
 
岡谷市病院改革プランの達成に向けた取組状況と今後に向けた基本的な考え方 （平成２２年度及び平成２３年度上半期 実績等一覧表） 

 
取組実績等 

内部評価(C) 委員からの意見（C） 今後に向けた考え方(A) 

項目(P) 
実績等(D) 

平成 22 年度 平成 23 年度（上半期） 

基 本 理 念 

基 本 方 針 

の 推 進 

理念の周知 

01. 事業管理者による朝礼の

実施 

看護部他 23 部署で実施 

（実施期間 7/1～8/2） 

年度始めの式、経営研修会での訓示 “思いやり”を中心とする「患者本位」の考え方を

新たに策定したことは、市民病院を運営する上で

大きな意義があるものと認識している。 

また、病院の利用者から「職員対応が良くなって

きている」という声もいただいており、一定の成果が

上がっているものと受け止めている。 

今後も継続して実施していくことが課題である。 

「医師に魅力ある病院」が、医師に来てもらえる

大きな条件である。 

 

これまでの取組みを継続して実施してほしい。 

岡谷市民病院基本理念・基本方針は、「救

急」、「地域連携」、「医療安全」を中心とする考え

方とともに、病院運営の最も基本的な考え方であ

るため、研修会の開催ほか各種機会を捉え、更

に浸透を図る。 

また、基本理念の実現に向け、職員一人ひとり

がスキルアップを目指し、自己研鑽に励むことが

できるよう、研修に出やすい職場環境や費用負

担など病院の体制を整える。 

02. 理念の浸透に向けた講

演会の実施 

外部の講師による講演会の実施 

（8/11、8/27） 

実施なし 

 

03. 理念の実践に向けた研

修会の実施 

グループワークよる討議（患者サー

ビス委員会） 

（9/2、9/7、9/9） 

H21 内部講師による接遇研修 

H22 外部講師による接遇研修 （全

職員対象） 

Ｈ23 上半期  

全職員対象接遇研修（6 月） 

（患者サービス委員会） 

※（11～12 月 2 回目の研修実施） 

04. 看護部の職員研修 

救 急 医 療 ・項目 No16～18 のとおり 同左 同左 同左   

地 域 連 携 
・項目 No14、34、64～65 のと

おり 
同左 同左 同左 

医 療 安 全 

05. 医療安全対策の実施 

 

【ﾋﾔﾘﾊｯﾄ・ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ報告件数】 

H21 32 件  

H22 894 件（月平均 74.5 件） 

【ﾋﾔﾘﾊｯﾄﾆｭｰｽ発行数】 

１号～6 号 

【研修会の実施】 

全職員対象研修会 ２回 

専門勉強会（気管切開管理） １回 

【ﾋﾔﾘﾊｯﾄ・ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ報告件数】 

Ｈ23 上半期 401 件（月平均 66.8 件）

「医療安全管理指針」改定（6 月） 

「医療安全対策・対応ﾏﾆｭｱﾙ」作成 

（7 月） 

【ﾋﾔﾘﾊｯﾄﾆｭｰｽ発行数】 

7 号～9 号 

【研修会の実施】 

ＭＲＩ研修会 ４～５月実施 

患者対応研修会 ８月 

医療安全管理指針の改定、医療安全対策・対

応ﾏﾆｭｱﾙの作成により、全職種共通認識のもと、

医療安全の強化に繋がる取組みが着実に進めら

れている。 

 

 

 

これまでの取組みを継続して実施してほしい。 病院全体で危機管理意識を醸成し、より安全

な医療サービスを提供できるよう、ﾋﾔﾘﾊｯﾄの報告

から医療安全対策に繋がる取り組みをさらに進め

ていく。 

病院の役割

及 び 機 能 
が ん 

06. 化学療法の実施 【調剤件数】  （岡谷病院） 

H21 外来 596 件 入院 1,068 件 

H22 外来 718 件 入院  933 件 

（㊤外来 354 件 入院  563 件） 

【調剤件数】  （岡谷病院） 

H23 上半期  

外来 482 件 入院 273 件 

 

