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地方独立行政法人神戸市民病院機構 平成 21 年度 年度計画  
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重点項目 

１ 神戸市立医療センター中央市民病院(以下「中央市民病院」という。)及び

神戸市立医療センター西市民病院(以下「西市民病院」という。)は、中期計

画に基づき、地方独立行政法人制度の特徴である機動性及び柔軟性を生かし

て市民・患者へのサービスの向上と効率的な病院運営を行うとともに、中央

市民病院は市全域の基幹病院として、西市民病院は市街地西部の中核

病院として、患者の立場に立って、市民の生命と健康を守るという役割を

果たしていく。 
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２ 中央市民病院は、本年度特に地域医療連携とチーム医療に取り組む。その

ため、オープンカンファレンス（地域医療機関等が参加する研修及び研究会）

の充実を図り、院外参加者の増加に向けた取組を行うなど、地域医療機関と

の連携をより一層図ることにより、地域完結型医療を推進するとともに、診

療科の枠を超えた横断的な診療体制を整備し、チーム医療に取り組み、質の

高い医療を提供することにより、さらなる患者サービスの向上を図る。 

また、中央市民病院の再整備については、建設工事の本格化に伴い平成 22

年度中の施設完成を目標に着実に工程を進めるとともに、院内に設置した「新

中央市民病院整備委員会」において、運営計画や医療情報システム構築にかか

る検討を進める。 

３ 西市民病院は、本年度特に優れた専門職の確保に向けて病院の魅力を高め

るとともに経営改善に取り組む。そのため、新たに「業務経営改善委員会」

を設置し、より一層経営改善を進める。 

また、地域密着型医療を行うための病院の特色づくりや医療機能の充実に努

め、標準的医療を高い水準で提供する。 

４ さらに、両病院とも医師をはじめ優れた専門職の確保に努める。そのため、

地方独立行政法人の特徴を生かし、柔軟な勤務体制を導入するなどの取組を

行うことにより、病院の魅力を高める。 

５ 経営面では本計画を着実に実行することによって、予算、収支計画  
 及び資金計画の達成を目指す。そのため、地方独立行政法人のメリッ  
 トである機動性及び柔軟性を発揮し、迅速な意思決定が図られる体制  
 を整備するとともに、多様な雇用形態の活用や複数年契約など多様な  
 契約手法を導入し、収入の確保や費用の合理化を行うことにより、経  
 営改善に努める。  
 
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 市民病院としての役割の発揮 

（１）救急医療 

・市民病院は、神戸市の救急医療システムの下、初期救急医療から３

次救急医療まで、市民病院としての役割を果たすために、地域医療

機関と密接な連携を図ることにより、それぞれの役割に応じて「断

らない救急医療」に努めることで市民の安心・安全を守る。  
【中央市民病院】 

・引き続き、救命救急センターとして 365 日 24 時間体制の救急医療を

提供し、市民病院としての役割を果たしていく。そのため、地域連

携部門に病床管理専従看護師（ベッドコントローラー）を配置し、

病床の一元管理により病床利用の効率化をさらに徹底するとともに、

病床の稼動状況の的確な把握に努める。  
【西市民病院】 

・医師の確保及び負担軽減に努めるとともに、現在実施している毎日

午前０時までの内科系・外科系での救急医療体制や金曜日及び土曜
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日の 24 時間救急医療を着実に継続する。  
・ 二次救急輪番病院と連携をとりながら、整形外科の救急当直を実施

するとともに、外科系の救急当直の診療科目を二次救急輪番病院等へ周

知することにより、救急患者の症状により的確に対応する。 

 関連指標             （単位：人，平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

救急外来患

者数 

40,980 

うち入院    5,589 

うち救急車受入 6,184 

12,080 

うち入院  2,178 

うち救急車受入 1,118 

（２）小児・周産期医療 

・神戸市域における小児・周産期医療を安定的に提供することができ

るように、市内の医療機関と十分に連携を図り、役割分担を明確に

した上で、医療スタッフの充実や医療技術の向上に努めるなど体制

の充実を図る。  
・妊婦に対する継続的な支援と助産師・医師の役割分担の考え方に基

づき、助産師外来を継続して行う。  
【中央市民病院】 

・引き続き、医師確保及び養成に努め、ハイリスクな出産にも対応で

きる受入体制の確保に努める。  
・小児医療については、検診にも協力するなど保健所との連携を図る。  
・小児病棟において、病棟保育士やボランティアを活用することによ

り、親子ともども入院生活を過ごしやすくするなど療養環境の向上

を図る。  
【西市民病院】 

・市街地西部の中核病院の周産期施設としての役割を果たすため、正常分娩

を中心に安定した周産期医療を提供するとともに、若年層などリス

クの高い分娩に対しても、可能な限り対応する。  
・安定した周産期医療の提供が継続的に行えるように、小児科及び産

婦人科の医師の確保に取り組む。  
 関連指標             （単位：人，平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

小児科患者数 入院延   15,154 

外来延   21,800 

入院延   2,297 

外来延   10,439 

小児科救急患者数 8,437 

うち入院   719 

771 

うち入院   129 

ＮＩＣＵ患者数 入院延   3,198 NICU 未設置 

分娩件数 596 

うち帝王切開 225 

501 

うち帝王切開 136 

助産師外来患者数 78 119 

  ※西市民病院の助産師外来患者数は平成 19 年 10 月～平成 20 年３ 

   月の実績 



 4

  ※中央市民病院の助産師外来患者数は平成 20 年６月～10 月の実績  
（３）感染症医療 

・新興感染症等については、県下で数少ない第１種感染症指定医療機

関及び市内で唯一の第２種感染症指定医療機関である中央市民病院

を中心に、県、市など関係機関と連携を図りながら、市全域におけ

る安全の確保に向けて率先した対応を行う。  
・新型インフルエンザに対して、神戸市の対応マニュアルに沿った適

時的確な対応を行う。  
【中央市民病院】 

・世界的に感染が拡大している新型インフルエンザについて、発熱外

来における疑い症例の診察及び検査を行うとともに、確定症例が発

生した場合には感染症病棟をはじめとして患者の受入れを行う。  
・また、その他の新興感染症発生時には、保健機関等と連携を図りな

がら、速やかに患者を受け入れられる体制を整備するとともに、市

等が行う訓練に参加するなど関係機関と連携した対応を円滑に行い、

市全域における安全確保に向けて率先した対応を行う。  
【西市民病院】 

・新型インフルエンザ患者発生時には、中央市民病院の患者の転院を

受け入れるなど、中央市民病院等と連携を図るとともに、トリアー

ジ室を有効活用して新興感染症等の新たな医療課題への対応に取り

組む。  
 関連指標             （単位：人，平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 

