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はじめに 

 

川崎市では、平成 21 年度から 23 年度までを計画期間とした「第２次川崎市病院

事業経営健全化計画」を策定し、同計画に基づき、職員が一丸となって、質の高い

安全で安心な医療の提供と強固な経営基盤の確立に向けた取組を推進してきまし

た。その結果、原則として受入れを断らない救急医療システム（ＥＲ）の着実な運

用や新生児集中治療管理室＊（ＮＩＣＵ）の再開・拡充など、救急医療、小児・周

産期医療等の充実による医療提供体制の確立を図るとともに、平成 22 年度におい

ては、診療報酬増額改定等の好影響もあり、川崎病院、井田病院ともに経常収支＊

の黒字化を達成し、病院事業全体においても平成 17 年度以来５年ぶりに純利益を

計上するなど、一定の経営改善が図られたところです。 

しかしながら、わが国は世界一の長寿社会として少子高齢化が急速に進展する中

で、高度成長期に築かれた現在の社会保障制度が時代の要請に合わなくなってきて

います。こうした制度の見直しを図るものとして平成 24 年２月に閣議決定された

「社会保障・税一体改革大綱」においては、社会保障の安定財源確保と財政健全化

の同時達成への第一歩として、消費税率を平成 26 年４月に８％、平成 27 年 10 月

に 10％まで段階的に引き上げるとしており、また、医療・介護等においては、地域

の実情に応じたサービスの提供体制の効率化･重点化と機能強化を図るため、医療

サービス提供体制の制度改革や地域包括ケアシステムの構築に取り組むなどとし

ています。 

こうした国全体の大きな制度変更など、社会経済環境の不透明かつ困難な状況に

的確に対応するとともに、市立病院は、地域医療の模範となり、救急医療をはじめ

とした政策的医療、小児・周産期医療や高度・特殊医療などを継続的かつ安定的に

提供することにより、市民の生命と健康を守るという使命を果たすことが求められ

ています。そのためには、更なる医療の質の向上と経営基盤の強化を図る必要があ

り、その実現のため、市立病院の運営方針となる「第３次川崎市病院事業経営健全

化計画」をここに策定しました。本計画に基づき全力で病院運営に取り組んでまい

りますので、一層の御支援と御協力をお願い申し上げます。 
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第１章 これまでの経営健全化への取組状況と点検・評価  

 

１ これまでの経営健全化への取組と成果  

本市では、市立病院が質の高い安全で安心な医療を継続的かつ安定的に提供す

るという使命を果たすため、平成 21 年３月に平成 21 年度から３か年を計画期間

とした「第２次川崎市病院事業経営健全化計画」を策定し、これに基づき経営健

全化に向けた様々な取組を推進してきました。その結果、川崎病院は平成 21 年

度に、井田病院は平成 22 年度において、それぞれ経常収支の黒字化を達成しま

した。 

（１）これまでの経営健全化への取組 

 ア 医療機能の充実・強化 

川崎病院では、新生児集中治療管理室の再開・拡充や重篤救急患者の医療

確保に当たる救命救急センター＊の運営を行い、井田病院では、地域がん診

療連携拠点病院＊指定更新や県の救急病院の認定取得などに取り組むととも

に、再編整備計画を着実に推進してまいりました。 

また、医師・看護師等の確保に向けた取組を様々な機会をとらえ、積極的

に実施してまいりました。 

 イ 収入増加・確保対策 

病院収益の根幹となる診療報酬請求の精度の向上に努めるとともに、医療

の質の向上や経営の効率化を図るため、川崎病院では平成 21 年７月に、井

田病院では平成23年4月に、ＤＰＣ＊適用病院への移行を行いました。また、

救急患者の積極的な受入れや手術室の効率的な運用などにより、収入増加・

確保に努めるとともに、分娩料や文書料、非紹介患者初診加算＊料の見直し

を実施してまいりました。 

 

（２）経営健全化の成果 

＜直営２病院の経常収支＞ 

                             （単位：千円） 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

川崎病院 18,093 809,284 1,756,828

井田病院 ▲257,983 ▲648,601 121,857

 

２ 外部委員会による点検・評価 

「第２次川崎市病院事業経営健全化計画」では、経営指標の達成度に対し各病
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院において内部評価を行いました。 

さらに、その評価の客観性を確保するため、学識経験者や財務の専門家、医療

関係者で構成される川崎市立病院運営委員会を平成 22 年８月に新たに設置し、

本委員会から意見及び外部評価を受けました。 

 

＜経営指標評価結果・総括表＞ 

【平成 22 年度】 

 
※ 評価基準として、評価Ａは「当初目標値を大きく上回って達成した」、評価Ｂは「概ね当初目標値を達

成した」、評価Ｃは「当初目標値を達成できなかった」とした。 

 

 

目標値
内部
評価

外部
評価

目標値
内部
評価

外部
評価

質の高い安全で安心な医療の提供 更新認定 Ｂ Ｂ 継続 Ｂ Ｂ

95.0% Ｂ Ｂ 95.0% Ｂ Ｂ

85.0% Ｂ Ｂ 85.0% Ｃ Ｃ

231,070人 Ｂ Ｂ 120,085人 Ｂ Ｂ

445,410人 Ｂ Ｂ 138,024人 Ｃ Ｃ

40.0% Ａ Ａ 60.0% Ｃ Ｃ

11.0% Ａ Ａ 30.0% Ａ Ａ

86.0% Ａ Ａ 75.3% Ａ Ａ

101.5% Ａ Ａ 95.6% Ａ Ａ

52.5% Ａ Ａ 70.9% Ｂ Ｂ

91.7% Ｂ Ｂ 95.3% Ｂ Ｂ

87.6% Ｂ Ｂ 78.9% Ｂ Ｂ

46,681円 Ａ Ａ 34,005円 Ａ Ａ

8,951円 Ｂ Ｂ 11,967円 Ａ Ａ

14.6日 Ｃ Ｃ 17.0日 Ｃ Ｃ

6,500件 Ａ Ａ 1,073件 A A

評価Ａ

評価Ｂ

評価Ｃ

経営指標区分 経営指標

7

8

8,945円

15.3日

6,851件

入院延患者数

地域医療連携

強い経営体質

1 4

6

6(43.75%)

(50.00%)

(6.25%)

(37.50%)

(37.50%)

(25.00%)

35,543円

12,304円

17.8日

1,217件

34.3%

83.8%

101.7%

66.0%

51.1%

更新認定

92.0%

84.0%

227,382人

継続

95.0%

81.0%

病院機能評価の取得・継続

入院患者満足度

外来患者満足度

実績値

患者満足度の向上

外来延患者数

117,813人

123,455人

実績値

業務の効率化

川崎病院 井田病院

474,171人

42.2%

32.2%

95.2%

109.6%

49.0%

90.4%

86.3%

50,511円

93.3%

78.0%

紹介率

逆紹介率

医業収支比率

経常収支比率

平均在院日数（一般病床）

クリニカル・パス適用数

病床利用率（一般病床）

職員給与費対医業収益比率

病床稼働率（一般病床）

平均入院単価（一般病床）

平均外来単価
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第２章 第３次経営健全化計画の必要性 

 

１ 計画策定の背景 

全国の公立病院においては、これまでの度重なる診療報酬のマイナス改定、医

師、看護師等の不足などにより、経営状況が悪化するとともに、医療提供体制の

維持が極めて厳しい状況にあります。 

こうした状況の中、平成 22 年度の診療報酬改定は、全体でプラス 0.19％とな

るなど、平成 12 年度以来 10 年ぶりの実質引上げとなりました。 

しかしながら、世界的な経済危機に起因する社会経済状況の変化による市税収

入の大幅な減少や、東日本大震災の影響などの先行き不透明感から、本市財政の

大幅な回復は見込めない状況にあり、また、平成 21 年４月の「地方公共団体の

財政の健全化に関する法律」の全面施行により、地方公共団体は公営企業の抜本

的改革の推進と経営の健全化等にこれまで以上に取り組むことが必要とされ、さ

らに、今後、国においては社会保障制度や消費税率の見直しが見込まれているこ

となどから、本市病院事業においては、より企業の経済性を発揮した病院運営が

求められています。 

 

２ 第３次川崎市病院事業経営健全化計画策定の必要性 

総務省によると、全国の地方公共団体が経営する病院事業（地方公営企業法を

適用する病院事業）の平成 21 年度の経営状況は、40.5％が黒字、59.5％が赤字

となっており、また、これらの病院事業が有する自治体病院数は、国から「公立

病院改革ガイドライン」が示された平成 19 年度には 957 病院でしたが、地方独

立行政法人化、診療所化、民間譲渡等により、平成 21 年度には 916 病院に減少

するなど、その経営環境は依然、厳しい状況にあります。 

こうした状況の中で、市立病院が公立病院としての使命と役割を果たし、安

全・安心で良質な医療サービスを継続的かつ安定的に提供していくためには、更

なる医療の質の向上と経営改善に取り組んでいくことが必要であり、「第３次川

崎市病院事業経営健全化計画」を策定することといたしました。 
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第３章 計画の基本方針 

 

１ 計画の位置付け 

本計画は、「第２次川崎市病院事業経営健全化計画」の考え方を継承し、国の

「公立病院改革ガイドライン」において策定が求められた「公立病院改革プラン」

として位置付け、また、平成 23 年３月に策定された「新総合計画川崎再生フロ

ンティアプラン第３期実行計画」及び「川崎市新たな行財政改革プラン～第４次

改革プラン～」との整合性を持たせるものとします。 

 

２ 策定方針 

引き続きより健全な病院運営を目指すとともに、公営企業の本来の目的である

「公共の福祉の増進」をより推進するため、次の８つの視点を本計画の策定方針

とします。 

（１）「新総合計画川崎再生フロンティアプラン第３期実行計画」の基本施策に掲

げた「信頼される市立病院の運営」の実現  

市民の医療ニーズに対応したサービス提供と各病院の専門性の向上等を目的

とした「医療の質及び患者サービスの向上」と、強固な経営基盤の確立と効率

的な病院経営を目的とした「安定的な病院事業の推進」の２つの観点からの取

組を推進します。（⇒第５章） 

 

