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経営課題に対する取組経営課題に対する取組経営課題に対する取組経営課題に対する取組 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○＝当該年度で完結　　●＝随時実施

取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　

１　「基幹病院」に向けて１　「基幹病院」に向けて１　「基幹病院」に向けて１　「基幹病院」に向けて 27 28 29 30

(1)　地域の医療機関との機能分化・連携の推進(1)　地域の医療機関との機能分化・連携の推進(1)　地域の医療機関との機能分化・連携の推進(1)　地域の医療機関との機能分化・連携の推進

ア　紹介予約制の導入（27～28年度）ア　紹介予約制の導入（27～28年度）ア　紹介予約制の導入（27～28年度）ア　紹介予約制の導入（27～28年度）

　外来診療において、原則紹介制の対象診療科の拡大と、完全予約制の導入を行

い、地域の医療機関から紹介される患者さんの受入を円滑にするとともに、外来

待ち時間の緩和を図る。

イ　（仮称）総合サービスセンターの設置（28年度）イ　（仮称）総合サービスセンターの設置（28年度）イ　（仮称）総合サービスセンターの設置（28年度）イ　（仮称）総合サービスセンターの設置（28年度）

　各部門にまたがっている入退院の説明、相談、手続き業務を一元化して行う、

（仮称）総合サービスセンターを設置し、患者さんの利便性の向上（ワンストッ

プ化）、病棟看護師の入院に係る業務の軽減、退院支援の早期実施等を図る。

27年６月　看護部外来部門で入院支援業務の試行を開始

28年４月　地域連携センターに、入院と退院支援の業務を一元化して行う「入退院支援窓口」を設置

　　　　した（退院調整係を入退院支援係に名称変更）。

　 　　　 また、患者の利便性向上（ワンストップ化）を目指し、医事課の医療相談窓口と並列して

　　　　ブース（個室３か所、カウンター２か所）を設置した。

　

30年度  　29年１月の病棟再編成に伴い、より効率的な定期入院の受入れに向け、入院支援業務の対象

　　　　をすべての予定入院患者に拡大した。また、一部の手術を受ける患者に薬剤師が休止薬や持参

　　　　薬の説明を行うなど、多職種による支援を開始し、患者サポートセンター（仮称）の令和元年

　　　　度の設置に向けた基盤づくりを実施した。

ウ　クリニカルパス専従職員の配置（28年度）ウ　クリニカルパス専従職員の配置（28年度）ウ　クリニカルパス専従職員の配置（28年度）ウ　クリニカルパス専従職員の配置（28年度）

　クリニカルパスに関して専従で業務を行う職員を配置し、多種多様なパスの一

元管理、専門知識に基づいた支援介入、組織的及び計画的なパスの見直しを行っ

て、医療の標準化と質の向上を図る。

○

28年４月　質の高い医療を提供し、継続的に改善する取り組みを行うため、組織横断的に医療の質を管

　　　　理する部門として、医療品質総合管理部を新設し、専従のクリニカルパス担当係長（看護職）

　　　　を配置。

　　　　　ＤＰＣ対応型パスへの改訂に向けた診療科･病棟ヒアリングを実施し、パス見直しに際して

　　　　のコンサルテーションやオーダー入力等の支援を実施した。

30年度　　クリニカルパス改訂の促進と診療科パス担当医師・看護職員へのヒアリングの実施により、

　　　　パスの改訂率は76.3％（29年53.8％）へ上昇するとともに、標準化と確実なコスト算定に

　　　　向けてパスへのオーダ設定を推進（80.4％のパスに設定）

　　　　　また、患者・家族と医療計画を共有するとともに、理解を深めてもらうため、ホームページ

　　　　にクリニカルパスの紹介と患者用パスを公開した。

26年９月　15診療科について原則紹介制を実施

27年４月　外来待ち時間の緩和対策として、予約枠の種類、患者数の上限等適正化を実施

28年度　　以下のことから、総合的に判断し、全科への原則紹介制の拡大は見送った。

　　　　・国の制度改正に伴い、紹介状のない新規患者の定額負担金を5,000円に改定したことによ

　　　　　り、新患が減少したこと。

　　　　・一方で、紹介率はプランの目標を上回って伸びており、着実に紹介患者中心の構造になり

　　　　　つつあること。

30年度　紹介率向上への取組として、医師同行の医療機関訪問のほか、初めて当院主催の地域連携懇

　　　話会を開催し、連携に関わるニーズや当院の診療科紹介など情報交換を実施した。

　　　　また、逆紹介率向上への取組として、対象患者へ当院の役割やかかりつけ医を持つメリット

　　　についてリーフレットを作成のうえ説明を行い、個別の対応は相談窓口で行う体制とした。

市立札幌病院新ステージアッププランの進捗状況市立札幌病院新ステージアッププランの進捗状況市立札幌病院新ステージアッププランの進捗状況市立札幌病院新ステージアッププランの進捗状況

