
経営課題に対する取組
取組状況（27年4月～28年3月）　

１　「基幹病院」に向けて
(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）
　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）
　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。

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。

(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）
　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）
　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。

(3)　患者サービスの向上
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）
　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。

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。

市立札幌病院新ステージアッププランの進捗状況

　（26年9月15診療科について原則紹介制実施。現在も継続。）27年4月紹介患者、再来患者の
待ち時間の短縮、新患予約枠の確保、再来予約時間の適正化を図って、予約枠の種類、患者
数の上限等を整理した。

　27年6月看護部外来部門で入院支援業務の試行を開始。順次対象患者（診療科）を拡大。28
年4月地域連携センターに入退院支援係を設置し業務を実施。同年5月対象を全科とした。

　27年度パスの新規作成や改訂にかかわる審査を行う他、バリアンス分析の試行を実施。28年
度4月から医療品質総合管理部（新設）に専従のクリニカルパス担当係長を配置。バリアンス分
析を踏まえたパスの見直し、DPC対応型パス作成に向けた診療科や部署のヒアリングの実施、
部署の作業のサポートを行っている。この他、他委員会やプロジェクトチームと連携を図りなが
ら、パスで使用する抗菌剤の適正化や、算定可能な加算の組込など、標準化と質の向上と経営
への貢献を図ったパス改訂を推進している。

　27年度３名増員。この他に１名増員予定（29年度予定）。常時配置の体制構築に向け準備を
行っている。

項目・実施時期(予定）・内容

　27年12月病床を再編し、術後の患者さんに手厚い医療を提供する重症患者用病床（ハイケア
ユニット）と救急患者さんや予定外の入院患者さんの受入をより円滑に行うため、これを専門と
する臨時入院病床を設置した。

　27年７月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。

　27年度からデザイン、設置場所等について検討を始めており、28年度に設置を予定している。

　27年９月満足度調査実施、28年２月報告書完成。結果を踏まえた28年度の取組を各部署で掲
げた。ご意見箱27年度177件。月単位にご意見と対応策を掲示している。また、外部講師を招
き、接遇についての研修を行った。

資料２
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取組状況（27年4月～28年3月）　

２　「多機能病院」に向けて
(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）
　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
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）
　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（Ｈ
ＣＵ相当）を図る。

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。

(3)　リハビリテーションの充実
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）
　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。

(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）
　「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
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12月病床を再編し、術後の患者さんに手厚い医療（看護配置４：１）を提供する重症患者
用病床を８床設置した。ハイケアユニット（ＨＣＵ)入院医療管理料の算定をしている。

　27年４月看護師５名増。同年11月定期手術枠最大７列から８列に拡大した。

※28年４月総合入院体制加算1（総合的かつ専門的な入院医療を24時間提供する体制を有す
る病院を評価した加算）を取得。

　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。

　27年４月正職員作業療法士２名増員。年度途中より作業療法部門で土曜日のリハを実施。
※理学療法部門については、25年度から実施している。

　27年12月病床を再編し、臨時入院病床の設置、重症患者用病床の設置、緩和ケア病床の増
床のほか、内視鏡によるポリープ切除など短期の入院患者さんを専門に受入する短期入院病
床の設置、６床室全て（17室）の４床室化等を行った。再編により病院の病床数は798床から747
床となった。

　28年４月差額室２床及び合併症ユニット１床の改修により専用病床３床を設置。外来について
は既存のスペースを活用。児童専用病床では、身体合併症をもつ患児（15歳以下の患者）や３
次的精神科救急治療を要する患児に対する急性期治療を行っている。

項目・実施時期(予定）・内容

　27年12月病床を再編し、緩和ケア病床を２床から６床に増床した。
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取組状況（27年4月～28年3月）　

３　「発展する病院」に向けて
(1)　人材の確保
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）
　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。

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。

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。

(2)　研修医の確保と育成
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。

項目・実施時期(予定）・内容

　募集案内の配布期間の前に、試験スケジュールを公開することとした。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も早期に参
加することとした。

　27年度手術需要の増加・在院日数の短縮などによる労働密度の高まりなどにより看護師定数
を12名増（713名）。４回の採用試験を行い、約80名を確保。

　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、内科領域については当院内科分
野各診療科や連携医療機関をローテートできるコースを設けた。また、内科領域以外の診療科
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けた。

　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
した（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していた）。

　27年５月臨床研修センターで救急車の受入開始。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な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名追加。また、分散していた研修医室を一箇所に集約し、シャワー室や仮眠場所
を整えるなど勤務環境の整備を行った。その他、研修医の自主的な症例検討会等の活動を支
援するため、研修医室内にはミーティングスペースを設けた。
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取組状況（27年4月～28年3月）　

３　「発展する病院」に向けて （続き）
(3)　働きやすい職場づくり
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）
　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。

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。

(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））
　「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）
　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。

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。

項目・実施時期(予定）・内容

　27年度院内広報の実施、手順書やマニュアルの見直しのほか、診療科の組織構成により治験
の実施が困難にならないよう関係規程を改定(28年度施行）。延実施数　26年度38件　27年度44
件。