（２）「公立病院改革ガイドライン」に沿った総合的な経営改革の推進  

「公立病院改革ガイドライン」により各自治体に策定を求めている「公立病

院改革プラン」に位置付けます。（⇒第３章 １、４） 

 

（３）中長期的な方向性を踏まえた取組の推進 

医療機能の強化・拡充に伴う建物や医療機器等の設備整備、あるいは全国的

な医師・看護師不足の状況下における医療人材の確保など、ハード、ソフトの

両面から中長期的な視点で取組を推進します。（⇒第５章 ３(１)イ、(２)カ、

(３)ア） 

 

（４）一般会計繰入金の縮減を目指した取組の推進 

本市の今後 10 年間の収支見通しは、一般財源ベースで毎年 150 億円から 200

億円前後の収支不足が見込まれるなど、厳しい財政状況が継続することが想定

されることから、より効率的に病院運営を行うことなどにより一般会計繰入金

の縮減を目指します。（⇒第４章 ２） 
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（５）保健医療計画の推進と市民ニーズに基づいた医療の提供  

保健医療計画は「地域の実情に応じた適切な医療提供体制の確保」を目的と

しており、“公共の福祉の増進”を目的とする病院事業（公営企業）が果たすべ

き役割は重要なものとなっています。そのため、保健医療計画をより的確に実

行し、刻々と変化する市民の医療ニーズに迅速かつ的確に対応するための取組

を推進します。（⇒第５章 ３(１)） 

 

（６）職員が働きやすい魅力ある病院づくりの推進  

労働集約型産業に位置付けられる病院では、医師、看護師をはじめとした様々

な職種の職員がチーム医療を実践することにより、患者が必要とする適切な医

療サービスを提供しています。そのため、個々の職員の能力が 大限に発揮さ

れることが不可欠となることから、職員が働きやすい魅力ある病院づくりを目

指します。（⇒第５章 ３(２)カ） 

 

（７）環境に配慮した取組の推進  

川崎市環境基本条例（平成３年条例第 28 号）において「施策を実施するに当

たっては、環境への影響を配慮し、良好な環境の保全及び創造に努めなければ

ならない」ことを市の責務としており、病院事業においても、公営企業として

「企業の経済性の発揮」を目指した病院経営を重視しつつ、可能な限り環境に

配慮した取組を推進します。（⇒第５章 ３(２)オ） 

 

（８）目標指標とその達成に向けた具体的な取組との連動及び部門ごとの取組目標

設定 

目標指標の達成のためには、その目標を組織全体で情報共有し、職員一人ひ

とりの現状認識と課題解決に向けた取組への理解と行動が必要です。そのため、

目標指標とその達成に向けた具体的な取組との関係性を明確にするとともに、

それらの取組に対する達成目標を部門ごとに掲げるものとします。（⇒第５章 

３） 

 

３ 計画期間 

平成 24 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までの３か年とします。 

 

４ 病院事業の基本的な方向性 

（１）経営形態の見直しについて 

「公立病院改革ガイドライン」では、民間的手法の導入を図る観点から地方

独立行政法人や指定管理者制度の導入など経営形態の見直しを求めています。
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本市病院事業の経営形態は、現在、地方公営企業法の全部適用となっています

が、第２次川崎市病院事業経営健全化計画の着実な推進などにより、川崎病院

は平成 21 年度に、井田病院は平成 22 年度に、それぞれ経常収支の黒字化を達

成し、また、平成 22 年度には、直営２病院及び指定管理者制度を導入してい

る多摩病院を含めた病院事業会計全体で単年度収支の黒字化を果たすなど、一

定の成果をあげてきたことなどから、計画期間内は、現行の経営形態を継続す

ることを基本といたします。 

しかしながら、今後、他都市の動向も踏まえながら、他の経営手法の検証・

研究に取り組んでいきます。 

 

（２）再編・ネットワーク化について 

   「公立病院改革ガイドライン」では、再編・ネットワーク化については、

二次保健医療圏＊単位で検討するものとされており、川崎病院と井田病院は川

崎南部保健医療圏、多摩病院は川崎北部保健医療圏にそれぞれ属しています。

地域における医療資源の適正配分や医療提供体制を踏まえ、市立病院は現状

の３病院体制を維持するものとします。 
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第４章 市立病院の果たすべき役割と一般会計負担の考え方 

 

１ 市立病院の果たすべき役割 

市立病院は地域の基幹病院または中核病院として、公共の福祉の増進と経済性

の発揮を基本としながら、高度・特殊・急性期＊医療や、救急医療等を継続的か

つ安定的に提供し、また、災害医療拠点病院＊としての役割や研修教育等の医療

行政施策を推進してきました。今後も、市立３病院の機能分担を踏まえて、次の

役割を担っていきます。 

（１）川崎病院 

   市の基幹病院として、高度・特殊・

急性期医療、救命救急センター、地域

周産期母子医療センター＊を含めた救

急医療を中心に、小児から成人・高齢

者・妊産婦等の医療を提供し、市内唯

一の感染症病床を有するとともに、南

部地域における災害医療拠点病院とし

ての役割を担うほか、臨床研修指定病

院＊として医師の育成を行うなど、地域

医療水準の向上に寄与します。 

 

（２）井田病院 

   南部地域の中核病院・地域がん診療

連携拠点病院として、増大するがん等

の成人疾患医療、救急医療、緩和ケア＊

医療、市内唯一の結核医療などを担い

ます。再編整備により、 新の医療器

械の導入など医療機能の充実を図るほ

か、臨床研修指定病院として医師の育

成を行うなど、地域医療水準の向上に

寄与します。 

 

完成予想図 
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（３）多摩病院（指定管理者） 

 北部地域の中核病院として、地域に

不足している小児救急を含めた救急医

療を中心に、高度・特殊・急性期医療、

アレルギー医療などを提供するととも

に、救急災害医療センター＊を併設し、

災害医療拠点病院としての役割を担う

ほか、地域医療支援病院＊として、地域

医療水準の向上に寄与します。 

  

　＜市立３病院の概況＞（平成２３年３月３１日現在）

川崎病院 井田病院 多摩病院

２５診療科 ２１診療科 １８診療科

内科、呼吸器科、消化器科、
循環器科、リウマチ科、
精神科、神経内科、小児科、
外科、脳神経外科、
整形外科、形成外科、
呼吸器外科、心臓血管外科、
皮膚科、泌尿器科、産科、
婦人科、眼科、
耳鼻いんこう科、
リハビリテーション科、
放射線科、麻酔科、
歯科、歯科口腔外科

内科、呼吸器科、
消化器科、循環器科、
リウマチ科、精神科、
神経内科、外科、
脳神経外科、整形外科、
形成外科、呼吸器外科、
皮膚科、泌尿器科、
婦人科、眼科、
耳鼻いんこう科、
リハビリテーション科、
放射線科、麻酔科、歯科

内科、循環器科、精神科、
小児科、外科、脳神経外科、
整形外科、形成外科、
皮膚科、泌尿器科、
産婦人科、眼科、
耳鼻いんこう科、
リハビリテーション科、
放射線科、麻酔科、
アレルギー科、
歯科口腔外科

７３３床 ４２５床 ３７６床

内訳　一般病床　　６８３床 内訳　一般病床　　３８５床 内訳　一般病床　　３７６床

　　　精神病床　　　３８床 　　　結核病床　　　４０床

　　　感染症病床　　１２床

１，９５１．３人 ５０８．０人 ８４３．２人

(平成22年度1日平均) (平成22年度1日平均) (平成22年度1日平均)

６２３．０人 ３２２．８人 ２９５．７人

(平成22年度1日平均) (平成22年度1日平均) (平成22年度1日平均)

７８４人（平成23年度定数） ４１６人（平成23年度定数） ６０９人（平成23年4月現在）

内訳　医　　師　１１３人 内訳　医　　師　　５０人 内訳　医　　師　　９１人

　　　看護職員　５４１人 　　　看護職員　２７４人 　　　看護職員　３６０人

　　　その他　　１０１人 　　　その他　　　６５人 　　　その他　　　９８人

　　　事務職員　　２９人 　　　事務職員　　２７人 　　　事務職員　　６０人

職員数

診療科目

許可病床数

外来患者数

入院患者数

 

 ※ 診療科目の表記については、今後、条例改正により見直しを行う予定です。
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２ 一般会計負担の考え方 

世界的な不況の影響から、本市においても大変厳しい財政状況となっており、

当面は大幅な市税収入の回復が見込めない状況にあります。また、東日本大震災

の影響など社会経済環境の変化により、市の財政状況には不透明感が広がってい

ます。こうしたことから、病院事業においても、一般会計からの繰入金の縮減を

目指すものとします。 

 

 

 

川崎南部

二次保健医療圏

川崎北部

二次保健医療圏

溝の口駅
新百合ヶ丘駅

登戸駅

武蔵小杉駅

川崎駅

川崎南部

二次保健医療圏

川崎北部

二次保健医療圏

溝の口駅
新百合ヶ丘駅

登戸駅

武蔵小杉駅

川崎駅

◆多摩病院【北部地域の中核病院】 
・高度、特殊、急性期医療 
・小児救急医療 
・二次救急＊医療 
・災害医療拠点病院 
・地域医療支援病院 

◆井田病院【南部地域の中核病院】
・がん等の高度･特殊医療 
・二次救急医療  
・結核医療 
・緩和ケア医療 
・在宅医療 
・地域がん診療連携拠点病院 

◆川崎病院【市の基幹病院】 
・高度、特殊、急性期医療 
・救命救急センター 
・地域周産期母子医療センター 
・小児救急医療 
・精神科救急医療 
・感染症医療 
・災害医療拠点病院 
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第５章 事業計画 

 