項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容

○ ●

達成年度達成年度達成年度達成年度
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資料２資料２資料２資料２

取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　

１　「基幹病院」に向けて１　「基幹病院」に向けて１　「基幹病院」に向けて１　「基幹病院」に向けて 27 28 29 30

(2)　救急患者の受入体制の整備・充実(2)　救急患者の受入体制の整備・充実(2)　救急患者の受入体制の整備・充実(2)　救急患者の受入体制の整備・充実

ア　臨床工学技士の常駐化（29年度）ア　臨床工学技士の常駐化（29年度）ア　臨床工学技士の常駐化（29年度）ア　臨床工学技士の常駐化（29年度）

　患者さんの生命に関わる医療機器の操作を行う臨床工学技士を院内に常時配置

し、救急患者に対する診療体制の向上を図る。

イ　救急患者等の受入・転棟基準の見直し（随時）イ　救急患者等の受入・転棟基準の見直し（随時）イ　救急患者等の受入・転棟基準の見直し（随時）イ　救急患者等の受入・転棟基準の見直し（随時）

　患者さんの容態に応じ、適切な病床に移行することで、救命救急センターや一

般診療科の病床や医師の都合がつかないケースを減少させ、救急患者の受入増を

図る。

27年12月　病床を再編し、術後患者に手厚い医療を提供するハイケアユニット、救急や臨時の入院

　　　　　患者に対応する臨時入院病床などを設置

29年５月　三次以外の救急患者の受け入れ拡大に向けた態勢を整えるため、臨時入院病床を増床

　　　　　（29年度病床稼働率、ハイケアユニット93％、臨時入院病床87.7％）

31年３月　「救命救急センターからの転棟に関する基準」を制定、適切な病床へよりスムーズな

　　　　　移行を図る。

(3)　患者サービスの向上(3)　患者サービスの向上(3)　患者サービスの向上(3)　患者サービスの向上

ア　外来呼出用PHSの配備（27～29年度）ア　外来呼出用PHSの配備（27～29年度）ア　外来呼出用PHSの配備（27～29年度）ア　外来呼出用PHSの配備（27～29年度）