感染症患者数（第１種） 0 

  〃   （第２種） 143 

（４）災害その他の緊急時における医療 

・災害拠点病院に指定されている中央市民病院を中心として、両病院

が役割に応じた機能が発揮できるよう、定期的な災害医療訓練等を

引き続き実施することにより、災害その他の緊急時における医療救

護活動に迅速に対応する。  
〔項目例〕  
 〇災害医療に関する最新、最善の医療を提供するため、災害派遣医療チー

ム（ＤＭＡＴ）研修に参加する（中央市民病院） 

・ 災害その他の緊急時には、自らの判断で医療救護活動を行うととも

に、市長からの求めに応じた対応を行う。  
 関連指標             （単位：回，平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

災害訓練回数 37 15 

災害研修回数 1 2 

被災地等への派遣件数 － － 
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２ 専門性の高い医療の充実 

（１）高い専門性と総合的な診療 

【中央市民病院】 

・地域完結型の医療提供体制のもと、公的医療機関として市民から必

要とされる広範囲な疾患に対応しうる医療を提供するとともに、市

全域の基幹病院として専門外来をはじめ、より高度で専門性を必要

とする疾患に対応する。  
〔項目例〕  
 〇現在取り組んでいる専門外来に加え、超音波外来（産婦人科）や看護外

来など新たな専門外来を検討し、充実を図る 

 〇複数の診療科がチームを組んで、深部静脈血栓予防のマニュアル作成に

取り組む 

〇薬剤管理指導（服薬指導）業務の充実を図るため、ＩＣＵ及びモデル病棟

において薬剤師を常駐させる 
【西市民病院】 

・各診療科の体制を充実し、専門性の高い医療を提供するとともに、

市街地西部地域の中核病院としての役割について横断的に検討を行

う「業務経営改善委員会」を新たに設置し、がん治療の充実、運動

器・脊椎外科センター及び生活習慣病センターをはじめとする特色

づくりや医療機能の充実を図る。  
 〔項目例〕 

  〇高齢者の呼吸不全に対して合併症の少ない非侵襲的換気（NIPPV)に積

極的に取り組むため、呼吸管理チームを新たに設置する 

  〇整形外科手術において超音波ガイド下神経ブロックによる麻酔に積極的

に取り組む 

（２）４疾病への対応（がん治療・脳卒中治療・急性心筋梗塞治療・糖尿病治

療） 

・４疾病への対応としては、地域医療機関との役割の分担及び機能の

連携を明確にしたうえで、病院ごとの使命を果たしながら市民に適

切に医療を提供する。  
【中央市民病院】 

・がん治療については、地域がん診療連携拠点病院として、地域医療

機関との連携を図りながら、侵襲性の低い治療、化学療法及び放射

線治療等をより多くの患者に提供する。  
〔項目例〕  
 〇侵襲性の低い内視鏡下手術を増加させる 

 〇がん診療オープンカンファレンス及び研修会を開催し、地域がん診療連

携拠点病院としての役割を果たす 

 〇５つのがん（肺がん・胃がん・肝臓がん・大腸がん・乳がん）の地域連

携パスの作成について検討する 

 〇新規の抗がん剤についても積極的に導入するとともに、外来化学療法セ

ンターにおいて薬剤師による副作用の説明を実施する 
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・脳卒中治療については、継続して高度な治療技術を提供する。  
〔項目例〕  
〇脳卒中地域連携パスの更なる活用を図るとともに、地域医療機関

との連携及び情報の発信を充実する  
・急性心筋梗塞治療については、継続して高度な治療技術を提供する。  
〔項目例〕  
〇急性心筋梗塞地域連携パスの導入に向けた検討を行う  

・糖尿病治療については、糖尿病療養指導士の育成に努めるとともに、

糖尿病性合併症等については、関係診療科と連携を図りながら対応

する。  
【西市民病院】 

・がん治療については、より侵襲性が低く安全な手術や温存術などに

取り組むとともに、市関連病院と連携をとりながら放射線治療を行

い、患者のＱＯＬ（生活の質）の向上に努める。  
〔項目例〕  
〇ハイビジョン内視鏡下手術システムを導入する 

〇乳がんに対する内視鏡下乳房温存手術を積極的に実施する 

〇消化管（食道・胃・大腸など）の早期がんに対する内視鏡的粘膜下層剥離

術(ESD)を積極的に実施する 

〇前立腺がん・膀胱がんに対する排尿機能及び性機能が可及的に温存できる

ような手術術式を採用する 

〇高齢者のがん治療として、緩和ケアの必要性と今後のあり方について検討

を行う 

・ 糖尿病については、糖尿病療養指導士の資格取得などに対する支援

を検討し、育成に努め、チーム医療の充実を図る。また、腎臓病を

生活習慣病の一環として捉え、腎臓病チームを新たに設置するなど、

糖尿病チームの活動とともに生活習慣病センター機能の充実を図る。 
関連指標             （単位：人，平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

がん退院患者数 4,656 1,627 

がん患者外来化学療法数 5,043 1,378 

がん患者放射線治療数 11,150 49 

脳卒中退院患者数 1,088 60 

急性心筋梗塞退院患者数 162 １ 

糖尿病退院患者数 381 216 

   ※西市民病院のがん患者放射線治療数は平成 20 年４月～10 月の 

   他病院への紹介患者数 

（３）高度・先進医療 

・医療需要の変化に適切に対応し、各病院の医療機能に応じて、他の

医療機関では提供できない医療を提供する。また、７対１看護基準

体制を維持して質の高い医療を継続していく。  
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・両病院の高度・先進医療等の充実のため、効率的・効果的な医療機

器の更新・整備を計画的に行う。  
〔項目例〕  
〇高周波手術装置を整備する（中央市民病院）  
〇ハイビジョン内視鏡下手術システムを整備する（西市民病院）  
【中央市民病院】 

・複数の診療科がチームを組んで、治療の実施について検討するなど、

高度医療を展開する。  
〔項目例〕  
〇侵襲性の低い内視鏡下手術を増加させる（再掲） 

〇虚血肢に対して、皮膚科、形成外科及びフットケアチーム合同で高度医療

を行う 

・より高度で先進的な医療を提供する医療機関として、複数の診療科

がチームを組んで、カンファレンスを行うなど医療技術の取得・レ

ベルの向上に努める。  
【西市民病院】 

・持続可能な各診療科の特色づくりに取り組むとともに、医療職の確

保及び定着を図り、標準的医療を高い水準で提供する。  
〔項目例〕  
  〇内視鏡下手術を積極的に実施する 

  〇股関節及び膝関節などの変形疾患を抱える高齢者に対応した人工

関節手術を積極的に実施する  
 関連指標                  （平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