  平成 22 年度においては、診療報酬の増額改定等の影響もあり、診療収益は川崎

病院及び井田病院の直営２病院で前年度比、約 12.3 億円の増額となり、また、指

定管理者制度を導入している多摩病院においても、診療収益が前年度比で約 2.1 億

円の増額となったことなどから、病院事業会計全体で経常収支、純損益ともに黒字

化を達成するなど、これまでにない良好な経営成績となりました。 

  しかしながら、厳しい社会経済環境の下で、今後の診療報酬の増額改定も期待で

きない中、平成 24 年度以降においては、川崎病院の７対１看護配置基準＊の導入及

び当該基準の適正かつ厳格な運用のため一時的に病床利用率＊の減少が見込まれて

います。また、井田病院においては、平成 26 年の新病院全面開院までの間、一時

的な稼動病床の縮小が計画されていることなどから、本計画期間の３か年において

は、直営２病院の収支が悪化するなど、経営的に極めて厳しい状況となることが見

込まれています。 

  一方で、病院事業を取り巻く環境は、高齢化や医療技術の進歩に伴う市民の医療

ニーズの多様化・高度化が進行しており、また、社会の成熟化等に伴い、情報発信

や市民との協働を一層進めることが求められています。 

  こうした状況下で、市立３病院がそれぞれの医療機能を発揮し、質の高い安全・

安心な医療を継続的かつ安定的に提供していくため、次に掲げるとおり、各病院が

収支改善に向けた目標等を設定し、これを達成するための具体的な取組を示し、こ

れらの事業計画を着実に推進することにより、医療の質の向上と経営の健全化に努

めていきます。 

 

１ 収支計画 

各病院の今後の収益の見込みや設備投資計画などにより損益試算を行い、収益

の向上、費用の適正化による収支改善目標を設定します。 

具体的には、 

川崎病院は、経常収支の黒字の継続的な確保を目指します。 

井田病院は、平成 32 年度に経常収支の黒字化を目指します。 

多摩病院は、平成 34 年度に経常収支の黒字化を目指します。 
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（１）病院事業全体 

①　収益的収支
（単位：千円）

平成22年度
（決算）

平成24年度 平成25年度 平成26年度

37,563,761 30,600,506 31,597,455 33,595,594

医業収益 31,844,438 24,186,437 25,008,785 26,991,393

医業外収益 5,704,353 6,412,365 6,586,966 6,602,497

他会計繰入金（再掲） 6,701,987 7,017,643 7,213,968 7,251,659

特別利益 14,970 1,704 1,704 1,704
0 0 0 0

37,055,188 32,937,788 32,390,880 34,353,910

医業費用 35,253,093 31,511,748 31,011,153 32,927,402

減価償却費（再掲） 4,108,264 4,291,057 4,228,406 4,190,104

給与費（再掲） 12,116,279 13,968,192 14,036,648 14,681,192

委託費（再掲） 3,348,121 3,893,536 3,822,346 3,936,277

医業外費用 1,555,683 1,303,342 1,257,029 1,303,810

特別損失 246,412 122,698 122,698 122,698

740,015 ▲ 2,216,288 ▲ 672,432 ▲ 637,322

508,573 ▲ 2,337,282 ▲ 793,426 ▲ 758,316

22,718,723 25,807,329 26,600,755 27,359,071

937,073 ▲ 338,315 ▲ 69,649 803,709

623,485 934,977 729,143 730,711

区分

収
益
的
収
支

収益

費用

　　　　　　経常損益
【(医業収益+医業外収益)
　　　　　　－(医業費用+医業外費用)】

純損益
【収益－費用】

累積欠損金

資金収支

（参考）退職給与金
 

  

 

②　資本的収支
（単位：千円）

平成22年度
（決算）

平成24年度 平成25年度 平成26年度

4,672,405 2,676,298 5,624,873 1,542,872

企業債 2,478,000 2,095,000 5,000,000 907,000

固定資産売却代金 0 2 2 2

補助金 0 2 2 2

負担金 2,194,405 581,294 624,869 635,868

出資金 0 0 0 0
0 0 0 0

8,336,282 5,734,269 9,152,102 4,900,954

建設改良費 2,528,920 2,414,949 5,363,266 1,391,194

企業債償還金 5,807,362 3,319,320 3,788,836 3,509,760

※端数処理の関係から合計額が一致しない場合があります。

支出

資
本
的
収
支

収入

区分
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（２）川崎病院 

①　収益的収支
（単位：千円）

平成22年度
（決算）

平成24年度 平成25年度 平成26年度

20,036,248 20,900,224 21,331,242 21,782,180

医業収益 16,599,382 16,955,797 17,432,563 17,893,954

医業外収益 3,433,462 3,943,225 3,897,477 3,887,023

他会計繰入金（再掲） 4,048,162 4,213,389 4,185,004 4,192,260

特別利益 3,404 1,202 1,202 1,202
0 0 0 0

18,455,868 20,475,246 20,702,939 20,934,208

医業費用 17,428,626 19,862,669 20,106,806 20,355,833

減価償却費（再掲） 2,021,147 2,128,464 2,179,001 2,050,311

給与費（再掲） 8,134,471 9,469,472 9,415,132 9,607,783

委託費（再掲） 2,258,585 2,520,117 2,569,183 2,619,230

医業外費用 847,390 535,276 518,833 501,075

特別損失 179,852 77,301 77,301 77,301

1,756,828 501,077 704,402 924,071

1,580,380 424,978 628,303 847,972

7,617,031 6,522,062 5,893,759 5,045,788

1,457,428 196,500 567,534 706,155

372,292 588,188 379,455 395,769

区分

収
益
的
収
支

収益

費用

　　　　　　経常損益
【(医業収益+医業外収益)
　　　　　　－(医業費用+医業外費用)】

純損益
【収益－費用】

累積欠損金

資金収支

（参考）退職給与金
 

 

②　資本的収支
（単位：千円）

平成22年度
（決算）

平成24年度 平成25年度 平成26年度

122,000 527,002 547,002 547,002

企業債 122,000 527,000 547,000 547,000

固定資産売却代金 0 1 1 1

補助金 0 1 1 1

負担金 0 0 0 0

出資金 0 0 0 0
0 0 0 0

2,230,906 2,886,544 2,789,372 2,741,730

建設改良費 118,923 761,524 704,311 904,311

企業債償還金 2,111,983 2,125,020 2,085,061 1,837,419

※端数処理の関係から合計額が一致しない場合があります。

区分

資
本
的
収
支

支出

収入
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（３）井田病院 

 

①　収益的収支
（単位：千円）

平成22年度
（決算）

平成24年度 平成25年度 平成26年度

7,495,120 8,055,340 8,628,804 10,183,031

医業収益 6,000,995 6,214,044 6,556,373 8,073,615

医業外収益 1,482,559 1,840,794 2,071,930 2,108,914

他会計繰入金（再掲） 1,707,653 1,894,496 2,129,992 2,171,426

特別利益 11,566 502 502 502
0 0 0 0

7,427,884 10,313,390 9,708,085 11,484,941

医業費用 7,158,335 9,945,672 9,354,055 11,049,872

減価償却費（再掲） 517,876 1,187,468 1,228,134 1,347,874

給与費（再掲） 3,958,085 4,472,518 4,594,789 5,046,148

委託費（再掲） 778,944 1,303,076 1,182,820 1,246,704

医業外費用 203,362 327,779 314,091 395,129

特別損失 66,187 39,939 39,939 39,939

121,857 ▲ 2,218,613 ▲ 1,039,844 ▲ 1,262,472

67,236 ▲ 2,258,050 ▲ 1,079,281 ▲ 1,301,909

8,049,168 10,943,949 12,023,230 13,325,139

142,634 ▲ 706,476 ▲ 778,572 ▲ 47,053

251,193 346,789 349,688 334,943

費用

純損益
【収益－費用】

　　　　　　経常損益
【(医業収益+医業外収益)
　　　　　　－(医業費用+医業外費用)】

収
益
的
収
支

収益

区分

累積欠損金

資金収支

（参考）退職給与金
 

 

 

②　資本的収支
（単位：千円）

平成22年度
（決算）

平成24年度 平成25年度 平成26年度

2,356,000 1,568,002 4,453,002 360,002

企業債 2,356,000 1,568,000 4,453,000 360,000

固定資産売却代金 0 1 1 1

補助金 0 1 1 1

負担金 0 0 0 0

出資金 0 0 0 0
0 0 0 0

2,817,784 1,967,176 5,400,427 1,180,422

建設改良費 2,409,997 1,618,998 4,558,955 386,883

企業債償還金 407,787 348,178 841,472 793,539

※端数処理の関係から合計額が一致しない場合があります。

区分

資
本
的
収
支

収入

支出
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（４）多摩病院（参考） 

 

①　収益的収支
（単位：千円）

平成22年度
（決算）

平成24年度 平成25年度 平成26年度

10,032,393 1,644,942 1,637,408 1,630,383

医業収益 9,244,061 1,016,596 1,019,849 1,023,823

医業外収益 788,332 628,346 617,559 606,559

他会計繰入金（再掲） 946,172 909,759 898,972 887,972

特別利益 0 0 0 0
0 0 0 0

11,171,436 2,149,152 1,979,856 1,934,761

医業費用 10,666,132 1,703,407 1,550,293 1,521,697

減価償却費（再掲） 1,569,241 975,126 821,271 791,919

給与費（再掲） 23,723 26,203 26,727 27,262

委託費（再掲） 310,592 70,343 70,343 70,343

医業外費用 504,931 440,287 424,105 407,606

特別損失 373 5,458 5,458 5,458

▲ 1,138,670 ▲ 498,752 ▲ 336,990 ▲ 298,921

▲ 1,139,043 ▲ 504,210 ▲ 342,448 ▲ 304,379

7,052,525 8,341,318 8,683,766 8,988,144

▲ 662,990 171,661 141,388 144,607

累積欠損金

資金収支

純損益
【収益－費用】

区分

　　　　　　経常損益
【(医業収益+医業外収益)
　　　　　　－(医業費用+医業外費用)】

収
益
的
収
支

収益

費用

 

 

 

