及び再発防止に取り組むこと。

また、院内感染防止対策の確実な実施などによ

り医療安全対策を徹底すること。 

全職員が患者の安全を最優先に、万全な対応を行う

ことができるよう、医療安全に関する情報の収集や分

析を行うほか、医療事故を未然に防ぐ活動にも積極的

に取り組み、医療安全対策の徹底及び安全文化を醸成

する。 

院内で発生したインシデント・アクシデントについ

関連指標 25年度実績

がんリハビリ実施件数 －

がん相談件数 2,277件

緩和ケアチーム新規介入件数 350件

セカンドオピニオン対応件数

当院から他院 　51件

他院から当院 　19件

関連指標 25年度実績

脳卒中クリニカルパス実施件数 20件

ｔ-ＰＡ治療実施件数 1件

関連指標 25年度実績

腹腔鏡（胸腔鏡）下手術件数 562件

治験実施件数 19件

先進医療届け出件数 3件
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堺市立病院機構 第 2期 中期目標  堺市立病院機構 第 2期 中期計画（案） 

ての報告を強化するとともに、その内容を分析し、全

職員に周知することにより、再発防止に取り組む。 

感染管理医師、感染管理看護師を中心に、感染に関

する情報発信を積極的に行う。また、複数の医療従事

者から構成するチーム（ICT）による院内ラウンドを

実施し、院内での感染状況の評価や感染対策を的確に

行う。 

  

 

 

（２）医療の質の向上 （２）医療の質の向上 

  診療科の枠を越えた多職種が連携するチー

ム医療や医療センターの機能の充実、強化を行

うこと。また、クリニカルパスの充実による医

療の質の標準化及びクリニカルインディケー

ターの活用による客観的評価を行い、医療の見

える化に取り組むこと。 

医師・看護師及びメディカルスタッフ等がチームを

編成し、最適な医療を提供する体制を一層強化する。 

質の高い医療を提供するため、DPCデータを用いた

クリニカルパスの作成や、クリニカルインディケータ

ー（臨床評価指標）の分析評価を行い、医療の質を継

続的に管理できる体制を確立するため IT 化を推進す

る。 

  

 

 

（３）法令・行動規範の遵守（コンプライアンス） （３）法令・行動規範の遵守（コンプライアンス） 

医療法をはじめとする関係法令の遵守はも

とより、行動規範と倫理に基づく適正な病院運

営、個人情報の保護と管理の徹底を行うこと。 

患者及び市民からの信頼を確保するため、職員一人

ひとりが医療提供者であるという意識を持ち、医療法

をはじめ、関係法令の遵守を徹底する。 

法令及び行動規範の遵守を全職員が認識及び実践

するため、周知徹底を図る。 

（４）患者の視点に立った医療の実践 （４）患者の視点に立った医療の実践 

医療の中心は患者であることを常に認識し

全ての患者の権利と人格を尊重するとともに、

インフォームド・コンセントの徹底や患者の視

点に立った環境整備に努め、心の通う医療を提

供すること。また、地域で果たす役割や医療機

能などについて、患者ニーズに合った情報発信

を積極的に行うこと。 

市立病院機構の理念に基づき、安心・安全で心の通

う医療を提供する。 

患者中心の医療を常に実践し、インフォームド・コ

ンセントを徹底するとともに、医療相談についても患

者の視点に立って対応する。 

当院の特色や疾患の治療方針、地域医療機関との連

携状況、さらには高度急性期病院としての機能や役割

について患者及び市民に対し、情報を積極的に発信す

る。 

  

 

 

（５）患者サービスの向上 （５）患者サービスの向上 

患者が満足し、患者に選ばれる病院づくり 患者やその家族が院内で快適に過ごせるよう、総

関連指標 25年度実績

医療安全研修実施件数 7回

医療安全研修参加延人数 880人

関連指標 25年度実績

相談窓口に寄せられた相談件数 16,287件

接遇研修回数 6回

関連指標 25年度実績

クリニカルパス適用率 46.8%

クリニカルパス数 174件
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堺市立病院機構 第 2期 中期目標  堺市立病院機構 第 2期 中期計画（案） 

をめざし、患者の視点に立ったサービス向上

に取り組むこと。 

合的な待ち時間対策や療養環境の整備、安全かつ良

質な入院食の提供等、安らぎと楽しみを与えられる

取組みを実施し、患者サービスの向上を図る。 

患者満足度調査や投書箱に寄せられた意見等に

より患者ニーズを把握し、必要な改善を行う。また、

ボランティアと協働し、患者の視点に沿った病院づ

くりを進める。 

  

 

 

 

 

 