検査人数(ＣＴ)（人） 21,944 9,109 

検査人数(ＭＲＩ)（人） 11,703 3,755 

検査人数(心臓血管造影)（人） 1,485 36 

検査人数(脳血管造影)（人） 948 － 

手術件数(入院・外来合計)（件） 7,995 3,417 

全身麻酔実施件数（件） 4,056 1,577 

がん患者外来化学療法数（再掲）

（人） 

5,043 1,378 

がん患者放射線治療数(再掲)

（人） 

11,150 49 

※ 西市民病院のがん患者放射線治療数は平成 20 年４月～10 

月の他病院への紹介患者数 

３ 市民・患者と共に支える地域医療 

（１）市民・患者へのサービスの一層の向上 

・患者満足度調査等を継続して実施するとともに、内容を見直し、患

者ニーズを適正に把握する。  
・院内コンサートを継続して開催するなど患者サービスの質の一層の
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向上を図る。  
・患者の受入れを円滑に行うなど、待ち時間の短縮や待ち時間の過ご

し方について、総合的な待ち時間対策に取り組む。  
〔項目例〕  
〇手術待ち日数を短縮するために、手術枠等の見直しを行う（中央

市民病院）  
〇患者サービスの向上と検査待ち日数の短縮を図るために、土曜日

等の実施に向けた準備を進める（中央市民病院）  
〇外来の待ち時間対策や、検査予約センターでの待ち時間対策につ

いて検討する（中央市民病院）  
〇診療時間枠を柔軟に設定し、待ち時間の短縮に取り組む（西市民

病院）  
〇待合室に設置しているモニターを有効活用することにより、待ち

時間のストレス緩和を図る（西市民病院）  
・院内清掃の徹底や、院内巡回の定期的な実施により、療養環境の維

持・向上に努める。  
・国際化の進展等による多言語への対応をはじめとして、誰もが利用

しやすい病院づくりに取り組む。  
・安全で疾病に適した食事の充実と、栄養管理の観点からＮＳＴ（栄

養サポートチーム）活動に取り組み、治療効果を向上させる。  
・適切な医療サービスを提供する観点から、初期救急から３次救急ま

での神戸市の救急医療体制における中央市民病院及び西市民病院の

位置づけなど、市民病院の役割を市民・患者にも理解いただく方策

を検討する。  
関連指標           （単位：％，平成 19 年度調査結果） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

患者満足度調査結果（入院患者） 

（満足＋やや満足) 

96.7 96.9 

患者満足度調査結果（外来患者） 

（満足＋やや満足) 

93.7 94.1 

（２）市民・患者への適切な情報提供 

・医療職がインフォームドコンセント（患者が医療の内容、及び自分

に合った治療法などについて、医師からわかりやすい言葉で丁寧な

説明を受けた上で、患者が正しく理解し、納得して同意すること）

の重要性を再認識し、入院時の治療計画（日程）の説明と同意取得

を徹底するなど、患者の立場を尊重した医療を常に実践する。  
・患者からの依頼に応じ、引き続きセカンドオピニオン（患者、及び

その家族が病状や治療法等について主治医と別の専門医の意見を聴

くこと）についても対応する。  
・糖尿病教室や腎臓病教室など各種患者向け教室の開催と充実を図る。 
〔項目例〕  
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 〇消化器内科に加え、薬剤部、栄養管理室がチームを組んで、肝臓病教室

を開催する（中央市民病院） 

・ ホームページの充実を図るとともに、患者向け広報誌の定期的発行

など市民に適切な情報をわかりやすく提供する。  
関連指標              （単位：回，平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

各種教室等開催回数 ４ 

（心臓・糖尿病・ 

腎臓・禁煙） 

３ 

（糖尿病・禁煙・ 

市民公開講座） 

セカンドオピニオン受

付数 

156 ３ 

市民向け広報発行回数 しおかぜ通信 ３ 虹のはし   １ 

（３）ボランティアとの協働 

・職員とボランティアが協働して互いに連携をとりながら、市民・患

者の目線に立ったサービスの向上を図るため、よりきめ細やかな取

組に努める。またボランティアの病院運営における役割を検証した

うえで、ボランティアの積極的な受入れを行う。  
 〔項目例〕 

 〇小児病棟において、病棟保育士やボランティアを活用することに

より、親子ともども入院生活を過ごしやすくするなど療養環境の

向上を図る（中央市民病院）（再掲） 
関連指標                 （平成 19 年度末現在） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

ボランティア登録人数（人） 109 39 

ボランティア活動時間（延べ

時間／月） 

405 167 

４ 地域医療機関との連携協力の推進 

（１）地域医療機関・保健機関・福祉機関との連携推進 

・地域医療機関のニーズを把握し、地域医療機関との連携及び協力の

体制の充実を図り、役割に応じた患者の紹介・逆紹介を行うととも

に、高度医療機器の共同利用等の促進に取り組むなど、これまで培

ってきた地域医療機関との連携や逆紹介システムの活用をもとに病

診・病病連携をより一層推進する。  
・保健所、訪問看護ステーション及び老人保健施設などと情報交換を

行い、緊密に連携を図る。  
【中央市民病院】 

・市全域の基幹病院として、症状の安定した患者の逆紹介、重症度に

応じた適切な救急患者の受入れや高度医療機器の共同利用を行うな

ど、紹介率・逆紹介率をより高め、地域医療機関との連携をさらに

強化するためにも、地域医療支援病院の承認に向けた準備を進め、

今年度中に申請を行う。  
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〔項目例〕  
〇地域医療支援病院の承認を受ける 
〇大腿骨頸部骨折や脳卒中地域連携パスを積極的に活用する  
〇診療科部長による地域医療機関訪問を増やすことにより、新たな

連携先を開拓する  
〇神戸広域脳卒中地域連携協議会において中心的役割を果たす  
〇「神戸血液病研究会ネットワーク」の実現に向けて検討する  

 ・地域連携部門に病床管理専従看護師（ベッドコントローラー）を配

置し、病床の一元管理により病床利用の効率化をさらに徹底すると

ともに、病床の稼動状況の的確な把握に努める。（再掲） 
【西市民病院】  

 ・各診療科の医師と地域医療機関の医師が、顔の見える連携を図り、

信頼関係を構築する。  
 〔項目例〕  

〇大腿骨頸部骨折地域連携パスを積極的に活用する  
〇診療科部長による地域医療機関訪問を増やすことにより、新たな

連携先を開拓する  
〇地域医療室の体制強化を図るため、組織の在り方を含め積極的な

検討を行う  
目標値        

  ＜中央市民病院＞    （単位：％，実績値は平成 20 年３月実績） 

 実 績 平成 21年度目標値 

地域医療支援病院 

算定式による紹介率 
43.5 45 以上 

地域医療支援病院 

算定式による逆紹介率 
53.4 65 以上 

 ※地域医療支援病院算定式 

紹介率＝紹介患者の数（開設者と関係のない医療機関から紹介され

た初診患者）＋救急患者数（緊急的に入院し治療を必要と

した救急患者。初診患者に限る）／初診患者の数（初診に

限る。休日又は夜間に受診した初診の救急患者を除き緊急

的に入院し治療を必要とした救急患者を含む）×100 

逆紹介率＝逆紹介患者の数／初診患者の数（地域医療支援病院算定

式紹介率の初診患者の数と同じ）×100 
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  ＜西市民病院＞     （単位：％，実績値は平成 20 年３月実績） 