②　資本的収支
（単位：千円）

平成22年度
（決算）

平成24年度 平成25年度 平成26年度

2,194,405 581,294 624,869 635,868

企業債 0 0 0 0

固定資産売却代金 0 0 0 0

補助金 0 0 0 0

負担金 2,194,405 581,294 624,869 635,868

出資金 0 0 0 0
0 0 0 0

3,287,592 880,549 962,303 978,803

建設改良費 0 34,427 100,000 100,000

企業債償還金 3,287,592 846,122 862,303 878,803

※端数処理の関係から合計額が一致しない場合があります。

区分

資
本
的
収
支

収入

支出
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 ２ 目標指標   

次のとおり、各病院における目標指標を示した運営評価表に基づき、目標達成

の進捗を図ることにより、医療の質の向上と経営の健全化に取り組みます。 

なお、多摩病院は、指定管理者の経営への独自性、民間的経営手法による効率

性確保等の観点から、本目標指標の適用対象としませんが、病院運営状況を市立

病院として把握するため、参考として運営状況の指標を示します。 
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 （１）川崎病院運営評価表 

目　標　指　標
平成22年度
実　績  値
（決算）

平成24年度
目　標  値

平成25年度
目　標  値

平成26年度
目　標  値

専門医療の充実 実施 実施 ⇒ ⇒

周産期医療の充実 実施 実施 ⇒ ⇒

市立病院間の連携 実施 実施 ⇒ ⇒

紹介率
＊ 42.2% 50.0% 60.0% ⇒

逆紹介率＊ 32.2% 45.0% 50.0% 60.0% 

地域医療支援病院の認定 準備 準備 ⇒ 認定

救命救急センターの運営 実施 実施 ⇒ ⇒

救急自動車搬送受入台数 8,390件 8,390件 ⇒ ⇒

災害時医療の充実 実施 実施 ⇒ ⇒

「DMAT＊」「Kawasaki ONE

 PIECE＊」の運営
実施 実施 ⇒ ⇒

市民との
医療情報の共有

市民・患者に開かれた
医療情報の発信

実施 実施 ⇒ ⇒

平均在院日数
*

（一般病床）
15.3日 13.8日 13.3日 ⇒

入院患者満足度 92.0% 95.0% ⇒ ⇒

外来患者満足度 84.0% 90.0% ⇒ ⇒

入院延患者数 227,382人 199,233人 ⇒ ⇒

入院実患者数 14,291人 13,839人 14,349人 ⇒

外来延患者数 474,171人 446,635人 ⇒ ⇒

７対１看護体制への取組 準備 実施 ⇒ ⇒

患者の経済的負担の軽減 実施 実施 ⇒ ⇒

医療事故の防止
及び迅速な対応

実施 実施 ⇒ ⇒

院内感染の防止 実施 実施 ⇒ ⇒

市民との協働 病院運営への市民参加 実施 実施 ⇒ ⇒

環境への配慮 環境配慮型設備等の導入 検討 実施 ⇒ ⇒

人材の確保・育成 実施 実施 ⇒ ⇒

勤務環境の改善 実施 実施 ⇒ ⇒

病床利用率（一般病床） 86.3% 77.3% ⇒ ⇒

平均入院単価*

（一般病床）
50,511円 59,071円 61,158円 63,057円

平均外来単価
* 8,945円 9,744円 9,939円 10,138円

診療報酬請求の精度の向上 実施 実施 ⇒ ⇒

滞納債権対策の推進 実施 実施 ⇒ ⇒

職員給与費対

医業収益比率＊ 49.0% 55.8% 54.0% 53.7%

委託費対
医業収益比率

13.6% 14.9% 14.7% 14.6%

他会計繰入金対
医業収益比率

24.4% 24.8% 24.0% 23.4%

医業収支比率
* 95.2% 85.4% 86.7% 87.9%

経常収支比率
* 109.6% 102.5% 103.4% 104.4%

患者サービス
の向上

目標指標
区　　分

医療安全の向上

人材の確保・育成

収支改善

医療機能の充実

医療の質の向上

強い経営体質

医療機能の確保

地域医療連携＊

の推進

救急医療の充実
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（２）井田病院運営評価表 

 

目　標　指　標
平成22年度
実　績  値
（決算）

平成24年度
目　標  値

平成25年度
目　標  値

平成26年度
目　標  値

専門医療の充実 実施 実施 ⇒ ⇒

地域がん診療
拠点病院機能強化

実施 実施 ⇒ ⇒

市立病院間の連携 実施 実施 ⇒ ⇒

井田病院の
再編整備

井田病院改築工事の推進 実施 実施 ⇒ ⇒

紹介率 51.1% 60.0% ⇒ ⇒

逆紹介率 34.3% 40.0% ⇒ ⇒

地域医療支援病院の認定 準備 準備 認定 実施

救急医療の充実 救急自動車搬送受入台数 2,318件 3,000件 3,200件 3,500件

市民との
医療情報の共有

市民・患者に開かれた
医療情報の発信

実施 実施 ⇒ ⇒

平均在院日数
（一般病床）

17.8日 16.0日 15.5日 15.0日

入院患者満足度 95.0% 95.0% ⇒ ⇒

外来患者満足度 81.0% 90.0% ⇒ ⇒

入院延患者数 117,813人 99,212人 ⇒ 125,857人

入院実患者数 5,284人 5,485人 5,653人 7,609人

外来延患者数 123,455人 137,200人 146,400人 158,600人

７対１看護体制への取組 検討 検討 ⇒ ⇒

患者の経済的負担の軽減 実施 実施 ⇒ ⇒

医療事故の防止
及び迅速な対応

実施 実施 ⇒ ⇒

院内感染の防止 実施 実施 ⇒ ⇒

市民との協働 病院運営への市民参加 実施 実施 ⇒ ⇒

環境への配慮 環境配慮型設備等の導入 実施 実施 ⇒ ⇒

人材の確保・育成 実施 実施 ⇒ ⇒

勤務環境の改善 実施 実施 ⇒ ⇒

病床利用率（一般病床） 78.0% 72.3% ⇒ 93.6%

平均入院単価
（一般病床）

35,543円 40,325円 42,288円 43,815円

平均外来単価 12,304円 13,210円 13,474円 13,744円

診療報酬請求の精度の向上 実施 実施 ⇒ ⇒

滞納債権対策の推進 実施 実施 ⇒ ⇒

職員給与費対
医業収益比率

66.0% 72.0% 70.1% 62.5%

委託費対
医業収益比率

13.0% 21.0% 18.0% 15.4%

他会計繰入金対
医業収益比率

28.5% 30.5% 32.5% 26.9%

医業収支比率 83.8% 62.5% 70.1% 73.1%

経常収支比率 101.7% 78.4% 89.2% 89.0%

患者サービス
の向上

収支改善

目標指標
区　　分

医療機能の充実

医療の質の向上

強い経営体質

地域医療連携
の推進

医療機能の確保

医療安全の向上

人材の確保・育成
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（３）多摩病院運営指標（参考） 

 

目　標　指　標
平成22年度
実　績  値
（決算）

平成24年度
目　標  値

平成25年度
目　標  値

平成26年度
目　標  値

専門医療の充実 実施 実施 ⇒ ⇒

指定管理者の高度医療との連携 実施 実施 ⇒ ⇒

ハイケアユニット＊の充実 検討 実施 ⇒ ⇒

紹介率 60.7% 65.0% 67.0% 69.0% 

逆紹介率 41.2% 45.0% 47.0% 49.0% 

地域医療支援病院の運営 認定 実施 ⇒ ⇒

検査機器の共同利用件数 4,519件 4,600件 4,700件 4,800件

救急災害医療センターの運営 実施 実施 ⇒ ⇒

救急自動車搬送受入台数 4,293件 4,300件 ⇒ ⇒

災害時医療の充実 実施 実施 ⇒ ⇒

「DMAT」の運営（指定管理者
と一体的に活動）

実施 実施 ⇒ ⇒

市民との
医療情報の共有

市民・患者に開かれた
医療情報の発信

実施 実施 ⇒ ⇒

平均在院日数
（一般病床）

12.3日 12.2日 12.1日 12.0日

入院患者満足度 86.0% 86.5% 87.0% 87.5%

外来患者満足度 80.0% 81.0% 81.5% 82.0%

入院延患者数 107,933人 109,518人 109,792人 ⇒

入院実患者数 8,134人 8,321人 8,411人 8,481人

外来延患者数 228,519人 227,172人 ⇒ ⇒

７対１看護体制への取組 実施 実施 ⇒ ⇒

患者の経済的負担の軽減 実施 実施 ⇒ ⇒

医療事故の防止
及び迅速な対応

実施 実施 ⇒ ⇒

院内感染の防止 実施 実施 ⇒ ⇒

市民との協働 病院運営への市民参加 実施 実施 ⇒ ⇒

環境への配慮 環境配慮型設備等の導入 実施 実施 ⇒ ⇒

人材の確保・育成 実施 実施 ⇒ ⇒

勤務環境の改善 実施 実施 ⇒ ⇒

病床利用率（一般病床） 78.6% 79.8% 80.0% ⇒

平均入院単価
（一般病床）

50,697円 52,466円 52,701円 53,432円

平均外来単価 11,283円 11,293円 11,302円 11,312円

診療報酬請求の精度の向上 実施 実施 ⇒ ⇒

滞納債権対策の推進 実施 実施 ⇒ ⇒

職員給与費対
医業収益比率

48.4% 47.5% 47.6% 47.5%

委託費対
医業収益比率

14.5% 14.5% 13.6% 14.3%

他会計繰入金対
医業収益比率

7.2% 7.0% 6.9% ⇒

医業収支比率 96.9% 99.5% 98.7% 98.1%

経常収支比率 103.2% 105.2% 104.3% 103.6%

人材の確保・育成

強い経営体質

収支改善

救急医療の充実

医療の質の向上

患者サービス
の向上

医療安全の向上

目標指標
区　　分

医療機能の充実

医療機能の確保

地域医療連携
の推進
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３ 目標達成に向けた具体的な取組 

「２ 目標指標」で記載した指標の目標値を達成するため、次の取組を行うもの 

とします。 

 （１）医療機能の充実 

    市立病院は地域の医療水準の向上を図るとともに、地域の基幹病院又は中核

病院として、多様化する市民の医療需要に応じた高度・専門医療、救急医療な

どを提供していくことが求められているため、更なる医療機能の充実を図りま

す。 

 