　呼出用ＰＨＳの配布を行う診療科を拡大し、患者さんの外来待合室での拘束時

間の緩和を図る。

イ　ホスピタルアートの展示（随時）イ　ホスピタルアートの展示（随時）イ　ホスピタルアートの展示（随時）イ　ホスピタルアートの展示（随時）

　院内に絵画作品等を展示し、温かい雰囲気を感じる、患者さんの不安を和らげ

る等の効果を図る。

28年12月　札幌市立大学の学生が作成を行った「和室から広がる本の世界」を設置

29年６月　札幌市立大学の学生が製作した段ボールアートを展示

30年12月　「ステープラーワーク」（多数の写真をホチキスでつなぎとめながら作るアート作品）

　　　　　を２階に展示

ウ　患者満足度調査の実施（毎年度）ウ　患者満足度調査の実施（毎年度）ウ　患者満足度調査の実施（毎年度）ウ　患者満足度調査の実施（毎年度）

　患者満足度調査の実施やご意見箱の設置により、患者さんの意見・要望を把握

し、サービスの改善・向上を図る。

28年９月　満足度調査実施。結果を踏まえた29年度の取組を各部署で掲げた。ご意見箱への投書は

　　　　28年度168件

29年９月　満足度調査実施。結果を踏まえた30年度の取組を各部署で掲げた。ご意見箱への投書は

　　　　29年度184件。半月単位でご意見と対応策掲示

30年９月　満足度調査実施。結果を踏まえた元年度の取組を各部署で掲げた。ご意見箱への投書は

　　　　30年度234件。毎月ご意見と対応策を掲示

達成年度達成年度達成年度達成年度

27年７月　外来呼出用PHSを10台増やし、皮膚科、耳鼻科が新たに保有。１・２・３階の外来で

　　　　計85台を保有し運用している。

28年度　PHS増台の追加要求はなかったため、追加での配備は行っていない。

29年度　28年度同様、追加要求はなかったため、追加での配備は行っていない。

27年度に３名、28年度に１名、29年度に１名増員し、31年４月現在13名（必要人数15名）

現在、常駐化に不可欠な技能向上への取組を行っている。

●

●

○

●

●

●● ●●●●

項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容

●

●
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資料２資料２資料２資料２

取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　

２　「多機能病院」に向けて２　「多機能病院」に向けて２　「多機能病院」に向けて２　「多機能病院」に向けて 27 28 29 30

(1)　手術実施体制の整備・充実(1)　手術実施体制の整備・充実(1)　手術実施体制の整備・充実(1)　手術実施体制の整備・充実

ア　手術室看護師等の配置増（27年度）ア　手術室看護師等の配置増（27年度）ア　手術室看護師等の配置増（27年度）ア　手術室看護師等の配置増（27年度）

　手術室の看護師を増員し、臨時・緊急手術への速やかな対応、手術待機患者の

減少、手術件数の増を図る。また、手術室の業務分担を見直し、負担軽減と専門

性の向上を図る。

(2)　病床機能の見直し(2)　病床機能の見直し(2)　病床機能の見直し(2)　病床機能の見直し

ア　緩和ケア病床の増床（27年度）ア　緩和ケア病床の増床（27年度）ア　緩和ケア病床の増床（27年度）ア　緩和ケア病床の増床（27年度）

　緩和ケア病床（現行２床）を増床し、がんの終末期を迎えた患者さんへの療養

環境の向上を図る。

イ　重症患者用病床の整備（29年度）イ　重症患者用病床の整備（29年度）イ　重症患者用病床の整備（29年度）イ　重症患者用病床の整備（29年度）

　一般病棟に点在している重症患者用病床を集約し、より手厚い治療・看護の実

施（HCU相当）を図る。

27年12月　ハイケアユニット８床設置

27年12月　ハイケアユニットを利用した延入院患者数：1,821名（28年度）、1,679名（29年度）

30年度末にハイケアユニット入床規定を改定し、対象患者を拡大した。

30年度延入院患者数は1,670名

ウ　病床配置の見直し（随時）ウ　病床配置の見直し（随時）ウ　病床配置の見直し（随時）ウ　病床配置の見直し（随時） 　

　病床の利用状況やニーズを踏まえ、臨時入院用病床の設置や、既存病床の個室

や２床室への転用などにより、診療機能と療養環境の向上を図る。

27年12月　臨時入院病床、緩和ケア病床の増設、６床室の４床室化等を実施し、病床数が798床から

　　　　747床へ変更

28年８月　原則10時退院、11時までの入院の運用を開始

29年４月　二次救急受入れに先立ち臨時入院用病床を増床。現在は18床で運用

　　　　　重症室の見直しを行い、30床から32床へ増床を実施

(3)　リハビリテーションの充実(3)　リハビリテーションの充実(3)　リハビリテーションの充実(3)　リハビリテーションの充実

ア　週休日リハの実施（随時）ア　週休日リハの実施（随時）ア　週休日リハの実施（随時）ア　週休日リハの実施（随時）

　療法士を増員し、土日を含む連続的なリハビリテーションを実施して、患者さ

んの早期回復を図る。

イ　リハビリテーションスペースの拡充（随時）イ　リハビリテーションスペースの拡充（随時）イ　リハビリテーションスペースの拡充（随時）イ　リハビリテーションスペースの拡充（随時）

　リハビリテーションのスペースを拡充し、医療安全と療養環境の向上を図る。 27年度　部屋の転用等により、理学療法等132.5㎡⇒約200㎡。作業療法74.7㎡⇒132.5㎡

　　　　技師室（執務室）33.6㎡⇒74.7㎡と拡充した。

28年度　３階理学療法室に監視用モニターを設置し、療養実施上における安全対策を図った。

29年度　心電図モニター（２台目）を設置し、運動中の安全性向上に努めた。

(4)　高度急性期機能の充実(4)　高度急性期機能の充実(4)　高度急性期機能の充実(4)　高度急性期機能の充実

ア　施設基準（特定集中治療室管理料）の取得（29年度）ア　施設基準（特定集中治療室管理料）の取得（29年度）ア　施設基準（特定集中治療室管理料）の取得（29年度）ア　施設基準（特定集中治療室管理料）の取得（29年度）