４ 地域への貢献 ４ 地域への貢献 

（１）地域の医療機関との連携推進 （１）地域の医療機関との連携推進 

ア 市立病院として担うべき医療機能を発揮

し地域での役割を果たすため、紹介された患

者の受入と患者に適した医療機関への積極

的な紹介や開放病床の利用促進を行い、地域

の医療機関との連携や協力を推進すること。 

ア 地域医療機関のニーズを把握し、地域医療支援病

院としての役割に応じた患者の紹介・逆紹介を行う

とともに、地域連携パスの活用、持参薬情報の共有、

高度医療機器の共同利用促進等、病病・病診連携を

より一層推進するとともに、後方支援病院の確保に

努める。 また、オープンカンファレンスや研修会

を開催し、顔の見える地域連携を実現する。 

イ 在宅医療については、関連機関との連携強

化を推進し、病院の機能に応じたネットワー

クの構築に努めること。 

イ 疾病を抱えていても在宅で生活を送れるよう、地

域の関係機関との連携体制を構築し、切れ目のない

医療を提供するとともに、在宅患者の急変時には、

診療の支援が行える体制を整備する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域での医療従事者の育成 （２）地域での医療従事者の育成 

医療専門職の養成や医療従事者の育成に貢

献すること。 

救急医療及び急性期医療に加え、地域医療等を学ぶ

場として、医学生、看護学生、薬学部学生をはじめと

した、医療系学生の実習等を積極的に受け入れる体制

を充実し、地域における優秀な人材の育成と医療の質

向上に貢献する。 

目標指標 25年度実績 31年度目標

患者満足度調査結果 入院　82.0% 入院　90.0％

（満足の割合） 外来　71.0% 外来　80.0％

関連指標 25年度実績

投書箱に寄せられた件数 155件

目標指標 25年度実績 31年度目標

紹介率 64.4% 68.0%

逆紹介率 56.5% 75.0%

地域の医療従事者への研修会実施回数 23回 30回

関連指標 25年度実績

地域連携クリニカルパス数 12件

地域連携パス適用患者数 217件

開放型病床利用率 74.7%
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堺市立病院機構 第 2期 中期目標  堺市立病院機構 第 2期 中期計画（案） 

臨床教育支援センターの機能を強化し、初期研修及

び後期研修を連動させたシームレスな医療人育成シ

ステムの充実を図る。 

  

 

 

 

 

 

（３）医療、保健、福祉、教育などの行政全般

等との連携と協力 

（３）医療、保健、福祉、教育などの行政全般等との

連携と協力 

ア 市民の健康維持や健康寿命の延伸に寄与

するため、市と連携や協力し、予防医療の推

進に努めること。また、健康に関する保健医

療情報の発信及び啓発に取り組むこと。 

ア 市民の健康維持や健康寿命の延伸に寄与するた

め、市民公開講座の開催、ホームページの活用、広

報誌等を通じて情報を発信し、健康診断、予防接種

など予防医療の推進に努める。 

イ 市立病院として、医療、保健、福祉、教育

などの行政全般等との連携に努めること。 

イ 市立病院として、医療、保健、福祉、教育など行

政機関との連携及び、施策の推進に努める。 

  

 

 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

１ 効率的・効果的な業務運営 １ 効率的・効果的な業務運営 

（１）自律性・機動性の高い組織づくり （１）自律性・機動性の高い組織づくり 

適切な権限配分と効率的な業務運営を図る

こと。また、患者動向や医療需要等の変化に即

した効果的な医療提供体制の整備に努めるこ

と。 

戦略的な経営を行うため、理事会や経営幹部会を継

続的に開催するとともに、理事長をはじめ院長や各部

門長の権限の明確化や経営企画機能の強化を図り、安

定した経営に寄与する。また、医療を取り巻く環境の

変化に迅速に対応し、より質の高い病院運営ができる

体制を確立し維持する。 

（２）質の高い経営 （２）質の高い経営 

各部門の業務分析や損益分析等により現状

把握を行い、ＰＤＣＡサイクルによる目標管理

の徹底を行うこと。また、戦略的な病院経営を

めざし、経営に関する企画立案機能の強化を図

ること。 

全職員、特に、診療科部長や部門長が目標及び課題

を共有し、PDCA サイクルを確実に行うことやリスク

マネジメント体制を構築することにより、経営改善に

取り組み、長期的視点に立った質の高い経営を進め

る。 

更なる高齢化の進展、診療報酬の改定等、病院運営

を取り巻く外部環境に迅速かつ、的確に対応するた

め、戦略的な経営を行う。 

病院経営に関する知識・経験を有する人材を計画的

に採用するほか、優れた人材を育てる。 

関連指標 25年度実績

医学生実習受入人数 30人

看護学生実習受入人数 329人

薬学部生実習受入人数 20人

研修医による学会発表件数 0.63件/人

指導医講習会受講済者数 31人

関連指標 25年度実績

市民公開講座の開催回数 16回

市民公開講座の参加延人数 738人



    

 

8 

 