   ア 医療機能の確保 

    ① 専門医療の充実 

     ・ 低侵襲治療の推進（川崎病院） 

       心筋梗塞や狭心症、不整脈などの患者に対して、ＰＣＩ＊（経皮的冠

動脈形成術）、不整脈アブレーション＊（高周波心筋焼灼術）及び経皮

的大動脈弁形成術などのカテーテル＊を使用した治療を積極的に導入

することにより、従来の大きく切開する手術による治療に比べ身体的負

担を軽減し、生活の質の向上に寄与します。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
循環器治療の充実 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：川崎病院診療科） 

 

       従来の大きく切開する手術に比べ患者の身体的負担が少ない内視鏡

下手術を積極的に提供します。腹腔鏡下手術、胸腔鏡下手術、膀胱鏡下

手術、内視鏡下鼻腔手術、関節鏡下手術、神経内視鏡下手術、椎間板ヘ

ルニア手術等の領域において内視鏡下手術を実施します。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
内視鏡下手術の充実 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：川崎病院診療科） 

 

       子宮筋腫、良性卵巣腫瘍、子宮内膜症等に対して、従来の手術と比べ

て早期退院、早期社会復帰が可能であり、手術痕が小さいため、美容上

も優れている婦人科領域における内視鏡下手術を積極的に提供します。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 婦人内視鏡下手術の充

実 川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：川崎病院診療科） 
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       患者への身体的負担が少ないだけでなく、従来の開頭による手術では

困難であった症例についても治療ができる可能性がある脳血管内治療

等の脳神経外科領域での低侵襲手術を積極的に提供します。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
脳血管内治療の充実 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：川崎病院診療科） 

 

     ・ （仮称）リウマチ・関節外科センターの設置（川崎病院） 

       関節リウマチおよびリウマチ性疾患に対して、内科、整形外科、リハ

ビリテーション科などの診療科及びコメディカル＊が連携し、より効果

的な診療を提供することを目的として、（仮称）リウマチ・関節外科セ

ンターを設置します。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 （仮称）リウマチ・関

節外科センターの設置 川崎病院 準備 実施 ⇒ 

（担当部門：川崎病院診療科） 

 

     ・ 休日・夜間の緊急内視鏡検査・手術体制の充実（川崎病院） 

       近年、増加している消化管出血や膵・胆管疾患による急性胆管炎など

の患者に対して、休日・夜間を含めた緊急内視鏡検査・手術の実施がで

きるよう、体制の充実を図ります。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 休日･夜間の緊急内視鏡

検査･手術体制の充実 川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：川崎病院診療科） 

 

     ・ 糖尿病治療体制の充実（川崎病院） 

       糖尿病専門医の確保を進め、医師、看護師等のチームによる地域連携

型糖尿病教育入院プログラムの実施や専門医療の充実などにより、地域

一体型糖尿病医療体制の整備を目指します。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
糖尿病治療体制の充実 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：川崎病院診療科） 

 

     ・ ＳＣＵ＊の開設（川崎病院） 

       脳梗塞や脳出血などの脳卒中患者に対して、発症初期から治療や早期
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リハビリテーションの介入など、専門医療スタッフが組織的かつ集中的

に治療する病床であるＳＣＵ（脳卒中ケアユニット）の開設を目指し、

脳卒中急性期医療の更なる充実に努めます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
ＳＣＵの開設 

川崎病院 試行 ⇒ 実施 

（担当部門：川崎病院診療科） 

 

     ・ 臓器別センター制の採用（井田病院） 

       複数診療科の連携を密にするチーム医療を実践し、高度専門医療を効

率的・効果的に提供する臓器別センター制を採用し、悪性腫瘍に対する

診療を中心に行う消化器センター、肺、胸膜、縦隔に対する診療を行う

呼吸器センター、腎炎の早期発見・治療から末期腎不全における腎代替

療法までの全内科的診療と、尿路系悪性腫瘍や結石症などの外科的診療

を総合的に行う腎・泌尿器センターを設置します。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 臓器別センター制の採

用 井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：井田病院診療科） 

 

     ・ 成人疾患医療の充実（井田病院） 

       糖尿病、高血圧、高脂血症、脳及び心血管疾患など広範囲にわたる成

人疾患に対応します。また、入院早期からＡＤＬ＊（日常生活動作）向

上に向けた訓練を開始するなど、早期退院支援を行い、療養機能＊を持

つケアプラン病床においては、高齢者の病状評価と在宅ケア＊・施設ケ

アへの移行支援などを行います。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
成人疾患医療の充実 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：井田病院診療科） 

 

     ・ 結核医療の推進（井田病院） 

       市内で唯一の結核病床を有する病院として、結核、非結核抗酸菌症＊、

肺真菌症＊などの患者への治療を行うとともに、透析やがん、脊椎カリ

エス＊等の治療中の結核患者への対処が可能な県内でも希少な受入施

設としての役割を果たします。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
結核医療の推進 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 
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（担当部門：井田病院診療科） 

 

    ② 周産期医療の充実（川崎病院） 

     ・ 平成 21 年４月に再開・拡充した新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）、

平成 22 年４月に認定を受けた地域周産期母子医療センターの安定的な

運営を行うことにより、今後も引き続き、神奈川県周産期救急医療シス

テム＊の中核病院として、地域の周産期医療の更なる充実に寄与してい

きます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 新生児集中治療管理室

の安定的運営 川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：川崎病院診療科） 

 
 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

周産期救急取扱件数 
川崎病院 80 件 ⇒ ⇒ 

（担当部門：川崎病院診療科） 

 

     ・ 妊産婦が、より安心で快適な出産を迎えられるよう、助産外来を設置

し、継続して運営します。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
助産外来の開設 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：川崎病院診療科・看護部） 

 

    ③ 精神科救急の充実（川崎病院） 

     ・ 神奈川県、横浜市、相模原市と協調して運営している精神科救急医療

システム＊においては、精神症状の急激な悪化等により緊急に入院治療

が必要な二次・三次救急患者の受入れを 365 日 24時間体制としており、

川崎病院はその基幹病院として、その一翼を担っています。今後も、精

神保健指定医＊の確保などにより、その役割を継続的に果たしていきま

す。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 精神科救急基幹病院と

しての役割 川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：川崎病院診療科） 

 

    ④ 地域がん診療連携拠点病院の機能強化（井田病院） 

     ・ がん患者が日常生活を送りながら通院で治療ができる外来化学療法＊
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を充実させ、生活の質の向上と経済的負担の軽減を図ります。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
外来化学療法の充実 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：井田病院診療科） 

 

     ・ ５大がん＊を中心とした地域連携クリニカルパス＊を活用し、地域の病

院や診療所との連携を図り、患者本位の切れ目のない継続的な医療提供

と医療資源の有効活用を推進します。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 ５大がんを中心とした

クリニカルパスの活用 井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：井田病院診療科・看護部） 

 

     ・ がん診療、予防・早期発見等に関する情報提供やがん患者・家族から

の療養上の相談等に対応する相談支援センターの機能を充実・強化しま

す。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 がん相談機能の充実・

強化 井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：井田病院ケアセンター） 

 

     ・ 地域がん登録＊等に参加し、同意を得られたがん患者の治療情報等を

関係機関に提供することにより、今後のがん対策や新たな治療方法等の

研究などに寄与します。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
がん登録の推進 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：井田病院医事課） 

 

     ・ 専用の病棟や医師・看護師・薬剤師から構成される専門チーム（緩和

ケアチーム）により、がんの痛みを軽減する緩和ケアや、自宅での療養

を支援する在宅ケアを推進し、患者の生活の質の向上に取り組みます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 緩和ケア・在宅ケアの

推進 井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：井田病院診療科・看護部・薬剤科・ケアセンター） 

 

     ・ がん医療に関わる地域の医師を対象とした緩和ケア研修会や症例検討

会、がん患者やその家族など広く市民に対してがん治療の現状や予防等
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について啓発する公開講座を開催することにより、地域の医療水準の向

上や患者の生活の質の向上、市民の健康づくりに寄与します。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 緩和ケア研修会・市民

公開講座の開催 井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：井田病院診療科・ケアセンター） 

 

    ⑤ 市立病院間の連携 

     ・ 市立病院間で検査機器等の共同利用や手術等への支援、医師・看護師

等の人事交流を進め、医療資源の有効活用を図ります。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 検査機器等の共同利用 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院各部門） 

 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
医師・看護師等の 

人事交流 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院各部門、総務部庶務課） 

 

   イ 井田病院の再編整備 

    ① 井田病院改築工事の推進 

     ・ 平成 18 年度に策定した基本計画に沿って、Ⅰ期工事として解体・地

下・地上躯体工事を順次施工してきました。平成 24 年度の新病院一部

開院以降、引き続き、Ⅱ期工事を施工し、平成 26 年の新病院棟の完成

を目指すとともに、 新の医療器械や電子カルテの導入などにより、医

療機能の充実や医療安全の向上を図ります。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 井田病院改築工事の推

進 井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：井田病院、経営企画室） 

 

   ウ 地域医療連携の推進 

    ① 紹介率・逆紹介率の向上 

     ・ 紹介状に対する返書の徹底や、逆紹介時における診療情報提供書の記

載の徹底化を図ることにより、かかりつけ医等との紹介患者・逆紹介患

者の診療情報の共有を進め、急性期を過ぎた患者が地域の医療機関で継
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続的に医療が受けられるよう努めます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
診療情報提供書の記載

の徹底 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院診療科、川崎病院地域医療部、井田病院医事課） 

 