がんに係る手術の件数が増加しており、当院に

おける、がん診療の需要が高まっている。特に腹

腔鏡による手術件数が増加しており、体への負担

軽減、入院日数の短縮等が図られている。 

化学療法は、外来の比率が 35.8％から 43.5％

に上がっており、通院しながら治療をされる患者さ

んが増えている。 

内視鏡検査による病巣の発見から手術に至る

診療体制が充実してきている。 

新たに「がん性疼痛緩和指導管理料」、「抗悪

性腫瘍剤処方管理加算」を算定するなど、がん診

療に係る取り組み強化が図られてきた。 

今後、さらに充実した診療が実施できるよう、体

制の維持と強化、また設備の更新などが課題であ

る。 

幅広く、何でもやるという姿勢は、医師への負

担を考慮すると、厳しい。 

 

地域という視点で、他の医療機関や医師会の

開業医の先生方も含め、全体で医療を守るべき。 

 

 

糖尿病は、できるだけ糖尿病にならない、透析

までいかないことが、住民のＱＯＬを確保するうえ

で重要で、予防に注力すること。 

 

 

  

【4 疾病・5 事業への対応について】 

限られた医療資源の中、「がん」、「急性心筋梗

塞」、「脳卒中」、「糖尿病」及び「救急」、「災害」、

「へき地」、「周産期」、「小児」に至る“全ての役

割”を担うことはできないが、市民病院としてでき

るだけ幅広く対応するため、「総合病院」としての

機能維持と充実、またチーム医療を進める。 

 

(がん) 

・CT 等による肺がんの早期発見、早期治療を

推進する。 

・内視鏡、腹腔鏡によるがん治療に力を入れて

いく。 

・患者増に対応するため、化学療法室の施設整

備を行う。 

・緩和ケア病棟における入院機能に加え、がん

初期から在宅での緩和ケア医療の充実を図る。 

07. 内視鏡検査・手術の実施 【実施件数】  

H21 6,418 件 

H22 5,664 件 (㊤2,559 件) 

内がん処置件数 

H21 81 件  H22 102 件(㊤38 件) 

【実施件数】  

H23 上半期 2,683 件  

内がん処置件数 

Ｈ23 上半期  34 件 

08. 外科手術の実施（腹腔鏡

手術の実施） 

【がん手術実施件数】  

H21 159 件 H22 182 件(㊤32 件)  

 内腹腔鏡件数 

H21  3 件  H22 25 件(㊤5 件) 

【がん手術実施件数】  

H23 上半期 59 件 

内腹腔鏡件数 

H23 上半期 10 件 

09. 緩和ケア病棟の運営 【患者数】  

H21 3,092 人 

H22 3,270 人 (㊤1,569 人) 

【患者数】  

H23 上半期 1,688 人  

１ 



 
取組実績等 

内部評価(C) 委員からの意見（C） 今後に向けた考え方(A) 

項目(P) 
実績等(D) 

平成 22 年度 平成 23 年度（上半期） 

病院の役割

及 び 機 能 

急 性 

心 筋 梗 塞 

10. 心疾患の手術件数 

（心臓カテーテル除き、ペ

ースメーカーは含む） 

【実施件数】  

H21 70 件  H22 055 件(㊤21 件) 

【実施件数】  

H23 上半期 25 件 

 

心臓血管外科の休止により開胸手術は行って

いないが、施設集約に際して、循環器内科医師の

確保と ICU・CCU 及び心臓カテーテル室を整備し

たことにより「心臓カテーテル」を中心として心疾患

に対応している。 

心臓カテーテル実施件数が増えてきており、さ

らに充実した診療が実施できるよう、体制の維持と

強化が課題である。 

 （急性心筋梗塞） 

・心臓カテーテルによる診断及び治療を推進

する。 

・CCU（狭心症や心筋梗塞など心臓血管系の

重症患者を対象とする集中治療室）による治療、

管理を継続していく。 

 

（脳卒中） 

・保存的治療（手術を行わず、点滴や内服薬

で行う治療）と早期から回復期までのリハビリを実

施していく。 

 

(糖尿病) 