堺市立病院機構 第 2期 中期目標  堺市立病院機構 第 2期 中期計画（案） 

（３）外部評価等の活用 （３）外部評価等の活用 

監事や会計監査人による監査結果などを活

用し、効率的かつ効果的であり、また市民目線

を活かした業務改善を図ること。 

監事や会計監査人による監査結果等を活用し、より

戦略的な業務改善及び効率化を図る。 

市民の目線に立って業務を点検し、業務改善を行

う。 

２ やりがいを感じ、働きやすい病院づくり ２ やりがいを感じ、働きやすい病院づくり 

（１）職員のキャリアアップにつながる人事・

給与制度の整備 

（１）職員のキャリアアップにつながる人事・給与制

度の整備 

職員の業績や能力を的確に反映し、職員のモ

チベーションの向上や人材育成につながる客

観的な評価制度の整備、運用を行うこと。また、

職員のキャリアアップを支援し、職員一人ひと

りが「やる気と誇り」を持って働くことができ

る環境整備を行うこと。 

職員のモチベーション向上と組織の活性化を図る

ため、職員及び組織の業績や貢献度等を総合的に評価

し、病院経営の実績も加味しつつ、職員の努力が反映

できる人事給与制度を構築する。 

人材育成方針のもと、職員のキャリアアップの支援

など、働きがいのある職場環境づくりを進める。 

（２）働きやすい職場環境の整備 （２）働きやすい職場環境の整備 

職場環境の改善やワーク・ライフ・バランス

の推進に取り組むこと。家庭と仕事を両立し、

子育てをしながら安心して働くための支援の

充実に努めること。 

短時間労働時間制や院内保育の拡充など、子育て支

援等の充実により、育児等を行う職員が安心して働け

るよう支援する。また、復職時の支援体制を整備し、

仕事と生活の調和のとれた柔軟で働きやすい職場環

境づくりを進める。 

職場におけるメンタルヘルス・ハラスメントに関す

る相談窓口を充実し、利用を促進することで、職員の

心の健康のための取組みを進める。 

第４ 財務内容の改善に関する事項 第４ 財務内容の改善に関する事項 

１ 安定した経営基盤の早期確立 １ 安定した経営基盤の早期確立 

安定した経営基盤を確立するため、収入の確

保と費用対効果に基づく効果的な費用節減に

取り組み、早期に経常収支を黒字にすること。 

市立病院としての役割を果たすとともに、増収対策

及び費用の合理化により、安定した経営基盤を維持

し、より自立した経営を行う。 

医療を取り巻く環境の変化に迅速に対応できるよ

う、的確な経営分析を進めるとともに、地方独立行政

法人のメリットを生かした、機動的かつ柔軟な病院経

営を行うことにより、安定的な経常収支及び資金収支

の維持を図る。また、診療材料及び医薬品は、市場調

査に基づく価格交渉の継続実施や在庫管理の徹底、多

様な契約手法の活用等により、一層の費用の削減を進

める。 

未収金の発生を未然に防止するとともに、発生した

未収金については、定期的な督促や債権回収委託の活

用等、早期回収に努める。 
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第５ その他業務運営に関する重要事項 第５ その他業務運営に関する重要事項 

１ 環境にやさしい病院運営 １ 環境にやさしい病院運営 

省資源及び省エネルギーに取り組み、低炭素

社会の形成に寄与する環境にやさしい病院運

営に努めること。 

省エネルギー化やゴミ分別の徹底及びリサイクル

の推進による廃棄物の減量等により、温室効果ガスの

削減に取り組む等、環境負荷軽減を図り、環境にやさ

しい病院づくりを行う。 

  

 

 

 

 

 ２ 新病院の整備及び運営に関する取組 

 新病院の整備については、災害対策も含めた着実な

事業を進めるほか、新病院の概要や医療機能など、積

極的に市民や医療関係者等に情報発信を行う。 

新病院の運営については、機能拡充を含む医療の提

供をいち早く確立するとともに、早期の経営の安定化

を図る。 

「第６ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画」以降、省略 

関連指標 25年度実績

電気使用量 8,338,810 kWh

ガス使用量 1,687,544㎥

水道使用量 99,424㎥

目標指標 25年度実績 31年度目標

経常収支比率 102.9% 103.0%

一般病床利用率 89.7% 88.5%

平均在院日数 12.2日 9.8日

新入院患者数 11,911人 14,363人

手術件数 4,035件 5,000件

全身麻酔件数 1,944件 2,500件

後発医薬品採用率（数量ベース）（※） 34.4% 70.0%

入院延患者数 157,132人 155,125人

外来延患者数 188,426人 196,000人

窓口負担金の収納率 99.3% 99.4%

※25年度実績は新計算方式での算出が困難なため、旧計算方式で記載

関連指標 25年度実績

患者1人1日当たり入院単価 57,484円

患者1人1日当たり外来単価 17,631円

給与費対診療収入比率 56.1%

材料費対診療収入比率 25.8%

経費対診療収入比率 19.4%