 実 績 平成 21年度目標値 

従来算定式による紹介率 41.6 34 以上 

従来算定式による逆紹介率 35.0 24 以上 

  ※西市民病院は、平成20年度より初診患者数の定義を変更 

※従来算定式 

紹介率＝文書により紹介された患者の数＋救急車で搬送された患

者の数／初診患者の数－時間外・休日・深夜に受診した６

歳未満の初診患者×100 

   逆紹介率＝文書により紹介した患者の数／初診患者の数×100 

（２）オープンカンファレンス等研修及び研究会を通じた地域医療への貢献 

・市民公開講座やオープンカンファレンス（地域医療機関等が参加す

る研修及び研究会）の開催、地域の医療従事者を対象とした研修会

への講師派遣などを通じて顔の見える連携に取り組み、医師会・歯

科医師会等医療団体と協力して、患者にとってのケアの連続性を重

視し質の高い医療の提供を行うことで、地域医療に貢献することを

目指す。  
〔項目例〕  
 〇オープンカンファレンスの充実を図るため、ＰＲを強化するなど

院外参加者の増加に向けた取組を行う  
 〇病診病病連携の推進や地域の医療従事者の交流を図るため、引き

続き医師会と協力して学術集談会を開催する  
 〇大腿骨頸部骨折や脳卒中地域連携パスを積極的に活用する（再掲）

（中央市民病院）  
 〇大腿骨頸部骨折地域連携パスを積極的に活用する（再掲）（西市民

病院） 

〇市民公開講座の開催及び地域の医療従事者を対象とした研修会等

へ積極的に講師を派遣する（西市民病院）  
関連指標                  （平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

カンファレンス開催回数（回） 32 31 

院外参加人数（人） 613 345 

（３）市関連病院の連携 

・市民病院のみならず、西神戸医療センター、神戸リハビリテーショ

ン病院及び先端医療センターも含めた市関連病院において、医療機

能に応じて相互に患者の紹介・逆紹介を行うとともに、医療機器の

有効利用を図る。  
 〔項目例〕  

〇症例に応じて効果的な治療を行うため、定位放射線照射やＰＥＴ

検査について、先端医療センターと連携する（中央市民病院）  
〇放射線治療について市関連病院と連携する（西市民病院）  
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・職員の人事交流については、市民病院間での人事交流を行うととも

に、市関連病院との間で円滑に交流できるよう制度を構築するなど、

さらに効果的・効率的な連携に取り組む。  
 〔項目例〕  

〇特に西市民病院の医師確保の状況を見ながら、中央市民病院との

積極的な人事交流を図るなど、柔軟な対応を行う  
〇後期研修医の両病院の合同コース採用を引き続き行い、効果的・

効率的な連携に取り組む  
関連指標             （単位：人，平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

市関連病院からの紹介

患者数 

823 712 

市関連病院への紹介患

者数 

1,075 361 

市民病院との職員の人

事交流数（平成 20 年 10

月 1 日現在） 

財団法人神戸市地域医療振興財団 79 

  財団法人先端医療振興財団  14 

  財団法人神戸在宅ケア研究所 ３ 

５ 安全管理を徹底した医療の提供 

（１）法令・行動規範の遵守（コンプライアンス） 

・市民からの信頼を確保するために、規程の整備と合わせて、コンプ

ライアンス推進について全職員が認識・実践するための職場研修等

を実施する。  
・ 法令等の遵守及び各種規程の適切な運用を図るための組織を明確に

する。  
関連指標             （単位：件，平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

診療録開示件数 177 15 

（２）医療安全対策の徹底 

・全職員が患者の安全を最優先にして万全な対応を行うことができる

ように、情報の収集・分析による医療安全対策の徹底及び医療安全

文化の醸成に努める。  
・医療安全に関する患者相談に対して、より患者の立場に立った対応

を行うとともに、患者に適切な情報を提供する。  
・院内の医療安全管理室において、医療安全集中管理ソフトを活用す

るなどインシデント（医療の全過程において患者に被害を及ぼすこ

とはなかったが、注意を喚起すべき事例）及びアクシデント（医療

の全過程において発生した患者に傷害を及ぼした事例）に関する情

報の収集及び分析に努め、リスクを回避する方策の立案や、対策実

施後の評価等を定期的に討議し、医療事故の再発防止及び予防の徹

底を図る。  
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〔項目例〕  
 〇職員に対する事故防止研修会を継続的に実施し、医療安全に対す

る職員の意識を高める（中央市民病院）  
 〇医療安全対策の徹底を図るため、専従の職員を配置する（西市民

病院）  
 〇医療安全集中管理ソフトを活用し、迅速な情報収集を図るととも

に、分析にも努め、再発防止及び発生予防に取り組む（西市民病

院）  
・医療事故の公表基準の見直しを行うとともに、外部委員の参画を求

め、さらなる透明性の向上を図る。  
・特に重大な医療事故が発生した場合には、外部の専門家も入った事

故調査委員会を開催する。  
・医薬品及び医療機器の安全確保のため、安全に関する情報の的確な

提供・管理体制、及び薬剤師による入院患者への薬剤管理指導（服

薬指導）の充実を図る。  
〔項目例〕  
〇入院患者の持参薬の点検を行うとともに、薬剤指導（服薬指導）管理件

数を増加させる 
〇医療機器及び設備について適切な点検や部品交換を行い、事故・

故障を未然防止する  
関連指標                   （平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

委員会等開催回数（回） 12 12 

研修等実施回数（回） ３ ５ 

薬剤管理指導（服薬指導）件数（件） 11,068 4,758 

（３）医療関連感染防止（院内感染防止） 

・医療安全の向上のために、ＭＲＳＡなど薬剤耐性菌による医療関連

感染や、針刺し事故によるＢ型肝炎及びＣ型肝炎といった血液感染

に関する「院内感染防止マニュアル」の見直しを行う。  
・感染管理に関する職員研修会を開催し、感染予防のための知識・技

術の向上に取り組むとともに、院内ラウンドを実施する。  
〔項目例〕  
 〇院内での感染管理に関する取組を強化するため、医療安全と同様

に専従看護師を配置するとともに、感染管理室を設置する（中央

市民病院）  
・ 重大な院内感染が発生した場合には、医療事故と同様に、外部委員

を加えた調査委員会を緊急に立ち上げ、原因の分析・再発防止策の

立案と市民に対する適正な情報提供に努める。  
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関連指標             （単位：回，平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