     ・ 地域連携クリニカルパスの作成、導入を進め、患者が病気からの回復

過程に応じて病院、診療所、各種施設等で切れ目のない医療等を提供で

きる体制づくりに取り組みます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
地域連携クリニカルパ

スの作成、導入 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院診療科・看護部） 

 

     ・ 地域の医療機関から紹介のあった専門的な治療等を必要とする患者に

ついては、専門医などの熟練した医師による、より質の高い医療を提供

することで、紹介率の向上を図ります。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
専門医などによる紹介

患者の診察 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院診療科） 

 

     ・ 医師会や病院協会との積極的な交流や地域における医師間の勉強会で

ある「オープンカンファレンス」を開催し、地域の医療機関との人的な

連携に努めます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
「オープンカンファレ

ンス」の開催 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院診療科） 

 

    ② 地域医療支援病院の認定 

     ・ 地域医療水準の向上に寄与し、医療資源の有効活用を図るため、地域

の病院や診療所などの支援を行う地域医療支援病院の認定取得を目指

します。 
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 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 準備 ⇒ 認定 
地域医療支援病院の認

定 
井田病院 準備 認定 実施 

（担当部門：各病院各部門） 

 

   エ 救急医療の充実 

    ① 救命救急センターの運営（川崎病院） 

     ・ 原則として受入れを断らない救急を目指す救命救急センターにおいて

は、継続的かつ安定的な運営を行うとともに、本来の目的である三次重

症患者の受入れを積極的に行います。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 重症患者の積極的な受

入れ 川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：川崎病院診療科） 

 

    ② 救急搬送患者受入体制の充実 

     ・ 人員の確保など救急体制の強化を行うとともに、市立病院間や院内各

診療科等の連携を図るなど、救急受入体制の充実を目指します。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 救急専門医の確保 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院診療科） 

 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
院内の救急サポート体

制の充実 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院診療科、看護部） 

 

    ③ 災害時医療の充実（川崎病院） 

     ・ 災害医療拠点病院として、災害時の重症患者の受入れや救命医療、広

域的な搬送の対応などが行えるよう、スタッフの確保と教育訓練の充実

を図ります。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 スタッフの確保、教育

と訓練の充実 川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：川崎病院診療科） 
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    ④ 「DMAT」・「Kawasaki ONE PIECE」の運営（川崎病院） 

     ・ 災害時や大規模事故などの際に出動する「DMAT」「Kawasaki ONE PIECE」

の技術の向上等を図るため、研修･訓練に努めるとともに、災害発生時

等に速やかに活動ができるよう、継続的に体制整備を図ります。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 院外支援活動への参加

と体制の整備 川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：川崎病院診療科） 

 

（２）医療の質の向上 

質の高い安全で安心な医療を提供するために、医療安全対策を充実させると 

ともに、医療に関する情報を市民・患者と共有するなど病院の透明性を高め、

信頼関係を醸成することにより、患者本位の医療提供体制の整備を推進し、医

療の質の向上を図ります。 

 

ア 市民との医療情報の共有 

    ① 市民・患者に開かれた医療情報の発信 

     ・ 経営状況やそれに対する評価等の情報公開を行うとともに、市民・患

者等に対してより分かりやすく情報提供を行うため、市立病院のホーム

ページの見直しを行います。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ ホームページの見直し 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院庶務課） 

 

     ・ 医療や健康管理などについて市民・患者向けの公開講座を開催し、予

防や健康づくりに寄与します。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 市民公開講座の開催 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院診療科・看護部・庶務課） 

 

   イ 患者サービスの向上 

    ① 平均在院日数（一般病床）の短縮 

     ・ 治療手順の標準化を進め、診療過程の透明化と医療スタッフの患者情

報の共有化による医療の質の向上を目指すため、クリニカルパス＊の新
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規作成や見直し、その適用を進めます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 新規クリニカルパス 

作成件数 川崎病院 15 件 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院診療科、看護部） 

 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 6,600 件 6,700 件 6,800 件 
クリニカルパス 

適用件数 
井田病院 見直しと運用準備 1,217 件 

（担当部門：各病院診療科、看護部） 

 

     ・ 急性期の治療を終えた患者が、地域の医療機関や施設において、継続

的な医療の提供や療養、介護などの支援等を受けられるよう、退院支援

や地域医療連携の強化に取り組みます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
退院支援・地域医療連

携の強化 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

       （担当部門：各病院診療科・看護部、川崎病院地域医療部・医事課、

井田病院医事課・ケアセンター） 

 

    ② 患者満足度の向上 

     ・ 接遇研修を継続して実施し職員のコミュニケーション能力を高めると

ともに、病状や治療方針の説明を行うインフォームド・コンセントを丁

寧に実施するなど、患者と医療スタッフの円滑なコミュニケーションを

確立することにより、患者満足度の向上を図ります。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 接遇研修の実施 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院看護部・庶務課） 

 

     ・ より効果的で適切な患者サービスの向上への取組を行うため、患者満

足度調査を実施します。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 患者満足度調査の実施 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院事務局） 
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     ・ 検査当日に結果が判明する迅速検査の積極的な実施などにより、外来

患者の診療や検査待ち時間の短縮を図ります。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 外来迅速検査の実施 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院診療科・検査科） 

 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
外来診療、検査待ち時

間の短縮 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院診療科・各部門・医事課） 

      

    ③ ７対１看護体制への取組 

     ・ 手厚い看護を実施することにより、質の高い医療・看護の提供を実現

するため、患者７人に対して、看護師１人を配置する７対１看護体制を、

川崎病院は平成 24 年度、井田病院は平成 27 年度からそれぞれ導入しま

す。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ ７対１看護体制の導入 

井田病院 準備 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院看護部、総務部庶務課） 

 

    ④ 患者の経済的負担の軽減 

     ・ 後発医薬品＊の利用を促進することにより、医療の質を確保しつつ患

者の経済的な負担の軽減を図ります。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 後発医薬品の利用促進 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院診療科・薬剤部門） 

 

   ウ 医療安全の向上 

    ① 医療事故の防止及び医療事故への迅速な対応 

     ・ 質の高い安全で安心な医療を提供するため、医療事故の原因の究明及

び再発防止を徹底するとともに、各種の作業手順、医療事故発生時の対
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応手順等の見直しを継続的に行います。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
医療事故の原因の究明

及び再発防止の徹底 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院医療安全担当） 

 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 

各種の作業手順、医療

事故発生時の対応手順

等の継続的な見直し 井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院医療安全担当） 

 

    ② 院内感染の防止 

     ・ 医療関連での感染について継続してデータを収集し、調査・分析を行

い、その結果に基づく対策を確立するとともに、講演会や研修会等を通

じ、医療スタッフに周知徹底を図ることにより、院内感染の予防に取り

組みます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 

サーベイランス（調査

・分析・対策）による

現状評価・改善の実施 井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院感染対策担当） 

 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 講演会・研修会の実施 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院感染対策担当） 

 

   エ 市民との協働 

    ① 病院運営への市民参加 

     ・ 市民に信頼され、市民が安心してかかれる病院づくりを目指すため、

病院の患者、家族やボランティアから病院モニターを募集し、意見等を

聴取することで、その意見を病院運営や患者サービスの向上に活用しま

す。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 病院モニターの設置 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 
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（担当部門：各病院庶務課） 

 

     ・ 入院患者の話し相手や患者用図書の整理などを行うボランティアの協

力を得ることなど、市民・患者との協働により療養環境の向上に取り組

みます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ ボランティアとの協働 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院看護部・庶務課） 

 

   オ 環境への配慮 

    ① 環境配慮型設備等の導入 

     ・ 可能な範囲で照明をＬＥＤに切り替えることにより、消費電力の縮減

を図ります。また、光熱水費の節減に努めます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 照明のＬＥＤ化 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院庶務課） 

 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 光熱水費節減への取組 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院各部門） 

 

   カ 人材の確保・育成 

    ① 人材の確保・育成 

・ 医師の確保については、大学医局等の関係機関に対して様々な機会を    

活用して医師派遣の働きかけを継続的に行います。また、看護師等の確

保については、看護師養成学校への訪問や合同病院説明会による受験の

勧誘、病院見学やインターンシップの実施、柔軟な採用試験の実施など

の取組を継続して行っていきます。 

 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 医療従事者等の確保 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 
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（担当部門：各病院看護部、総務部庶務課） 

 

     ・ 専門的知識や能力、意欲を有する人材を庁内公募し、積極的に活用す

るとともに、専任職・専門職についても実効性の高い研修などにより、

病院事業として職員の専門的能力の向上に取り組みます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
職員の専門的能力の向

上 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院各部門） 

 

     ・ 市立病院がその役割を果たすには、病院経営に精通した職員の養成が

必要です。そのため、第３次局別人材育成計画を平成 23 年度に策定し、

この方針に基づき研修などを実施し、職員一人ひとりが資質の向上を図

り、その能力を 大限発揮できるよう人材育成に取り組みます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
第３次局別人材育成計

画に基づく研修 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院各部門） 

 

     ・ 専門的知識・技術を向上させる機会となる各種学会や研修会への参加

支援を行います。また、市立病院が各種学会の定める教育研修施設とし

て認定を受け、実習生の積極的な受入れを行うことなどから、勤務先と

しての魅力を向上させることにより、人材の確保に資するとともに、人

材育成との両立を図ります。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
学会・研修会への参加

支援 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院各部門） 

 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
各種学会が定める教育

研修施設の認定 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院各部門） 

 

     ・ 特定分野の高い専門性を有する認定看護師＊を育成し、より質の高い
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看護を提供するとともに、認定看護師派遣研修など看護師個人のキャリ

アアップの機会を提供します。また、意欲ある人材の確保を図るため市

立病院への就職を希望する看護師に対する奨学金制度創設も検討しま

す。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 認定看護師の育成 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院看護部） 

 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 検討 ⇒ 実施 

市立病院へ就職を希望

する看護師に対する奨

学金制度創設 井田病院 検討 ⇒ 実施 

（担当部門：総務部庶務課、各病院看護部） 

 