　「特定集中治療室管理料」に係る人員配置、施設等の基準を満たし、より体制

の充実した特定集中治療室（ICU）の運用を行う。

(5)　児童精神科医療に関する対応(5)　児童精神科医療に関する対応(5)　児童精神科医療に関する対応(5)　児童精神科医療に関する対応

ア　急性期の児童用病床等の設置（27年度（28年度～運用））ア　急性期の児童用病床等の設置（27年度（28年度～運用））ア　急性期の児童用病床等の設置（27年度（28年度～運用））ア　急性期の児童用病床等の設置（27年度（28年度～運用））

　「札幌市の児童精神科医療のあり方」答申（平成25年10月）を踏まえた札幌市

の取組の一つとして、精神医療センターの一部を改修し、児童専用病床（3床）

と入院患者退院後の一定期間のフォローを中心とした外来診療スペースを設置す

る。

27年４月   看護師５名増員

27年11月　 定期手術の８列稼働日を週３日に拡大

28年７月　 上記を週４日に拡大

27年12月　２床から６床に拡大

28年度　緩和ケア内科延入院患者数は1,716名に達し、目標値1,080名を上回った。

29年度　緩和ケア内科延入院患者数は1,604名に達し、目標値1,125名を上回った。

30年１月　科ごとの上限ベット数を撤廃し、より緩和ケアのニーズに応える体制となった。

　　　　30年度の緩和ケア内科延入院患者数は1,777名であった。

27年度　年度途中より作業療法部門で土曜日のリハビリを実施（正職員ＯＴ２名増）

　　　　※　理学療法部門については、25年度から実施継続している。

28年度　ＧＷ・年末年始のリハビリ（理学療法）を土曜日に加え実施した（H28正職員ＰＴ１名増）。

30年度　理学療法部門　10西（整外）・４西（心外/呼外/外科）に加え、救急・４東（循内）・

　　　　６西（外科）・10東（形成）・７西（脳外/神内）病棟拡大実施

達成年度達成年度達成年度達成年度

●

● ●

●

28年４月　精神医療センター３階北西側の改修により児童専用病床を３床設置。外来診療スペースに

　　　　ついては、既存のスペースにおいて、児童外来の時間を区分して運用。（対象患者は、身体

　　　　合併症を伴う急性期児童患者）

●

●

●

特定集中治療室は救命救急センター内に置くことを検討中。施設要件を満たすため、資格を有する医師

の確保に向け調整中

項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容

● ●

○

●

○

○

○
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資料２資料２資料２資料２

取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　

３　「発展する病院」に向けて３　「発展する病院」に向けて３　「発展する病院」に向けて３　「発展する病院」に向けて 27 28 29 30

(1)　人材の確保(1)　人材の確保(1)　人材の確保(1)　人材の確保

ア　職員募集広報の充実（27年度）ア　職員募集広報の充実（27年度）ア　職員募集広報の充実（27年度）ア　職員募集広報の充実（27年度）

　看護師等の募集に際して、ホームページの情報の充実を図るほか、札幌市の広

報ルールを踏まえながら他の情報発信媒体の活用も検討する。

イ　看護職員の確保（随時）イ　看護職員の確保（随時）イ　看護職員の確保（随時）イ　看護職員の確保（随時）

　看護体制を維持するための必要職員数を適宜精査し、職員を確保することで、

勤務環境の改善を図る。

27年度　看護師定数を手術室５名、病棟７名合わせ12名の増（713名）。4回の採用試験を行い、約80名

　　　　を確保

28年度　病床再編に合わせて病床数に応じた職員配置を実施し、看護師が２人１組になって相互に業務

　　　　を助け合うＰＮＳ（パートナーシップ・ナーシング・システム）を導入

29年度　15部署にＰＮＳ導入を拡大（28年度２部署）

　必要に応じて採用試験を年度内に複数回実施することにより職員の確保を図っており、採用人数の確

保と離職率の低下や時間外勤務の削減に努めている。

ウ　新たな専門医制度への対応（27年度）ウ　新たな専門医制度への対応（27年度）ウ　新たな専門医制度への対応（27年度）ウ　新たな専門医制度への対応（27年度）

　平成29年度から始まる新専門医制度の制度設計の動向を見極めながら、指導医

の確保等、当院として必要な対応を検討する。

多数の症例経験が求められることから、後期研修において、内科、眼科、病理、精神の４領域について

は基幹病院として、当院診療科や連携医療機関をローテートできるコースを設置。また、それ以外の診

療科においても、他の医療機関との連携により症例管理等に対応可能なプログラムを設置

エ　処遇等の研究（随時）エ　処遇等の研究（随時）エ　処遇等の研究（随時）エ　処遇等の研究（随時）

　社会情勢・経営環境や人材確保の観点を踏まえ給与処遇や勤務条件について調

査研究を行う。

27年度より、新卒の看護師等を４月に正職員採用し、また５年次・４年次研修医を正職員採用（これま

で前者については免許の確認のため６月末まで臨時職員採用、後者については一部を除き第一種非常勤

職員採用）

30年度　一部病棟において看護師の２交代勤務を試行しており、職員の負担感等を勘案しながら、そ

　　　の実現性について慎重に検討を行っている。

※27年度、28年度、30年度は、札幌市における人事委員会勧告等を踏まえた処遇見直しを実施（給与改

定、休暇制度、宿日直手当の増額等）

(2)　研修医の確保と育成(2)　研修医の確保と育成(2)　研修医の確保と育成(2)　研修医の確保と育成

ア　研修内容等の充実（随時）ア　研修内容等の充実（随時）ア　研修内容等の充実（随時）ア　研修内容等の充実（随時）

　平成26年度設置の臨床研修センターが主体となって行っているプライマリケア

研修をより充実させる。またモーニングレクチャー、ハンズオンセミナー、各種

勉強会等を継続、発展させる。また、当院の見学者に対する、管理者、研修医、

臨床研修センター長による面談、見学後のフォロー、募集要領の提供を継続化す

る。

募集案内の配布期間の前に、試験スケジュールを公開

看護師採用にあたっては、看護学校向けにポスターを作成するほか、民間企業が主催する就職説明会へ

早期に参加

29年度　病院ウェブサイトの看護師募集のページをリニューアル

●

●

●●

●

○

●

達成年度達成年度達成年度達成年度

●

○

●

●

27年５月　臨床研修センターで平日昼間の救急車受入開始。同年12月臨床研修センター所属の指導医２

名のほか、オンコール体制により新たに２名の医師が指導医となった。

28年４月　オンコール体制による指導医１人追加。また、分散していた研修医室を一箇所に集約し、執

務環境を整備（シャワー室、仮眠場所、ミーティングスペース）また、29年度採用研修医について、管

理型の定員11名（歯科１名含む）を確保し、２年連続フルマッチ

29年度　地域医療支援病院として三次救急以外の救急診療を開始し、更なるプライマリケア研修の充実

を図った。また、30年度採用研修医について、管理型の定員10名を確保し、３年連続のフルマッチ

項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容

● ●
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資料２資料２資料２資料２

取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　

３　「発展する病院」に向けて （続き）３　「発展する病院」に向けて （続き）３　「発展する病院」に向けて （続き）３　「発展する病院」に向けて （続き） 27 28 29 30