　27年度　医師事務作業補助者　38⇒45名。　看護事務補助員　11名⇒19名（病棟配置完了）。
夜間看護補助員（新設）3名(28年4月4名）。

　一部病棟において、新たな勤務パターン（12:00～21:00）の試行を実施。夕方前後の人員が充
実し、平日の準夜勤務（16：30～翌1：00）を１人減らす等の負担軽減に繋がる効果が見られたた
め、28年４月より規定化した。

　民間企業が開発した医療機関向けのツールを用いて、28年６月全部署（医師と今年度新設課
を除く）の係長職・一般職を対象に実施。対象者数921名に対し回収率（全問回答）は74％。８月
末に企業担当者から部署の管理者に向けて分析結果のフィードバックを予定しており、これによ
り部署の課題を明確にし、働きやすい職場づくりに向けた職場環境改善に取り組む予定。

　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。この調査結果を基礎資料として役立ててい
く。

　現在は医事部門に配置。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検討している。
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取組状況（27年4月～28年3月）　

４　「自立した病院」に向けて
(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
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
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
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）
　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。

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。

(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）
　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）
　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。

　28年度中の基本計画策定にむけて、引き続き検討を行っている。

　27年８月医師事務作業補助体制加算（25対１）算定。効果額（26年度の同加算との差額）約14
百万円。　28年１月ハイケアユニット入院医療管理料算定。１～３月の効果額（入院基本料との
差額）約20百万円。

　27年12月43品目、28年３月26品目の切替実施。使用率（28年５月単月）は80％を超えている。
切替分について27年度使用量で概算すると約17百万円の削減に相当。

　27年度人感センサー（４か所）、LEDベッドライト（65か所）、水熱源ヒートポンプ機器（53台）更
新。これにより約1,700kwh/月の節電（理論値）。28年度もLEDベッドライト、ヒートポンプを更新予
定。

　27年度X線透視診断装置、PET/CT装置等56件の更新・整備を実施（計499百万円）。28年度
一般X線撮影装置等を予定（計598百万円）。

項目・実施時期(予定）・内容
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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：×

26年度（参考） 27年度 備 考
目標 - 60.1%

1 実績 55.3% 68.3%

達成状況 - ○

目標 - 81.3%

2 実績 96.1% 89.5%

達成状況 - ○

目標 - 65%

3 実績 62% 83%

達成状況 - ○

目標 - 2

4 実績 - 2

達成状況 - ○

目標 - 1,800

5 実績 1,738 2,093

達成状況 - ○

目標 - 91.8%

6 実績 91.5% 88.5%

達成状況 - △

目標 - 85.8%

7 実績 85.5% 88.5%

達成状況 - ○

目標 - 6,825

8 実績 6,619 6,929

達成状況 - ○

目標 - 770

9 実績 524 985

達成状況 - ○

緩和ケア内科延入院患者数

患者満足度（外来）

手術件数

救急自動車搬入患者数

患者満足度（入院）
前年度より、医師及び看護師の対応に関する満足度が若干減少したことが全体
の満足度に影響を与えた可能性がある。

退院調整加算算定割合

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

項　目

紹介率
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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：×

26年度（参考） 27年度 備 考項　目

目標 - 117,900

10 実績 104,110 107,097

達成状況 - △

目標 - 50

実績 42 47

11

達成状況 - △

目標 - 47

12 実績 38 45

達成状況 - △

目標 - 19

13 実績 11 19

達成状況 - ○

目標 - 21

14 実績 - 3

達成状況 - ×

目標 - 16,330

15 実績 15,575 15,992

達成状況 - △

目標 - 11.7

16 実績 11.3 11.3

達成状況 - ○

目標 - 73.0%

17 実績 65.9% 68.6%

達成状況 - △

目標 - 60.0%

18 実績 48.5% 68.6%

達成状況 - ○

病床利用率
平均在院日数の目標と実績の差異（約0.4日）と新入院患者数の目標と実績の差
異（338人）による。※H26.4.1からH27.11.30までは798床、H27.12.1以降は
747床として病床利用率を計算している。

ジェネリック医薬品使用率（数量ベース） ※市販ソフトウエアによる試算（４月～３月）

新入院患者数
紹介患者数と救急自動車搬入患者数（総数及び内入院に至った患者数）は見込
より多く、一方で再来患者の入院数が見込より少なかった。

平均在院日数

看護補助者（事務）

看護補助者（夜間）
応募者が少なかったため（募集は通年実施）。なお、平成27年度中に新たな応
募者を選考し、平成28年度から1名を増員している。

臨床研修医受入数（後期研修医を含む）

平成25年度のマッチング（26年度採用研修医１年目）が定数12名に対して2名であったた
め大きな欠員が生じかねない状況であったが、26年度に設置した臨床研修センターにお
ける研修内容の充実等により、同年度のマッチング（27年度採用）は定数12名に対して9
名と回復したほか、後期研修医を一定数確保することができ目標に近い実績となった。
今後とも更なる研修環境の充実と医育大学との連携強化に取り組んでいく。

医師事務作業補助者 任期途中の退職を補うことができなかったため。

リハビリテーション実施単位数
人員の不足による（想定27人に対し実働約24人）。なお、療法士一人当たりの
稼働は目標より高い状態を維持している。
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