    ② 勤務環境の改善 

     ・ 業務改善や事務分担の見直しなど職員個々の業務負荷の軽減を図り、

ワークライフバランスの推進を図ることにより、職員が持っている能力

を業務に 大限発揮できるよう職場環境の整備に努めます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
ワークライフバランス

の推進 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院各部門） 

 

     ・ 質の高い安全で安心な医療を継続して提供していくには、職員が働き

やすい職場環境を整備することが求められます。職員満足度調査を実施

し、その結果を職場環境の改善に活用することで、職員にとって魅力あ

る病院づくりに努めます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 職員満足度調査の実施 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：総務部庶務課、各病院事務局） 

 

（３）強い経営体質 

    地方公営企業の運営は、その本来の目的である「公共の福祉の増進」と「企

業の経済性の発揮」が求められており、「医療機能の充実」や「医療の質の向
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上」を実現するためには、経済性の発揮の成果として生じた強固な経営基盤が

必要となります。今後も質の高い安全で安心な医療サービスを継続的かつ安定

的に提供するため、強い経営体質を目指し、より企業の経済性を発揮した病院

運営を推進します。 

 

   ア 収支改善 

    ① 病床利用率（一般病床） 

     ・ 診療科の枠を超えた病棟・病床の活用など、効率的な病床管理により、

病床利用率を向上し、入院患者の増加を図ります。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
効率的な病床管理の実

施 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院診療科・看護部） 

 

    ② 平均入院単価（一般病床） 

     ・ 重症患者の積極的な受入れや救急医療、地域医療への貢献を行うこと

などにより、急性期病院としての機能を充実させ、その役割を果たすと

ともに、診療報酬請求の精度の向上に努め、収益の増加を図ります。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
急性期病院としての機

能の充実 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院診療科・医事課） 

 

     ・ 外来手術室の活用や、手術時間を考慮した運用スケジュールの作成な

どにより効率的な手術室の運用を行い、手術件数の増加などにより診療

収益の増加を図ります。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 手術室の効率的な運用 

井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院診療科・看護部） 

 

    ③ 平均外来単価 

     ・ がん治療を外来で行う外来化学療法を充実させることなどにより、患

者の負担を軽減するとともに、外来患者の単価向上を図ります。 
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 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 外来化学療法の充実 

井田病院

（再掲）
実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院診療科） 

 

     ・ 地域医療支援病院を目指し、地域の病院や診療所との連携を緊密にす

ることにより、高度・専門的治療が必要な紹介患者の増加を図り、医療

資源の効率的活用と収益の増加に努めます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
地域医療支援病院に向

けた紹介患者の増加 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：川崎病院診療科・地域医療部、井田病院診療科・医事課） 

 

    ④ 診療報酬請求の精度の向上 

     ・ 医師への診療報酬請求に関する情報提供の積極的な実施や診療報酬請

求業務受託業者への適切な指導などにより、診療報酬請求の査定を減ら

し、更なる診療報酬請求事務の精度の向上を図ります。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 0.45% 0.4% 0.3% 査定率の縮減 

井田病院 0.45% 0.4% 0.3% 

（担当部門：各病院医事課） 

 

    ⑤ 滞納債権対策の推進 

     ・ 未納金のある患者に対しては、電話や文書による催告、戸別訪問を滞

納早期から継続的に実施することにより、未収金の縮減に努めます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
電話催告、文書催告、

戸別訪問の推進 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院医事課） 

 

     ・ コンビニエンスストア払いやクレジットカード払いの利用を活用する

ことで、患者の医療費支払いの利便性を向上させ、未収金の発生を未然

に防止するよう努めます。 
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 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
コンビニエンスストア

払いの活用 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院医事課） 

 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
クレジットカード払い

の活用 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院医事課） 

 

    ⑥ 職員給与費対医業収益比率 

     ・ 日常から業務見直しを行うなど業務改善による効率化を図り、時間外

勤務の縮減に努めます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
業務効率化による時間

外勤務の縮減 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院各部門） 

 

    ⑦ 委託費対医業収益比率 

     ・ 業務委託の拡大に伴い、委託費は増大傾向にありますが、各種委託の

業務内容、必要人員等を含めた仕様の見直しなどにより、委託費の抑制

に努めます。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
委託業務精査による委

託費の抑制 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院各部門） 

 

    ⑧ その他経費節減の取組 

     ・ 医療材料や医療機器等の購入費用の節減や材料費等の適正な在庫管理

などに取り組むことにより、経費の節減を図ります。 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
医療材料や医療器械の

共同購入の実施 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院庶務課） 
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 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

川崎病院 実施 ⇒ ⇒ 
適正な在庫管理（廃棄

材料の縮減） 
井田病院 実施 ⇒ ⇒ 

（担当部門：各病院各部門） 
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第６章 計画目標の達成状況の点検・評価・公表 

 

１ 計画目標の達成状況の点検・評価 

本市病院事業においては、ＰＤＣＡ（下図参照）サイクルによる経営管理を実

践するため、第５章で示した事業目標に記載された各病院の目標に対して、その

達成状況を指数化し、計画達成状況を点検・評価し、収支決算額と併せて公表し

ます。 

点検・評価に当たっては、学識経験者、財務の専門家、医療関係者などから構

成される川崎市立病院運営委員会の意見を伺います。 

 

  【ＰＤＣＡサイクルによる経営管理】 

 

 

２ 公表時期・方法 

点検・評価結果については、一計画年次終了ごとに当該年次分を、病院事業の

収支とともに、川崎市インターネットホームページなどで公表します。 

 

 

 

外部評価 

〔川崎市立病院運営委員会〕

内部評価 

〔市立病院〕 

計画策定（Ｐｌａｎ）

実施（Ｄｏ） 

評価（Ｃｈｅｃｋ）

改善（Ａｃｔｉｏｎ） 
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用 語 集 

 

【あ行】 

アブレーション(Ablation) 

  取り除くこと、切除することという意味。不整脈アブレーションは、カテーテル

の先から高周波電流を流し、患部を焼き切る治療法をいう。 

 

医業収支比率 

  病院本来の医療活動による経営状態を示す指標で、この比率が大きいほど、経営

状態が良好であることを表す。次の計算式により算出する。 

  100　　
医業費用　

医業収益　
（％）＝　 ×  

 

ＡＤＬ〔エー・ディー・エル〕 

  Activities of Daily Living の略。寝起きや移動、食事、着替え、トイレや入

浴などの日常生活に必要な 低限の基本動作のことで、高齢化や障害の程度を測る

指標となっている。 

 

ＳＣＵ〔エス・シー・ユー〕 

  Stroke Care Unit の略で、脳卒中患者を発症初期から専門的に扱う医療スタッ

フが組織的かつ集中的に治療を行う病床とされている。この病床で治療することに

より、患者の死亡率減少、入院期間の短縮、長期的な日常生活能力や生活の質の向

上がもたらされると言われている。 

 

【か行】 

化学療法 

  がん治療において化学療法は、抗がん剤などの薬を使う治療法を指す。注射や内

服により、がん細胞の増加抑制、破壊を目的とする。 

 

カテーテル(Catheter) 

  検査や治療を行うため、血管や尿管などに挿入する医療用の管のこと。薬の点滴

や体液の排出の他、先端に医療器械を付け、治療に使われる。 
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神奈川県周産期救急医療システム 

  神奈川県においては、県内を６つのブロックに分け、それぞれ「基幹病院」、「中

核病院」、「協力病院」として機能別に位置付けた受入病院を定め、分娩時の予期で

きない急変等に対処し、ハイリスクの妊婦から新生児まで、高度な医療水準により

一貫した対応を 24 時間行う。 

 

Kawasaki ONE PIECE〔かわさきワンピース〕 

  「市内救急医療派遣事業」により、市域内で発生した災害や事故現場に急行し、

迅速で適切な救命措置等を行う医師及び看護師で編成された医療チームの通称。

名称は、Operator、Nurse、EMS、Precisely、Integrated、Emergency、Care、Experts

の頭文字から取っている。 

 

緩和ケア 

  治療効果が期待できない悪性腫瘍（がん）等の末期患者等に対して、苦痛や症状

を和らげるとともに、患者及びその家族の心のケアを行うこと。 

 

がん登録 

院内がん登録は、各医療機関で診療したすべての患者について、そのがん医療の

実態と水準を評価するため、診断・治療内容を登録し、予後調査を行い、生存率を

計測する。地域がん登録とは、地域の居住者に発生したすべてのがんを把握するこ

とにより、がんの罹患率と地域レベルでの生存率等を計測する仕組みで、主に都道

府県単位で行われている。 

 

逆紹介・逆紹介率 

  患者の逆紹介とは、専門的な治療を終え症状が安定した患者を、日常生活圏域で

医療管理を行うため、地域の病院や診療所等に紹介すること。逆紹介率とは、初診

患者（救急患者等を除く）の中で逆紹介の患者がどの程度いるかを表す指標 

 

救急災害医療センター 

  多摩病院の院内部門で一次、二次救急医療、小児救急医療、災害時医療に対応す

るセンターを指す。24 時間 365 日体制で救急医療に対応する。救急外来と集中治

療室 10 床を一体的に運用することにより、救急処置後の入院にも対応している。 

 

救命救急センター 

人口 100 万人あたり１か所程度整備することとされており、都道府県知事が指定

する。24 時間体制で、脳卒中、心筋梗塞及び頭部損傷など生命にかかわる重篤な救
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急搬送患者を受け入れ、高度な救命医療を行う。 

 

急性期 

症状が悪化し、治療が必要な状況のこと。こうした状況の患者に対して高度で専

門的な治療を行う病院を急性期病院という。療養期（慢性期）はこうした治療が終

わり、病状が安定している状態を表す。 

 

クリニカル・パス(Clinical Path) 

  クリティカル・パス(Critical Path)ともいう。入院中に行う標準的な治療や検

査、ケアなどをタイムスケジュールで表した疾患別の診療計画書のことで、患者に

とっては入院生活の不安軽減になり、均質の医療が提供される。医療スタッフにと

っても、治療スケジュールが共有化されるため、チーム医療の推進に繋がる。 

 