・健診センターと連携し、予防から治療まで一

貫した医療を実施するほか、市とも連携し、当院

ならではの形を構築していく。 

・合併症に対して、腎臓内科、眼科、神経内

科、循環器及び皮膚科によるチーム医療を実施

していく。 

・地域連携パスの利用推進を図る。 

 

(救急) 

・諏訪湖北地域における基幹病院として、二次

(入院)の救急受入を担う。 

 

(災害) 

・岡谷市地域防災計画における災害時の緊急

医療、救護体制を整備していく。 

 

(周産期及び小児) 

・高度周産期医療機関として地域の産科、小

児医療の中心的な役割を果たしていく。 

 

(その他) 

・少子高齢化の進展に対応するため、比較的

長期にわたる入院が可能な「療養病床(医療型、

介護型)」の運営を継続するとともに、「回復期リハ

ビリテーション病棟」の設置、リハビリテーション科

の職員体制の強化を図り、在宅復帰に向けた退

院支援機能を充実させていく。 

（理学療法を中心とする呼吸ケアシステムの体制

を整えるほか、心筋梗塞後における早期リハビリ

の実施など。） 

 

・健康寿命を延ばす医療を推進するため、健

診センターにおける予防医療の推進に積極的に

取り組み、病気の早期発見・早期診断を進める。

中でも、巡回健康診断は、当院の大きな特徴で

あるため、新たな事業所の確保、きめ細かいサー

ビスの実施に最大限努めていく。 

11. 血管内診断及び治療の

実施 

【心臓ｶﾃｰﾃﾙ実施件数】  

H21 180 件 H22 213 件(㊤83 件)  

【心臓ｶﾃｰﾃﾙ実施件数】  

H23 上半期 112 件  

 

12．ICU・CCU 及び心臓ｶﾃｰ

ﾃﾙ室の整備 

(再掲)【実施件数】  

H21 180 件 H22 213 件(㊤83 件) 

(再掲)【実施件数】  

H23 上半期 112 件 

脳 卒 中 

13. リハビリによる対応 脳卒中など脳疾患に関わる疾病

を患った患者さんの機能回復を図る

ため、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを実施した。 

脳血管疾患等ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料Ⅰ

を届出 

Ｈ23．8 月 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟 

４４床を市立岡谷病院に開設  

心大血管ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料Ⅰ 

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院料２ 

 

脳血管疾患に対応するため、神経内科におい

て早期診断、保存的治療を行うとともに早期リハビ

リを実施している。 

また、Ｈ23.8 月に回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟を開

設したことにより、治療後のリハビリも継続して行え

るほか、他の病院からの受け入れも出来るようにな

った。 

他病院との連携強化及び、体制、設備の充実が

課題である。  

糖 尿 病 

14. 糖尿病地域連携パスの

運用 

 

H22．7 月運用開始  

3 月末運用者数 20 人 

【運用件数】 

9 月末運用者数  2１人 

医師会等の協力により、連携パスの構築が実施

できたことは、地域連携の充実へ向けて大きな前

進となったと考える。 

今後、その活用を通じて、さらなるパスの充実と

糖尿病診療の強化を図る必要がある。  

  診療所との連携強化、及び、連携に関して患

者さんの理解を得ることが課題である。 

15. 予防教室の開催 【糖尿病教室の開催】 

２週（２サイクル）/月 

【糖尿病教室の開催】 

同様に実施 

  

救 急 

16. 夜間・休日など時間外患

者の受入 

【受入患者数】  

H21 4,552 件  

H22 6,319 件 （㊤3,031 件） 

【受入患者数】  

H23 上半期 2,976 件  

管理者方針の徹底、また施設集約による診療体

制の充実などにより、時間外及び救急搬送の受入

数が増加していることは、市民病院の役割を果た

す上で大きな成果であると考える。 

平成２３年４月から平日の昼間の時間帯におい

ては、救急対応を専門に行う医師を配置しており、

救急体制が強化されるとともに、他の医師の負担

軽減に繋がっている。 

また、夜間急病センターは、医師会との協力に

より運営しており、地域連携の強化に繋がっている

と考える。 

 

 