委員会開催回数 12 ６ 

感染管理チームラウ

ンド回数 

週１回（対象菌発生

時はその都度） 

51（感染管理委員

会によるラウン

ド） 

研修等実施回数 10 ２ 

（４）専門性を発揮したチーム医療の推進 

・あらゆる部門や職種を超えた良好なコミュニケーションのもとに、

専門職が一つになって総合的に医療を行う。  
・より専門的な診療を実現するために、現在のＮＳＴ（栄養サポート

チーム）、緩和ケアチーム、口腔ケアチーム、褥創（じょくそう）チ

ームなどチーム医療をより一層推進する。  
【中央市民病院】 

・チーム医療推進の観点から、複数の診療科がチームを組んで合同カ

ンファレンスを実施する。  
〔項目例〕  
〇外科と産婦人科が共同して手術に関する勉強会を開催する 

〇脳卒中に対して神経内科及び脳神経外科だけでなく循環器内科  
 など診療科の枠を超えた合同カンファレンスを開催する  

・複数の診療科がチームを組んで診療体制を構築し、より専門的な診

療を実現する。  
〔項目例〕  
〇心臓血管外科と内科とで、術後ケアに関する連携を強化する 

〇下肢静脈瘤について、形成外科と皮膚科とで連携した診療体制（手術お

よび硬化療法）を構築する 

〇膠原病患者に対する皮膚科と免疫血液内科との連携した診療体制を構築

する 

〇創傷治療について、皮膚科だけでなく、形成外科やフットケアチーム、

ＮＳＴ（栄養サポートチーム）などと連携して治療にあたる 

〇リハビリテーションへの的確な移行時期を把握するため、理学療法士と

医師、病棟看護師との連携システムを構築する 
【西市民病院】 

・チーム医療の充実に向けて、チームの中心となる職員へのサポート

体制やモチベーションの向上に向けた施策の検討を行う。  
〔項目例〕  
〇腎臓病を生活習慣病の一環として捉え、腎臓病チームを新たに設置する

（再掲） 

〇高齢者の呼吸不全に対して合併症の少ない非侵襲的換気(NIPPV)に積極 

 的に取り組むため、呼吸管理チームを新たに設置する（再掲） 
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６ 医療の標準化と診療情報の分析による質の改善及び向上 

（１） クリニカルパスの充実と活用 

・ クリニカルパス委員会を定期的に開催するとともに、各種クリニカ

ルパス（入院患者に対する治療の計画を示した日程表）の作成及び

精査を行い、積極的に活用できるよう充実させることにより、医療

の質の標準化を図る。  
目標値                （実績値は平成 20 年３月現在） 

項目 中央市民病院 西市民病院 

 実績値 目標値 実績値 目標値 

クリニカルパス

数（種類） 

261 300 75 80 

クリニカルパス

適用率(%) 

50.3 60.0 24.5 30.0 

（２） ＤＰＣの活用 

・ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）対象病院に円滑に移行するととも

に、診療情報データの評価を行う体制を整備する。  
・ＤＰＣ分析ソフトを活用し、ベンチマーク分析の強化を図り医療の

質の改善、向上及び標準化を図る。  
（３） 電子化の推進 

・患者の立場に立った医療の実現や安全性の向上等を図るため、情報

システムの適時適切な更新を図る。  
〔項目例〕  
〇総合的な医療情報システムの確立に向けて医用画像補完システム

（ＰＡＣＳ）を導入する（西市民病院）  
（４） 臨床評価指標等 

・病院の診療機能を客観的に表す臨床指標の設定に向けた検討を行う。 
・診療録の記述の標準化を図るとともに、退院サマリーの早期完成な

ど医療の質の改善及び向上に結びつく見直しに積極的に取り組む。  
７ 臨床研究及び治験の推進 

・治療の効果や安全性を高めるために、様々な職種の参画あるいは他

病院との共同研究も含めて、より多角的な視点から治験管理センタ

ー等の組織の主導の下、新薬の開発等に貢献する治験及び臨床研究

を積極的に推進する。  
・患者への説明責任を十分に果たし、患者の意見が尊重できるよう配

慮をするとともに、手続きの公正を確保するため、臨床研究及び治

験に関する業務手順書や会議の記録の概要などをホームページで公

表する。  
・ 臨床研究への参加要件である「臨床研究に関する倫理その他の必要な知

識についての講習等必要な教育」を行うため、講習会の開催やコンピュ

ータを用いた教育（ｅラーニング）などを行う。 
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関連指標             （単位：件，平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

治験実施件数 42 ７ 

受託研究件数 86 19 

臨床研究件数 48 18 

 
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とるべき

措置 

１ すべての職員がプロとして活躍し、やりがいが持てる病院 

（１）専門性の高い資格取得に向けた研修 

・長期・短期留学等の研修制度の積極的な活用を図り、認定看護師及

び専門看護師の資格取得を促進する。  
・薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師等医療技術職についても専

門性の向上に向けた研修制度の充実を図る。  
（２）専門性の高い資格や技術の取得への支援 

・長期・短期留学や教育課程受講中における職員の給与面での負担を

軽減する有給休職制度の積極的活用や、職員が積極的に資格取得に

取り組める環境づくりに資する人事給与制度を構築する。  
〔項目例〕  
〇専門看護師及び認定看護師の資格を有する職員に専門性の評価及

び資格継続に係る支援として手当を創設する  
・ 専門性向上のために資格取得に対する支援制度の充実を図る  
（３）事務職員及び技術職員の病院運営に関わる能力向上への支援 

・法人固有職員を計画的に採用し、各病院に配置するとともに、新規

採用職員に対し、病院運営に関わる能力を向上させるための研修を

実施し、育成に取り組む。  
・特に法人固有職員については、様々な部署での経験が積めるような

計画的な人事異動（ジョブローテーション）を検討し、病院全体を

考えることができる職員を育成する。  
・事務職員や技術職員が、病院運営に関わる能力を向上させるための

資格取得に対する支援制度の充実を図る。  
・病院事務に関する専門知識を有する経験者を採用する。  
〔項目例〕  
 〇新たな採用区分を創設し、病院経験者対象の職員採用試験を実施

する  
・委託職員等に対する能力向上のための研修等を行う。  
関連指標           （単位：人，平成 20 年 10 月現在） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