経常収支 

  医業活動から生じる収益である医業収益と企業債利息に対する繰入金など医業

以外の収益である医業外収益から、医業活動に伴う費用である医業費用と企業債利

息など医業外の費用である医業外費用を除いた収支。次の計算式により算出する。 

 

  経常収支＝（医業収益＋医業外収益）－（医業費用＋医業外費用） 

 

経常収支比率 

  病院本来の医療活動のほか、医業外活動も加えた経営状況を示す指標で、比率が

大きいほど、経営状態が良好であることを表す。次の計算式により算出する。 

                    

100　　
費用医業費用　＋　医業外

収益医業収益　＋　医業外
（％）＝　 ×  

 

 

後発医薬品 

ジェネリック医薬品ともいう。先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に販売され

る、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品であり、一般的に先

発医薬品と比べて安価である。 

 

５大がん 

がんの発生部位で日本において特に多いとされるもの。肺がん、胃がん、肝がん、

大腸がん、乳がんを指す。 
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コメディカル(co-medical) 

医師と協同して医療を行う、検査技師・放射線技師・薬剤師・理学療法士・栄養

士などの病院職員 

 

【さ行】 

災害医療拠点病院 

  災害時の医療救護活動において地域の中心的な役割を担う病院として、知事が指

定する病院 

 

在宅ケア 

  がん治療における在宅ケアとは、病院や施設ではなく、自宅において抗がん剤に

よる化学療法や鎮痛剤による苦痛緩和を行うこと。患者の生活の質の向上に寄与す

る。 

 

紹介・紹介率 

  患者の紹介とは、精密検査や高度・専門的な治療が必要な患者を、地域の病院・

診療所がその機能を有する病院に紹介すること。紹介率とは、初診患者（救急患者

等を除く）の中で紹介患者がどの程度いるかを表す指標 

 

職員給与費対医業収益比率 

  人件費が、医業収益のどの程度を占めるのかを表す指標。病院は労働集約型の産

業であるため、費用に占める人件費の割合は も高くなる。次の計算式により算出

する。 

  100　　
医業収益

職員給与費
（％）＝　 ×  

 

新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ） 

  Neonatal Intensive Care Unit の略。未熟児等の重篤な状態の新生児に対して、

集中治療を行うための施設 

 

精神科救急医療システム 

  神奈川県においては、県、横浜市、川崎市、相模原市で協調して運営している。

精神症状の急激な悪化等により緊急に入院治療が必要な二次・三次救急患者の受入

れを 365 日 24 時間行う。 
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精神保健指定医 

精神保健福祉法第 18 条により指定された精神科医で、同法に基づき、知事（市

長）が行う措置入院等の要否や一定の行動制限の要否の判断等を行うものとされて

いる。 

 

脊椎カリエス 

結核菌が脊椎に運ばれて脊椎炎を発症するもの。進行すると化膿し麻痺が発生、

骨が破壊される場合もある。 

 

【た行】 

地域医療支援病院 

地域の病院や診療所などの支援を担うことを目的として、都道府県知事が承認す

る病院。 

病床数が 200 床以上の病院であること、紹介率、逆紹介率が一定の基準以上であ

ること、他の医療機関に対して医療機器や病床を提供し共同利用することなどが、

承認の要件となっている。 

 

地域医療連携 

  地域における病院、診療所、あるいは医師、看護師等の医療資源を有効活用する

ため、軽症患者の診療、安定した慢性疾患患者の経過観察及び日常的な健康管理は

診療所で行い、また精密検査や入院治療、あるいは高度・専門的治療は病院で行う

ことにより、機能分担を図ること。 

 

地域がん診療連携拠点病院 

  質の高いがん診療体制の確保や、地域の医療機関との診療連携の推進、患者等に

対する相談支援を強化するため、二次保健医療圏に１か所程度を目安として国が指

定する病院 

 

地域周産期母子医療センター 

  産科及び小児科等を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができ

る医療施設で、都道府県知事が認定する。 

 

地域連携クリニカル・パス 

  診療にあたる複数の医療機関において、切れ目のない医療を提供するために疾患

別に作成する標準的な診療計画のこと。医療機関間で共有することで、患者が安心
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して医療を受けることが可能 

 

ＤＰＣ〔ディー・ピー・シー〕 

Diagnosis Procedure Combination の略で、診断群分類別包括評価ともいう。処

置や検査、投与など、診療行為ごとに診療報酬を計算する従来の仕組みとは異なり、

疾病に着目し１日当たりの診療報酬を定額払いとする方式 

 

ＤＭＡＴ〔ディーマット〕 

  Disaster Medical Assistance Team の略で、災害医療派遣チームともいう。医

師、看護師及び業務調整員で構成され、大規模災害や事故などの現場で活動できる

よう、専門的な訓練を受けた医療チームのことで、川崎ＤＭＡＴは市域における大

規模災害等の際に活動する。 

 

【な行】 

７対１看護体制（配置基準） 

患者７人に対して看護師等を１人以上配置すること。７対１は一般病床において

も手厚い看護を実施できる体制であり、他に 10 対１、13 対１、15 対１などがあ

る。 

 

二次救急（三次救急） 

二次救急とは、中等症患者（一般病棟に入院する程度の病状の患者）に対する救

急医療、三次救急は、重症患者（集中治療室に入院する程度の病状の患者）に対す

る救急医療のこと。また、一次救急は軽症患者（帰宅可能な程度の病状の患者）に

対する救急医療。なお、精神科救急医療においては、二次救急とは、精神症状の著

しい悪化により入院治療が適当と判断されたもの（自傷他害のおそれのないもの）

であり、三次救急とは、自傷他害のおそれがあって警察に保護され、通報によって

診察が必要と判断されたものである。 

 

認定看護師 

必要な教育課程を修了し、特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を

用いて看護ケアを実践できる看護師として、社団法人日本看護協会が認めた者。 

平成 23 年７月現在、19 分野で 9,047 名が認定されている。 

 

【は行】 

ハイケアユニット(High Care Unit) 

 高度で緊急を要する医療を行うための病室。ICU(集中治療室）よりは重症度の低
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い患者を受け入れる。 

 

肺真菌症 

 肺に真菌（カビ）が増殖する疾病で、免疫力が低下している人に発生する場合が

多い。症状は肺炎に似ており、咳や痰、発熱などがあるが、真菌によって異なる。 

 

非結核抗酸菌症 

 結核以外の抗酸菌による疾病で、症状は咳、痰、倦怠感などであるが、出ない場

合もある。人から人に感染することはない。抗酸菌は結核菌とそれ以外の非結核性

のものに大別され、非結核性抗酸菌の種類は多数ある。 

 

非紹介患者初診加算 

初診は地域のかかりつけ医に、高度・専門的医療は病院にという機能分担を推進

することを目的に、紹介状を持たない初診患者に対して行う加算 

 

ＰＣＩ〔ピー・シー・アイ〕 

  Percutaneous Coronary Intervention の略。心臓の回りにある動脈（冠動脈）

が狭くなったり、詰まった場合に、腕や大腿部からカテーテルを通し、その症状を

治療する治療法。カテーテルの先を風船状に膨らませたり、ステントと呼ばれる網

状の金属管を置くことで、血液の通りを良くする。 

 

病床利用率 

  病院のベッドの利用状況を表す指標。病床利用率は、許可病床数に対する「ベッ

ドの埋まり率」を表す。 

 

平均外来単価 

外来患者一人１日当たりの平均医療費のこと。重篤な患者を多く診療し、高度な

医療を提供している場合は高くなる。 

 

平均在院日数 

  患者が入院している期間の平均日数のこと。適切な医療を患者の病態に合せて効

率的に提供しているかを表す尺度となる。患者にとっては、入院期間が短縮される

ため、医療費が抑えられるというメリットがある。 

 

平均入院単価 

入院患者一人１日当たりの平均医療費のこと。重篤な患者を多く診療し、高度な
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医療を提供している場合は高くなる。 

 

保健医療圏 

  病床の整備等を図るために医療法に基づいて都道府県が定める地域区分で、神奈

川県の保健医療計画によって一から三次まで設定されている。一次保健医療圏は日

常的な医療が提供される区域。二次保健医療圏は、比較的専門性がある入院を含む

医療を提供するために市区町村域を超えて設定する区域。三次保健医療圏は、高

度・特殊医療等を確保することを目的に県全域を範囲として設定されている。 

 

【ら行】 

療養機能（療養病床） 

  症状は安定しているが、長期の入院療養が必要とされる患者のために設けられた

ベッドが療養病床。主に高齢者の慢性疾患患者などが利用する。井田病院再編整備

においては、療養機能をもつ一般病床であるケアプラン病床を設置する予定である。 

 

臨床研修指定病院 

  医療法に基づき、医師免許を取得した医師が卒後２年間研修を行う場として、厚

生労働大臣が適当と認め、指定する病院 
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川崎市立病院運営委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 川崎市立病院の経営改善及び患者サービス向上の推進並びに指定管理業務

の適正な運営を確保することを目的として、川崎市立病院運営委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

 (１) 川崎市病院事業経営健全化計画の実施状況に係る評価等に関すること。 

 (２) 川崎市病院事業経営健全化計画の見直し等に関すること。 

(３) 指定管理者の行う管理運営業務の評価等に関すること。 

(４) その他前条の目的を達成するため、必要と認める事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員６人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうち、本市職員以外の者から病院事業管理者が委嘱する 

 。 

 (１) 学識経験者 

 (２) 財務の専門家 

(３) 医療関係者 

 (４) その他 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長１人及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長は委員の互選とし、副委員長は委員長が指名する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、議長として会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ開催することができない。ただ

し、第４項の規程による除斥のため３分の２以上に達しないときは、この限りでな

い。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、そ

の意見又は説明を聴くことができる。 
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４ 指定管理者の行った管理運営業務の評価に際し、当該指定管理者の役員等に就任

している委員は、当該評価案件に係る議事から除くものとする。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、病院局経営企画室において処理する。 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成２２年８月１日から施行する。 
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