17. 救急搬送患者の受入 【受入患者数】  

H21  760 件  

H22 1,170 件 （㊤579 件） 

【受入患者数】  

H23 上半期 565 件  

4 月より救急担当に外科医 1 名を配置

9 月よりＩＣＵ、ＣＣＵ当直開始 

18. 夜間急病センターの運営

協力 

医師会との協力によりH21．6月に開

設。初期救急医療を提供している。 

【利用実績】  

H21 262 件  

H22 321 件 （㊤155 件） 

診療日 月曜日から金曜日 

時 間 午後 7 時から午後 9 時 

場 所 岡谷病院外来診療室 

対 象 成人（16 歳以上） 

【利用実績】 

Ｈ23 上半期 136 件 

災 害 

19. 医薬品の備蓄 H22 より岡谷病院で一括管理 

【薬品数】 

内服薬、外服薬等 合計 168 種 

 

 

【薬品数】 

変更なし 

災害に備え、在庫管理の徹底を図っており、有

事には適切な対応が出来る状況となっている。 

２ 



 
取組実績等 

内部評価(C) 委員からの意見（C） 今後に向けた考え方(A) 

項目(P) 
実績等(D) 

平成 22 年度 平成 23 年度（上半期） 

病院の役割

及 び 機 能 

周産期及び

小 児 

20. 小児科診療の実施 【患者数】 

H21 

入院 3,278 人 外来 10,467 人 

H22  

入院  3,867 人 （㊤1,765 人） 

外来 11,855 人 （㊤5,717 人） 

【患者数】 

H23 上半期 

入院 1,399 人 外来 5,254 人 

 

 

 

高度かつ専門的な診療に対しては、県立こども

病院などとの連携によって対応せざるを得ない状

況であるが、一般的な小児診療及び救急受入に

ついては適切に対応ができている。 

 

分娩数についても、里帰り出産を含め、制限を

かけておらず、安心して出産が出来る体制を整え

ることが出来ている。 

 

今後、さらに充実した診療が実施できるよう、体

制の維持と強化が課題である。 

  

21. 小児救急への対応 【救急搬送者数】  

H21 46 人 H22 87 人 （㊤43 人） 

【救急搬送者数】  

H23 上半期 32 人  

 

22. 分娩数 【分娩数】  

H21 146 件 H22 120 件  

（㊤74 件） 

【分娩数】  

H23 上半期 52 件   

 

予 防 医 療 

23. 人間ドックの実施 【受診者数】  

H21 1,282 人   

H22 1,441 人 （㊤484 人） 

【受診者数】  

Ｈ23 上半期 525 人 

 

平成２２年度については、施設集約に伴う健診

センターの移転により、本格稼動が 6 月となったが

人間ドックは、前年度を上回る受診者数を確保で

きた。 

巡回健診については、民間事業者との競合に

対して、営業活動の強化が必要と考える。  

24. 巡回健康診断の実施 【受診者数】  

H21 12,781 人 

H22 11,220 人（㊤7,207 人） 

【受診者数】  

Ｈ23 上半期 7,970 人 

 

25. 院内健診の実施（予防接

種を含む） 

【受診者数】 （  ）は予防接種の件

数 

H21 9,775 件 （3,883 件） 

H22 9,227 件 （3,755 件）  

㊤3,225 件 （131 件） 

【受診者数】 （  ）は予防接種の件数 

H23 上半期 3,640 人 （667 件） 

 

感染症医療 

26. 感染症病床の運営 【延患者数】  

H21 119 人   

H22 423 人 （㊤63 人） 

【延患者数】  

H23 上半期 229 人  

新型インフルエンザなど、病床の存在意義がク

ローズアップされる中、引き続き、第二種感染症指

定医療機関として役割を果たす必要がある。 

慢性期入院 

27. 療養病棟の運営 【延患者数】  

H21  13,141 人 

H22  13,122 人（㊤6,559 人） 

【延患者数】 

Ｈ23 上半期 6,467 人 

 