(3)　働きやすい職場づくり(3)　働きやすい職場づくり(3)　働きやすい職場づくり(3)　働きやすい職場づくり

ア　補助員の増員（随時）ア　補助員の増員（随時）ア　補助員の増員（随時）ア　補助員の増員（随時）

　医師事務作業補助者、看護補助者（看護事務補助員・夜間看護補助員）を増員

し、医師・看護師の負担軽減を図る。

イ　勤務体制の見直し（随時）イ　勤務体制の見直し（随時）イ　勤務体制の見直し（随時）イ　勤務体制の見直し（随時）

　看護師の交替制のあり方や育児短時間における新たな勤務パターン等を検討

し、勤務環境の改善と診療体制の充実を図る。

30年度　看護職員の勤務形態検討に向け、希望があった病棟において、変則２交代勤務を試行実施

　　　（２病棟）また、変則２交代勤務（8：00～20：15と19：30～9：00）の導入を検討する

　　　ため、アンケートや看護師長会議での意見交換を実施

ウ　職員満足度調査の実施（28年度）ウ　職員満足度調査の実施（28年度）ウ　職員満足度調査の実施（28年度）ウ　職員満足度調査の実施（28年度）

　職員が認識している職場の問題点（リスク）を明確化し、的確な対策を講じる

ことで、職員間の意思疎通・情報伝達がより円滑に行われる職場環境の構築と離

職防止を図る。

30年６月　全部署の係長職・一般職（医師は３年目以降の研修医を含む全員）を対象に実施した。

　　　　対象者数1,077名に対し614名（回答率57.0％）が回答

　　　　　当院の職場推薦度は、平均2.54であり、全国平均2.89より低く、①業務に関すること、

　　　　②人員不足による負担感、③職場環境に関することについて、改善を求める内容が多か

　　　　った。

　　　　　この結果を踏まえ、第三者による業務負担改善を目的とした業務改善の支援、職員の

　　　　提案・相談窓口を拡大しタイムリーな問題解決を継続する。

(4)　職員の専門性の向上(4)　職員の専門性の向上(4)　職員の専門性の向上(4)　職員の専門性の向上

ア　人材育成計画による専門資格取得等の支援（28年度（27年度計画策定））ア　人材育成計画による専門資格取得等の支援（28年度（27年度計画策定））ア　人材育成計画による専門資格取得等の支援（28年度（27年度計画策定））ア　人材育成計画による専門資格取得等の支援（28年度（27年度計画策定））

　「人材育成方針」、「人材育成計画」を策定し、より戦略的に資源を投入する

ことで、専門性の高い職員の増加を図る。

イ　局独自職員（医療情報職）の育成（随時）イ　局独自職員（医療情報職）の育成（随時）イ　局独自職員（医療情報職）の育成（随時）イ　局独自職員（医療情報職）の育成（随時）