診療情報管理士数 職員３，委託職員７ 職員１，委託職員５ 

医療情報技師数 27 ６ 
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（４）優れた専門職の確保 

・高度な専門性を有する職員の外部登用に向けた人事給与制度を構築

する。  
・より手厚い看護を行うため、十分な看護職員の確保に向けて、若年

層の看護職員の処遇の改善を行う。また、薬学部６年制の導入等に

より、人材確保の困難化が予想される薬剤師の処遇の改善などを行

う。  
〔項目例〕  
 〇看護職員や薬剤師の確保に向けて、若年層の職員の処遇改善（初

任給改善）を図る  
 〇薬剤師レジデント（研修薬剤師）制度を活用し、質の高い人材育

成及び確保に努める  
・採用試験の工夫により、経験者も含めた優れた職員の確保を行う。  
・定年を迎えた職員のうち、病院経営や質の高い医療の提供に寄与す

ると認められる職員の再雇用制度を導入する。  
・専門性の向上のために、資格取得に対する支援制度の充実を図る。（再

掲）  
・医師確保をはじめ、優れた専門職の確保に向けた取組として特に育児と

仕事の両立を可能とする柔軟な勤務制度の導入を行う。  
〔項目例〕  
 〇育児のための短時間勤務制度等を構築する  
関連指標                （平成 20 年 10 月現在） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

専門医数（延人数） 187 76 

認定医数（延人数） 124 50 

専門看護師数（人） ３ 

精神     １ 

急性・重症患者１ 

慢性疾患   １ 

１ 

精神    １ 

認定看護師数（人） 17 

皮膚・排泄ケア２ 

集中ケア   ２ 

救急     ２ 

感染管理   ２ 

がん化学療法 ２ 

がん性疼痛  ２ 

糖尿病    １ 

手術     １ 

摂食・嚥下障害１ 

乳がん    １ 

不妊症    １ 

７ 

皮膚・排泄ケア１ 

感染管理  ２ 

がん化学療法１ 

緩和ケア  １ 

糖尿病   １ 

手術    １ 
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専門薬剤師数（人） （認定含む）９ ４ 

診療情報管理士数

（再掲）（人） 

職員３，委託職員７ 職員１，委託職員５ 

医療情報技師数（人） 27 ６ 

平成 19 年度論文件数

（件） 

185 33 

平成 19 年度学会発表

件数（件） 

1,019 118 

（５）職員満足度の向上（医療職の負担軽減） 

・育児のための短時間勤務制度、及びその代替措置としての短時間勤

務職員雇用制度の導入に向けた検討を行い、病院で働く職員にとっ

てやりがいが持て、働きやすい職場づくりに努める。  
〔項目例〕  
 〇育児のための短時間勤務制度等を構築する（再掲）  
 〇育児と仕事が安心して両立できるよう、病児保育の実施について

検討を行う  
・勤務体制の見直し（看護職員の２交代制など）や各職種及び各職員

の役割を適切に分担することで職員の負担軽減に努めるほか、休暇

取得率の向上に取り組む。  
・医療職の負担を軽減するため、医療クラークの活用を継続し適切な

役割分担を図る。  
・職員の悩みなどの相談体制を整備するとともに、患者からの過度の

苦情への対策マニュアルによる対応や警備の強化を継続して行う。  
２ 人材の成長を促進する人事給与制度と育成プログラムの充実 

（１）努力が評価され、報われる人事給与制度の導入 

・従来の昇任・昇格制度にとらわれない柔軟な人事制度を導入するな

ど、職員の努力に報いる制度構築に向けた検討を行う。  
・職員の努力と職責に応じた新たな給与体系の構築に向けて独立行政

法人国立病院機構の給料表に準拠した給料表を導入する。  
・業績や能力を的確に給与に反映させる制度の導入を検討する。  
〔項目例〕  
 〇業績や能力を的確に給与に反映させる制度の構築に向けて、医師

の評価制度の試行実施を検討する  
・ 豊富な専門的知識や経験を有する職員を確保するため、従来の受験

資格年齢にとらわれない採用試験を実施する。  
（２）研修制度の充実 

・専門分野での技術向上のみならず患者への応対も含め、病院職員と

しての人材の成長を促す研修・育成のあり方について検討を行う。  
〔項目例〕  
〇職員のみならず、病院の運営について大きな役割を果たしている

委託職員等についても病院職員としての自覚を高め、育成するた
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めの研修を行う。 

３ 教育病院として医療に携わる人材の育成への貢献 

（１）教育病院（専門医等の研修施設として認定された教育施設としての性質

を有する病院）としての指導力の向上 

・高度専門医療の水準の維持・向上を図るため、専門医、研修指導医

等の取得に向けた研修体制の充実を図る。  
・ 臨床研修病院として、研修プログラムの充実等による臨床研修医及

び後期研修医の受入れを行う。  
関連指標            （単位：人，平成 20 年 10 月現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）神戸市看護大学等との連携 

・神戸市看護大学等と連携を図り、看護学生の受入れを行い、看護学

生の能力向上に寄与するとともに、優秀な看護職員の育成及び確保

に努める。  
・薬剤師等、医師・看護職員以外の専門職についても学生等の受入れ

を行う。  
〔項目例〕  
 〇薬剤師レジデント（研修薬剤師）制度を活用し、質の高い人材育

成及び確保に努める（再掲）  
関連指標              （単位：人，平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

看護学生受入数（延人

数） 

3,972 3,211 

その他学生等受入数（延

人数） 

 