介護型 31 床、医療型 12 床により、施設集約の

後も療養病床を維持しており、高齢化の進む岡谷

市において、重要な役割を担っていると考える。 

具体的な取

り 組 み 

医 師 

確 保 

28. 大学医局との連携 【医師確保人数】 

H22.4 月 循環器内科医師 2 名 

H22.7 月 外科医師 2 名 

【医師確保人数】 

Ｈ23.4 月 外科医師 1 人 

 

 

日本大学から派遣されていた医師が退職し、循

環器疾患への対応が懸念されたが、信州大学から

2 名の医師が派遣され、循環器内科の診療体制が

確保できたこと、さらに 7 月、信州大学から 2 名の

外科医師が着任し、平成 23 年 4 月にも外科医師１

名が着任したことは、これまで積み重ねてきた努力

の成果と考えている。 

しかし、山梨大学から派遣されていた眼科の常

勤医師が退職したことから、外来・手術が制限され

ているため、引き続き、山梨大学と調整をしていく

必要がある。 

 

医師確保に向けた方策は、関連大学への働き

かけの前に、まずは魅力ある病院づくりが大切で

はないか。 

新たな常勤医師、臨床研修医の確保に向け、

医療技術の研鑽や設備等の整備、また患者サー

ビスの向上など、病院の魅力づくりに努める。 

学会への参加など、医師のスキルアップを積

極的に支援し、働きがいのある職場づくりを進め

る。 

 

医師確保の取り組みは、信州大学をはじめと

する関連大学への働きかけを積極的に行うほか、

市・国や県との連携、また民間業者からの情報収

集も含め、あらゆる手段により取り組む。 

また、病院側からも、ホームページ等を通じて

積極的な情報発信を行う。 

 

 

29. 長野県ドクターバンクの

活用 

【医師確保人数】 

H22．4 月 外科医師 1 名 

【医師確保人数】 

Ｈ23 上半期 実績なし 
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30.岡谷市医師確保就業支援

助成金の創設及び岡谷市

育英基金（医師を養育する

課程）の設置 

 【医師確保就業支援助成金】 

市内の救急告示病院の指定診療科の

医師として、県外から転入した場合に

助成 

3 年以上勤務 300 万円 

2 年以上勤務 200 万円 

【育英基金の拡充】 

 入学準備金 120 万円以内 

 奨学金   月 20 万円以内 

【利用者】 Ｈ23  １名 

また、県ドクターバンクにより H22．4 月に 1 名の

外科医師が着任したこと、民間業者からの情報提

供も増えてきており、病院独自の取り組みも成果が

出始めていると考える。 

今後についても、大学との関係を深めつつ、

様々な角度から一層の取組みを継続して実施して

いく必要がある。 

なお、今年度、市が「岡谷市医師確保就業支援

助成金」を創設しており、今後も市と連携して医師

確保対策を講じていくことが重要であると考える。 

 

 

 

  

31. 医師の転職に係る仲介

業者の活用 

【委託業者数】 

H21 5 業者 H22 7 業者 

【紹介件数】 

H21 10 件 H22 14 件（㊤6 件） 

 

【委託業者数】 

H23 7 業者 

【紹介件数】 

H23 上半期 7 件 

 

32. ホームページの充実 【医師確保人数】 

H21 外科医師 1 名 

 

【医師確保人数】 

Ｈ23 上半期 実績なし 

 

収 入 増 加 

確 保 対 策 

 

 

33．薬剤管理指導の充実 

 

【薬剤管理指導料】（岡谷病院） 

H21  7,464 件  

H22  8,485 件 （㊤4,351 件） 

【薬剤管理指導料】（岡谷病院） 

H23 上半期  3,550 件  

 

施設集約によって、薬剤師数が充実したことで、

定期的に病棟へ派遣することが可能となった。こ

れにより、薬剤指導を充実させることができた。 

診療報酬改定は、今求められている医療の方

向性を表すため、地域の実情や病院のあり方な

ど含め、うまく収入を確保できるよう戦略を考える

べき。 

 

地域医療連携室の充実と強化は、非常に大切

であり、岡谷市の中心となるべき病院として、他の

病院、それから医院と積極的に連携を構築しても

らいたい。 

 

逆紹介率は、病院が「どういう立ち位置で医療

を行っているか」を示すポイントとなる指標であり、

その向上を考えてもらいたい。 

 