　医療分野の専門知識を有する事務職員に病院業務を幅広く経験させることで、

専門性と総合力を兼ね備える職員の育成を目指す。

現在は医事部門に配置している。病院運営の中心的な役割を担う人材として育成するため、各部門への

異動等ジョブローテーションを引き続き検討している。

ウ　治験の推進（随時）ウ　治験の推進（随時）ウ　治験の推進（随時）ウ　治験の推進（随時）

　医師の事務負担の軽減等により、治験に取り組みやすい環境を整備する。 28年度　定期的な院内広報を実施したほか、業務手順書の改訂や、治験業務支援システムを導入

30年度　治験コーディネーター(CRC)業務の委託や新規治験の紹介元となる治験施設支援機関（SMO）の

　　　　撤退や統合・合併により委受託契約会社数が減少したが、SMOと調整し担当CRCを増員する等、

　　　　実施体制の維持を図った。

　　　　治験契約件数は、26年度38件、27年度44件、28年度35件、29年度33件、30年度34件

　　　（うち新規契約11件）

●

●

達成年度達成年度達成年度達成年度

●

●

　30年度末の職員数は、以下のとおり

　　医師事務作業補助者　50名（29年度末　50名）

　　看護事務補助員　25名（29年度末　22名）

　　夜間看護補助員　３名（29年度末　４名）

●

●

● ●

●

28年４～５月　全職員を対象に「認定資格」や「研修受講実績」、「医療関連資格」その他病院の業務

　　　　　　に活用し得る「資格、能力」について調査を実施

29年度　資格保有情報のデータベース化を実施。データベース等を活用した人材育成計画等について

　　　は、検討を継続することとした。

項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容

●
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資料２資料２資料２資料２

取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　取組状況（30年４月～31年３月）　

４　「自立した病院」に向けて４　「自立した病院」に向けて４　「自立した病院」に向けて４　「自立した病院」に向けて 27 28 29 30

(1)　新入院患者の確保(1)　新入院患者の確保(1)　新入院患者の確保(1)　新入院患者の確保

ア　紹介予約制の導入 【再掲１（１）ア】

イ　臨床工学技士の常駐化 【再掲１（２）ア】

ウ　救急患者等の受入・転棟基準の見直し ● ● ● 【再掲１（２）イ】

エ　手術室看護師等の配置増 ○ 【再掲２（１）ア】

オ　緩和ケア病床の増床 ○ 【再掲２（２）ア】

カ　重症患者用病床の整備 ○ 【再掲２（２）イ】

キ　病床配置の見直し ● ● ● 【再掲２（２）ウ】

(2)　平均在院日数の短縮(2)　平均在院日数の短縮(2)　平均在院日数の短縮(2)　平均在院日数の短縮

ア　(仮称)総合サービスセンターの設置 【再掲１（１）イ】

イ　クリニカルパス専従職員の配置 ○ 【再掲１（１）ウ】

ウ　週休日リハの実施 ● ● ● ● 【再掲２（３）ア】

(3)　業務の効率化(3)　業務の効率化(3)　業務の効率化(3)　業務の効率化

ア　(仮称)総合サービスセンターの設置 【再掲１（１）イ】

イ　クリニカルパス専従職員の配置 ○ 【再掲１（１）ウ】

ウ　病床配置の見直し ● ● ● 【再掲２（２）ウ】

(4)　収益の維持・向上(4)　収益の維持・向上(4)　収益の維持・向上(4)　収益の維持・向上

ア　特定入院料等の算定（随時）ア　特定入院料等の算定（随時）ア　特定入院料等の算定（随時）ア　特定入院料等の算定（随時）

　特定集中治療室管理料、医師事務作業補助体制加算（25対1）、夜間100対1急