リハビリ   246 

臨床検査   112 

臨床工学   743 

薬剤        309 

栄養        38 

リハビリ      72 

臨床検査      87 

臨床工学      96 

薬剤          40 

栄養          20 

４ 外部評価の活用及び監査制度の充実 

（１）病院機能評価等の活用 

・病院機能評価や卒後臨床研修評価の評価項目などに基づき、日頃か

ら病院運営の改善に努める。  
 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

専門医数（再掲）（延人数） 187 76 

臨床教授等（延人数）  18（准教授含） 12 

研修指導医数（延人数） 46（予定者含む） 10（予定者含む） 

臨床研修医数 40 12 

後期研修医数 78 ７ 

学生実習受入数（19 年度実

績・延人数） 

1,012 36 
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（２）監査制度の充実 

・監査規程を整備し、監事及び会計監査人による監査や内部監査の実

施により、制度の充実を図るとともに監査結果に基づき必要な見直

しを行う。  
５ 環境にやさしい病院づくり 

・市が取り組んでいる「環境負荷の少ない持続的に発展できる環境保

全型社会」の実現に向けて、神戸環境マネジメントシステム（ＫＥ

ＭＳ）の取得に向けた取組を行い、環境にやさしい病院づくりを進

める。  
・省エネルギー化に努め、ＣＯ2 排出量のさらなる削減に努める。  
 

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 資金収支の均衡 

（１） 安定した経営基盤の確立 

・不採算医療及び行政的医療に係る市からの運営費負担金等の交付の

下、市民病院としての役割を果たすとともに、安定した経営基盤を

確立するため、増収対策及びコスト管理の徹底等に取り組む。  
・ 診療科別・部門別の原価計算方式による損益分析の確立に向けて準

備を行うとともに、本計画の予算、収支計画及び資金計画が着実に

実行できるように努める。  
目標値           （単位：億円，実績値は平成 19 年度） 

項 目 実績値 目標値 

単年度資金収支 △12.7 △0.6 

目標値            （単位：％，実績値は平成 19 年度） 

項 目 
中央市民病院 西市民病院 

実績値 目標値 実績値 目標値 

経常収支比率 98.0 104.2 95.6 95.2 

 ※平成 19 年度の実績値は市決算値（病院事業会計） 

関連指標           （単位：％，平成 19 年度決算実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

他会計繰入金(運営費負担

金)比率 
10.3 9.8 

医業収支比率 89.4 89.6 

（２）収入の確保（組織及び人員配置の弾力的運用） 

・病床利用率のさらなる向上や手術及び検査の枠の見直し等による件

数の増加、地域医療機関との連携を図り、より多くの新規患者を受

け入れるなどにより、収入の確保を図る。  
〔項目例〕  
 〇高度医療機器の予約枠の見直しを行い、より多くの患者を受け入

れる（中央市民病院）  
〇医師をはじめ診療体制の充実を行い、より多くの患者を受け入れ
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る（西市民病院）  
〇外来診療枠の見直しを行い、より多くの患者を受け入れる（西市

民病院）  
〇午前退院及び午後入院退院調整の徹底による病床利用率の向上を

図る（西市民病院）  
・多様な雇用形態の活用、組織及び人員配置の弾力的な運用などによ

る新たな診療報酬の確保に加え、寄付等医業外の収入の増加を図る。 
〔項目例〕  
 〇新たな診療報酬加算の取得に向けて、体制等の整備を図る（中央

市民病院）  
・診療報酬の請求漏れや減点の防止に努めるとともに、民間のノウハ

ウの活用など未収金の発生防止策や回収策の強化を図る。  
・栄養食事指導や薬剤管理指導（服薬指導）の増加を図る。  
目標値              （単位：％，実績値は平成 19 年度） 

項目 
中央市民病院 西市民病院 

実績値 目標値 実績値 目標値 

病床利用率 91.8 95.5 88.3 89.0 

関連指標                  （平成 19 年度実績） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

延患者数（人） 入院   275,776 

外来   468,478 

入院   115,708

外来   229,730 

新規患者数（人） 入院   19,217 

外来   86,171 

入院    7,080 

外来   21,497 

患者 1 人１日当たり

診療単価（円） 

入院   58,519 

外来   11,624 

入院   40,470 

外来    8,683 

手術件数（再掲）（件） 7,995 3,417 

査定減率（％） 入院    0.41 

外来    0.15 

入院    0.18 

外来    0.10 

未収金額（百万円） 現年     116 

滞納繰越   116 

現年     26 

滞納繰越   52 

（３）費用の合理化 

・中期計画の予算の枠の中で、科目や年度間で弾力的に運用できる会

計制度を活用した予算執行を行う。  
・医療材料等の共同購入や複数年契約など、多様な契約手法を導入す

るなど、地方独立行政法人のメリットを生かし医療サービスの質の

維持・向上を図りながら、材料費及び経費の節減に努める。  
〔項目例〕  
〇優れた病院との比較を行うなど、材料価格の低減を図る  
〇清掃業務などの複数年契約の導入により、経費の節減を図る  
〇医療材料の共同購入や複数年契約及び契約手法の見直しにより材  
 料費の節減を図る  
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・薬品の安全性を確認したうえで、後発医薬品の導入を促進する。  
・職員給与費についても、医療の質の向上や医療安全の確保、患者サ

ービス向上などに充分配慮したうえで、適切な対応を図る。  
目標値              （単位：％，実績値は平成 19 年度） 

項 目 
中央市民病院 西市民病院 

実績値 目標値 実績値 目標値 

材料費比率 32.9 32.5 23.8 23.3 

経費比率 23.4 19.5 24.8 21.3 

給与費比率 50.9 49.6 57.6 60.0 

※平成 19 年度の実績値は市決算値（病院事業会計）  
 関連指標            （単位：％，平成 19 年度末現在） 

項 目 中央市民病院 西市民病院 

後発医薬品採用率 3.9 6.5 

２ 質の高い経営ができる病院 

（１）ガバナンスの確立による体制の整備 

・理事会及び事務局などの体制を整備し、理事長や院長の権限を強化

するとともに、市民病院機構内で適切な権限配分を行うために、理

事会規程、組織規程及び専決規程等を整備する。  
・理事会をはじめ、常任理事会の定期的な開催及び目標達成に向けた

迅速な意思決定を行う。  
・四半期ごとのＰＤＣＡサイクルが確立できる仕組みを整備する。  
・理事長及び院長は、リーダーシップを発揮するとともに、全職員が

経営状況や問題点及び責任を共有できるよう、病院内のコミュニケ

ーションの活性化に向け基本的な経営状況や指標について、病院内

で共有できる環境を整備する。  
（２）経営体制及び業務執行体制の整備 

・経営責任を明確にした上で、さらに経営効率の高い業務執行体制を

整備するとともに、経営企画機能の強化を図り、本計画の実現を目

指す。  
・事務部門において本部組織の見直しを行い、経営企画機能を強化す

るとともに、給与支払業務のアウトソーシングによる組織のスリム

化に努める。  
 〔項目例〕 

  〇本部に経営戦略チームを設置し、経営企画機能の強化を図る 

 〇給与計算業務のアウトソーシングを導入し、組織のスリム化を図 

  る 

（３）バランストスコアカード（ＢＳＣ）を用いた経営 

・目標管理のツールであるＢＳＣ（財務指標だけでなく非財務指標に

ついても着目し、多面的な指標を組み合わせて業績を計画、評価及

び管理することにより、目標を効果的に推進する経営手法）のメリ

ットを生かしたマネジメントシートの策定によるＰＤＣＡサイクル
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を確立する。  
・ ビジョン及び戦略を職員が十分に理解した上で組織目標と個人の目