病院機能評価やＩＳＯなどは、取得しているとい

う事実より、取得の過程において業務が改善さ

れ、また意識が変わる事が大切である。 

地域の医療機関に対する積極的な情報発信、

また症例の合同研修会を通じて市医師会との連

携を強化するなど、病診連携、病病連携を一層

進め、地域医療の充実に貢献していく。 

そのために地域医療連携室の人員体制の強

化を図る。 

 

平成２４年度診療報酬改定の動向及び内容把

握に努め、制度に即した収益確保を図る。 

 

医療総合相談窓口やアンケートなどを通じて

「患者要望の把握」に取り組み、患者サービスの

向上を図る。 

 

岡谷市民病院の機能や取り組みを、市民、あ

るいは地域に理解してもらうよう、講座の開催など

を通じて周知する機会を積極的に設ける。 

 

病院機能評価やＩＳＯ９００１など第三者機関の

認証更新を通じて業務の見直しを行うこと等によ

り、患者さんの信頼、満足度を高めるよう努めて

いく。 

34. 地域連携の推進 H19 に地域医療連携室を設置し、

H22に地域医療支援部として体制の

強化を図ってきている。 

【患者紹介率】 (岡谷病院) 

H21 27.7%  H22 41.0%(㊤39.0%) 

【逆紹介率】 

H21 16.0%  H22 21.6%（㊤18.7%） 

【受託検査件数】 

Ｈ21 1,220 件  

Ｈ22 1,645 件 （㊤840 件） 

【患者紹介率】 

H23 上半期 38.9% 

【逆紹介率】 

H23 上半期 25.7% 

【受託検査件数】 

Ｈ23 上半期 706 件 

（ＭＲＩ更新の影響により減） 

 

 

地域医療支援部の設置により、地域連携の推

進が図られ、市内診療所からの紹介率、また、逆

紹介率についても徐々に増加しているが、さらなる

向上を目指し、取り組む必要がある。 

今後、医師会を始めとする地域との関係をさら

に強固にすることが課題と考える。 

  

35 経営研修会等の開催  経営勉強会の開催 

8/25 10/25 計 2 回   

経営研修会の開催 

9/21 9/28 10/4 10/7 計 4 回 

 

経営勉強会で、幹部の職員だけでなく、全職員

に経営状況を周知することにより、業務改善や増

収、経費節減に関する職員の意識が高まったと認

識している。 

経営状況の職員への更なる周知等が課題であ

る、 

36. アンケート調査の実施 

 

・退院時アンケートの実施（随時） 

H22 回答数 1,421 件 

・利用者満足度アンケート 

H22．6 月に実施 回答数 805 件 

 

 

・退院時アンケートの実施（随時） 

H23 上半期 回答数 886 件 

・外来アンケート調査 

H23．5 月 30 日～6 月 10 に実施 回答

数 830 件 

 

アンケートにより把握した様々な意見等を参考

に現在、病院全体で医療サービスの向上に繋が

る取り組みを進めており、今後も継続的に実施し

て、現状把握に努めていく。 
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37. 医療総合相談窓口の設

置 

 

【窓口対応件数】 平成 22 年 6 月～ 

8,907 件（1 日平均 39.4 件） 

・投書箱の設置数を２箇所から 7 箇

所へ増設 

【窓口対応件数】  

Ｈ23 上半期 5,224 件 

（1 日平均 37.9 件） 

（内、ご意見 100 件） 

  

病院全体での情報の共有化が図られ、改善へ

の取り組みに繋がっている。 

意見、要望に対する早期対応、早期応答を一

層進める。 

  

38. 運営モニター会議の開催 【開催実績】 

年 2 回 （モニター8 名） 

【開催実績】 

H23 上半期 1 回開催  

    

市民の声を病院運営にいかすため、継続して

実施していく。 

39. 市医師会等との合同研修

会の開催 

【開催実績】 

H21 2 回 H22 4 回（DM パス他） 

       

【開催実績】 

H23 （年間 2 回開催） 

（11 月 呼吸器疾患） 

（12 月 循環器疾患） 

地域医療の充実、地域連携の推進のため継続

して実施していく。 

 