性期看護補助体制加算、ハイケアユニット入院医療管理料等を算定し、経営基盤

の強化を図る。

イ　ジェネリック医薬品への移行（毎年度）イ　ジェネリック医薬品への移行（毎年度）イ　ジェネリック医薬品への移行（毎年度）イ　ジェネリック医薬品への移行（毎年度）

　安全性等を検証のうえ、使用量の多い品目を重点的にジェネリック医薬品に切

り替え、ＤＰＣの機能評価係数への反映と経費の削減を図る。

30年度 13薬品を先発品から後発品に移行した。

       薬品費の削減効果額は、30年度使用実績による概算で約465万円である。また後発医薬品指数

       （数量シェア）は91％であり、2018年度診療報酬改定で新基準となった後発医薬品使用体制

       加算1（85％以上）を取得することができた。

ウ　省エネ・節電（毎年度）ウ　省エネ・節電（毎年度）ウ　省エネ・節電（毎年度）ウ　省エネ・節電（毎年度）

　人感センサーやより冷暖房効率の良い機器の使用を進め、省エネ・節電を図

る。

28年度　LEDベッドライト（70か所）、水熱源ヒートポンプ機器（47台）の更新

29年度　中央ホール照明器具のLED化、水熱源ヒートポンプ（７台）の更新

30年度　照明器具の一部LED化、冷凍機の更新、水熱源ヒートポンプ（６台）の更新を実施

(5)　ハード整備に係る支出の適正化(5)　ハード整備に係る支出の適正化(5)　ハード整備に係る支出の適正化(5)　ハード整備に係る支出の適正化

ア　医療機器の計画的な更新・整備（毎年度）ア　医療機器の計画的な更新・整備（毎年度）ア　医療機器の計画的な更新・整備（毎年度）ア　医療機器の計画的な更新・整備（毎年度）

　26年度策定の整備計画に基づき、毎年度平準化した投資規模において機器の更

新・整備を行う。

イ　施設の計画的な改修（構想/計画策定 27年度）イ　施設の計画的な改修（構想/計画策定 27年度）イ　施設の計画的な改修（構想/計画策定 27年度）イ　施設の計画的な改修（構想/計画策定 27年度）

　配管等の劣化が著しい設備の改修の方法と、緩和ケア病棟の設置や個室の増な

ど、病院機能の充実や療養環境の向上を図る改修の方法をあわせて検討し、この

基本構想と基本計画をまとめる。

主要な排水管については下部に樋を設置し、漏水を早期に発見して対応できるよう対策を実施した。

（改修費用　H27　2.2億　H28　2.7億　H29　1.4億　H30見込　2.3億）

● ●

達成年度達成年度達成年度達成年度

○

●

● ● ●

●

○

● ● ●●

●

●

●

27年８月　医師事務作業補助体制加算（25対1）算定

28年１月　ハイケアユニット入院医療管理料算定

28年度　算定を開始した主な加算

　　　　総合入院体制加算１（レベルアップ）、退院支援加算1、認知症ケア加算１、画像診断管理

　　　加算２（レベルアップ）、急性期看護補助体制加算25対１（レベルアップ）

29年度　算定を開始した主な加算

　　　　在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算２　ロ（20対１）（レベルアップ）

30年度　医師事務作業補助体制加算１（20対１）、診療録管理体制加算１へレベルアップを図った。

　　　　また、救急医療管理加算の算定強化を実施するとともに、夜間100対１急性期看護補助体制

　　　加算の導入を検討した。

●

28年度　乳房X線撮影装置、生体情報モニタリングシステム等77件の更新・整備を実施した

　　　（計497百万円）。

29年度　一般X線撮影装置等の更新・整備を実施した（計350百万円）。

30年度　人工心肺装置、同定感受性検査ｼｽﾃﾑ、ｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの更新・整備を実施した