標が関連付けられるよう努めるとともに、医療職に負担がかからな

いように独自に改良を行い、マネジメントシートのＩＣＴ化による

全職員の情報共有を目指す。  
  
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 

１ ＰＦＩ手法による中央市民病院の再整備 

・中央市民病院の再整備については、PFI 手法を活用して行う「神戸
市立中央市民病院整備事業」を承継した。  

・本年度については、本年 3 月に着工した建設工事が本格化し、基礎
工事を終えた後、躯体工事や内装工事の一部に取り掛かる予定であ

り、平成 22 年度中の施設完成を目標に着実に工程を進めていく。  
・新中央市民病院では、現在と同様に標準医療を高いレベルで提供す

るとともに、救急医療などの機能充実を図るため、院内に設置した

「新中央市民病院整備委員会」において、質の高い医療や最適な患

者サービス提供を行うための運営計画や、医療情報システムの構築

にかかる検討を進める。  
２ 医療産業都市構想への寄与 

・神戸医療産業都市構想への寄与として、特に中央市民病院は、臨床

部門の核として先端医療センターをはじめ、他の医療機関等と協力

しあうとともに、臨床に応用される段階になった医療については、

安全性と倫理性への十分な配慮のもとにいちはやく市民に提供する。 
・先端医療センターとは、医療機能に応じて相互に患者の紹介・逆紹

介を行うとともに、職員の人事交流も積極的に行うなど、さらに効

果的かつ効率的な連携に取り組む。  
・職員の人事交流については、市民病院機構と財団法人先端医療振興

財団との間で円滑に交流できるよう制度構築を図る。  
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第５ 予算（人件費の見積りを含む。）収支計画及び資金計画 

「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」

を着実に実行することにより、運営費負担金等の交付の下、市民病院と

しての役割を果たすとともに、安定した経営基盤を確立する。  
１ 平成 21 年度予算                （単位：百万円） 

区   分 金   額 

 収入 

   営業収益 

     医業収益 

     運営費負担金 

     その他営業収益 

   営業外収益  

     運営費負担金 

     その他営業外収益 

   資本収入 

     運営費負担金 

         運営費交付金 

     長期借入金 

     その他資本収入 

   その他の収入 

   計 

 

35,071  

30,861  

4,163  

47  

944  

222  

722  

16,027  

5  

714  

10,956  

4,352  

0  

52,042  

 支出 

   営業費用 

     医業費用 

       給与費 

       材料費 

       経費 

       研究研修費 

     一般管理費 

   営業外費用 

   資本支出 

     建設改良費 

     償還金 

     その他の資本支出 

   その他の支出 

   計 

 

33,499  

32,174  

15,863  

9,843  

6,347  

121  

1,325  

591  

18,011  

11,773  

2,792  

3,446  

0  

52,101  

 (注 )期間中の給与改定及び物価の変動等は０％と試算している。  
 [人件費の見積もり ] 
  期間中総額  16,770 百万円を支出する。  
  なお、当該金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、時間  
 外勤務手当及び休職者給与の額に相当するものである。  
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２ 平成 21 年度収支計画             （単位：百万円） 

区   分 金   額 

収入の部 

  営業収益 

    医業収益 

    運営費負担金収益 

    補助金等収益 

    資産見返運営費負担金戻入 

    資産見返工事負担金等戻入 

    資産見返補助金等収益 

    資産見返物品受贈額戻入 

  営業外収益  

    運営費負担金収益 

    その他営業外収益 

  臨時利益 

36,636  

35,719  

30,813  

4,163  

46  

0  

0  

0  

697  

917  

222  

695  

0  

支出の部 

  営業費用 

    医業費用 

      給与費 

      材料費 

      経費 

      減価償却費 

      研究研修費 

    一般管理費 

  営業外費用 

  臨時損失 

35,907  

34,500  

33,161  

16,004  

9,384  

6,134  

1,522  

117  

1,339  

1,407  

0  

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

729  

0  

729  

(注 )期間中の給与改定及び物価の変動等は０％と試算している。  
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３ 平成 21 年度資金計画             （単位：百万円） 

区   分 金   額 

資金収入 

  業務活動による収入 

    診療業務による収入 

    運営費負担金による収入 

    その他の業務活動による収入 

  投資活動による収入 

    運営費負担金による収入 

運営費交付金による収入 

    その他の投資活動による収入 

  財務活動による収入 

    長期借入れによる収入 

    その他の財務活動による収入 

  前事業年度よりの繰越金 

52,042  

36,015  

30,861  

4,386  

768  

1,758  

5  

    714   

1,039  

14,269  

10,956  

3,313  

0  

資金支出 

  業務活動による支出 

    給与費支出 

    材料費支出 

    その他の業務活動による支出 

投資活動による支出 

    有形固定資産の取得による支出 

    その他の投資活動による支出 

  財務活動による支出 

    長期借入金の返済による支出 

    移行前地方債償還債務の償還による

支出 

    その他の財務活動による支出 

  翌事業年度への繰越金 

52,101  

34,090  

16,770  

9,843  

7,477  

11,906  

11,773  

133  

6,105  

0 

 

2,792  

3,313  

△59  

(注 )期間中の給与改定及び物価の変動等は０％と試算している。  
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第６ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 10,000 百万円 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

(1)賞与の支給等による一時的な資金不足への対応 

(2)予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への 

 対応 

 

第７ 重要な財産を譲渡し又は担保に供する計画  
・ 中央市民病院の移転に伴う、現中央市民病院の土地・建物の譲渡を

含めた活用を検討する。なお、医師公舎、看護師宿舎の土地・建物

についても医師・看護師の確保対策等に伴う整理・再編による譲渡

を含めた活用を検討する。 

 

第８ 剰余金の使途 

・ 決算において剰余を生じた場合は、病院施設の整備・修繕、医療機

器の購入、人材育成及び能力開発の充実等に充てる。 

 

第９ 地方独立行政法人神戸市民病院機構の業務運営等に関する規則で

定める業務運営に関する事項 

１ 施設及び設備に関する計画（平成 21 年度） 

（単位：百万円） 

施設及び設備の内容 予定額 財源 

病院施設、医療機器等整備  総額  646 

神戸市長期借入金等 新中央市民病院施設，医療機

器等整備 

 総額 11,126  

２ 人事に関する計画（平成 21 年度） 

・医療需要の動向・変化に即応することができるように、組織・職員

配置のあり方を常に検証し、必要に応じて弾力的な見直しを行う。 

・法人において、職員を補充・増員する必要が生じた場合には、法人

固有職員の採用による対応を基本として、法人職員のうち固有職員

の割合を２割以上になるように努める。 

・特に法人本部の事務局の組織を柔軟に見直すとともに、給与支払業

務のアウトソーシングを行う。 

・ 特に、新中央市民病院の整備・運営にあたっては、ＰＦＩの導入に

より、医療行為以外の幅広い部門において民間活力の導入を図り、

機動的かつ効率的な執行体制に向けた検討を行う。 

 

 