40．よりあい講座の開催（H20

開講） 

【開催実績】 

H21 13 回 H22 10 回（タバコと健

康他）  

【開催実績】 

H23 上半期 4 回 

（年間 12 回開催予定） 

健康の増進・保持・予防に役立てるよう、引き続

き実施していく。 

平成 22 年度からは岡谷市、岡谷市病院事業主

催の市民公開講座を開催しており、毎回 100 人を

超える聴講者が集まっている。住民の健康増進を

図るとともに、岡谷市民病院の技術力等を周知す

る場となっている。 

市とも連携しながら、病院広報誌等を通じてい

かに啓発していくかが課題である。 

 

 

41．健康教室の開催 【開催実績】 

H21 2 回 H22 2 回（循環器疾患、

骨粗しょう症） 

【開催実績】 

H23 上半期 1 回 

（年間 2 回開催予定） 

 

42．市民公開講座等の開催 

（岡谷市・岡谷市病院事業 

主催） 

 

 

【開催実績】 

Ｈ21 ０回 

H22 循環器疾患 

消化器疾患 

岡谷市民病院シンポジウム 

【開催実績】 

Ｈ23  糖尿病疾患 

（10 月 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、12 月 放射線の

影響） 

43．看護師等養成奨学金制

度の運用 

【貸付状況】 

H21 41 人  H22 34 人（㊤30 人） 

【貸付状況】 

Ｈ23 9 月末 30 人  

 

医療技術、サービスの向上を図る上で、看護師

確保は重要であるため、引き続き制度の周知を継

続していく必要性がある。 

44. 事務職員の専門化 【医事職員採用数】 

H20  １名    H21  １名 

H22  実績なし 

 

【医事職員採用人数】 

H23 上半期 実績なし 

 

年々複雑化する医事業務において、専門的な

知識を持った人材を２名採用し、対応を図った。 

今後においては、医事のみならず、他の事務職

における専門化について検討する必要があると考

える。 

採用のみならず、育成が課題である。 

45. 施設基準の向上 

 

【DPC 機能係数算定に係る施設基

準の届出】 

入院基本料 7：1 算定病床の増床 

[H21 199 床 H22 260 床] 

医療安全管対策加算１ 

急性期看護補助体制加算 

検体検査管理加算Ⅳ 

その他、平成 22 年診療報酬改定

に伴う新設基準などを検証し、適

正に届出をしている。 

【DPC 機能係数算定に係る施設基準の

届出】 

5 月 ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 

8 月 心大血管ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ料（Ⅰ） 

    回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟入院料 2 

9 月 透析液水質確保加算 

9 月 ハイケアユニット入院医療管理料

施設集約によって入院基本料7対1を算定する

病床数が増床となったほか、新設された基準など

の検証を行い、算定可能な施設基準については

適正に届出ている。 

また、ＤＰＣ対象病院に移行したことから、機能

係数に係る施設基準は職員体制を確保して届出

をしており、診療報酬の増収につなげている。 

今後も診療報酬制度に対応し、算定可能な施

設基準の届出等、収入増への取り組みを進めて

いく。 
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46. 第三者機関による医療機

能評価 

岡谷病院 病院機能評価 Ｖｅｒ4.0 

       Ｈ17.6 月認定 

塩嶺病院 ＩＳＯ9001 Ｈ15.2 月取得 

岡谷病院 病院機能評価 Ｖｅｒ6.0 

(7/27,28 更新審査) 

塩嶺病院 ＩＳＯ9001 更新準備 

（11/29,30 再認証検査） 

第三者機関から評価を受けることにより、問題点

が明らかになり、改善に取り組むことで病院のレベ

ルアップが図られる。  

継続して実施することが課題である。 

 

  