　　　（計115百万円）。

項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容項目・実施時期(予定）・内容
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資料２資料２資料２資料２

数値目標数値目標数値目標数値目標

目標を達成しているもの：○、概ね目標を達成しているもの（目標値の概ね９割程度達成）：△、左記以外：×

29年度（参考） 30年度 備 考

目標 72.0% 72.4%

1 実績 79.0% 82.1%

達成状況 〇 ○

目標 80.0% 80.0%

2 実績 98.0% 109.3%

達成状況 〇 ○

目標 -

3 実績 -

達成状況 -

目標 15 20

4 実績 26 38

達成状況 〇 ○

目標 2,000 2,100

5 実績 3,156 3,592

達成状況 〇 ○

目標 92.3% 92.5%

6 実績 91.0% 87.4%

達成状況 △ △

目標 86.3% 86.5%

7 実績 83.7% 80.7%

達成状況 △ △

目標 7,075 7,200

8 実績 6,964 6,905

達成状況 △ △

目標 1,125 1,170

9 実績 1,608 1,777

達成状況 〇 ○

緩和ケア内科延入院患者数

患者満足度（外来）

医師からの説明や質問への対応、看護師の待ち時間の説明・アナウンス、窓口

職員への質問時の対応等、職員の対応に関する満足度の低さが、全体の結果に

影響している。一方で、安全対策や院内アメニティについては、昨年度と比べ

満足度は上昇している。

手術件数

救急自動車搬入患者数

患者満足度（入院）

医師や看護師の対応については、調査した全ての項目で昨年度を下回り、ナー

スコール時の対応、退院後の指導など一部の項目においては、満足度が７割前

半と低調で全体の結果に影響している。一方で、リハビリ職員や薬剤師の対応

については、高い評価を得ており、全ての項目で昨年度を上回っている。

退院調整加算算定割合 制度改正により平成28年5月に加算廃止

クリニカルパスのバリアンス分析数

逆紹介率

市立札幌病院新ステージアッププランの進捗状況市立札幌病院新ステージアッププランの進捗状況市立札幌病院新ステージアッププランの進捗状況市立札幌病院新ステージアッププランの進捗状況

項　目

紹介率
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資料２資料２資料２資料２

目標を達成しているもの：○、概ね目標を達成しているもの（目標値の概ね９割程度達成）：△、左記以外：×

目標 135,500 144,300

10 実績 110,065 117,081

達成状況 × ×

目標 50 50

11 実績 53 51

達成状況 〇 ○

目標 47 47

12 実績 50 50

達成状況 〇 ○

目標 19 19

13 実績 23 25

達成状況 〇 ○

目標 21 21

14 実績 3 3

達成状況 × ×

目標 17,030 17,380

15 実績 16,813 16,958

達成状況 △ △

目標 11.4 11.3

16 実績 10.7 10.7

達成状況 〇 ○

目標 77.5% 78.5%

17 実績 73.4% 77.3%

達成状況 △ △

目標 60.0% 60.0%

18 実績 90.4% 91.4%

達成状況 〇 ○

病床利用率

新入院患者数の伸び以上に当初想定に比べ平均在院日数が短くなったため。

※H26.4.1からH27.11.30までは798床、H27.12.1以降は747床、H29.1.1以降は

703床として病床利用率を計算

ジェネリック医薬品使用率（数量ベース）

新入院患者数

H29.5より三次救急以外の受入を拡大したことに伴い、救急自動車搬入患者数は

昨年度比で11.2％増加したものの、紹介患者数は昨年度比で2.0％増にとどま

り、全体として目標を下回る結果となった。

平均在院日数

看護補助者（事務）

看護補助者（夜間） H29年度中に２名が退職し、その後、新たな採用者がなかったため。

臨床研修医受入数（後期研修医を含む）

医師事務作業補助者

リハビリテーション実施単位数

患者数の伸びに対して人員が不足（想定33人に対し実働約26.6人）。なお、療

法士一人当たりの稼働は、標準18単位/人日より高い状態（19.4単位/人日）を

維持
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