47. 診療報酬算定の検証 【コンサルからの指摘件数】 

H18 54 件 H19 22 件 

H20 17 件 H21 13 件 H22 17 件 

【コンサルからの指摘件数】 

Ｈ23 はコンサルによるレセプトの点検業

務は行っていない。 

指摘件数が減少傾向であることから、算定の精

度は上がってきていると認識している。今後も更な

る算定業務の精緻化を目指していく。 

48. DPC 対 象 病 院 認 定

（H21．4 月～） 

【DPC 係数】 

H21 岡谷 0.9974  塩嶺 1.1445 

H22 岡谷病院  

 当初  1.0613  5 月～ 1.1621 

 8 月～ 1.1610 11 月～ 1.1626 

【DPC 係数】 

Ｈ23 岡谷病院 

4 月～   1.1678 

    

49. 専門徴収員の配置 

 

【徴収額】  

H21  12,924 千円 

H22  18,165 千円（㊤12,579 千円） 

【徴収額】  

H23 上半期 6,511 千円 

 

未収金を発生させない、また効率的に回収する

点で、クレジットカードによる納付、徴収員の配置

は成果も出ており、非常に有効である。 

個々の事情に即した対応を柔軟にする点で、市

福祉部門との連携、また MSW の役割が重要と考

える。 

50．クレジットカード納付の導

入 

【件数・徴収額】  

H21 4,971 件 76,115 千円 

H22 4,911 件 72,147 千円 

（㊤2,250 件 32,578 千円） 

【件数・徴収額】  

H23 上半期  2,402 件 35,020 千円

 

51．ホームページの改良 【利用件数】 ※月平均 

H22．９月に更新 

H21 3,513 件 H22 4,403 件 

【利用件数】 ※月平均 

H23 5,183 件 

 

バリアフリーなど、誰もが閲覧しやすいホームペ

ージに改修すると共に、ほすぴたる情報誌「オー

エン」を発刊することで、積極的な情報発信を図る

ことが出来た。 

平成 22 年度からは全戸配布を行っており、より

多くの市民に周知することができた。 

また、新たに「岡谷市民病院誌」を発刊したこと

により、地域の医療機関との連携が進展に期待が

できると考える。 

継続して実施することが最大の課題となる。 

52．ほすぴたる情報誌「オー

エン」及び「岡谷市民病院

誌」の発刊 

【発行回数】 

H19 2 回 H20 4 回 H21 2 回 

H22 2 回 

「オーエン」 Ｈ23 は 11 月に発行 

「岡谷市民病院誌」については H23.11

月に今まで両病院で作成していた年報

を引継ぐかたちで新しく形を変え発刊。

53．病院ボランティアの設置、

充実 

個人、団体から派遣 

２回/月 1 回につき４、５名参加 

個人、団体から派遣 

２回/月 1 回につき４、５名参加 

市民とともに育てる病院の実践として、有効な取

り組みであると考える。 

54 ＭＲＩの更新 【検査実施件数】（4～2 月） 

Ｈ22（月平均） 173 件  

【検査実施件数】（5～11 月） 

Ｈ23（月平均） 180 件  

最新の 1.5 テスラＭＲＩ装置を導入したことによ

り、繊細な撮影が可能となり、診療面が向上するほ

か、撮影時間の短縮等により検査効率の向上が見

込まれる。 

55 病棟へのエアコン設置 例年にまして猛暑となり、利用者から

エアコン設置を要望する声があっ

た。 

Ｈ23．7 月設置 

外来診療棟 9 箇所 病棟 37 箇所 

昨今続いている猛暑に対して患者さんの入院環

境の改善、アメニティ向上が図られた。 

経 費 削 減 

抑 制 対 策 

56. 人員数の適正化 【職員数】 3 月末 

H21 437 人（事務 36 人） 

H22 405 人（事務 28 人） 

㊤417 人（事務 30 人） 

【職員数】Ｈ23.9 月末現在 

401 人（事務 28 人） 

 

 

取り組みを進めた結果、一定の削減は図られて

いる。 

継続して取り組んでいくことが課題となる。 

 

費用の中で大きな割合を占める「委託費」につ

いて、患者動向をはじめとする病院運営の状況

に即した業務の量、内容とするよう、常に状況把

握に努めること。 

新病院での体制を見据え、医療に必要な人

員・職種を確保する一方、全体としては経営との

バランスを考慮しつつ、適正な人員体制を確保

する。 

  57. フレックスタイム制の導入 H22 拡充（健診担当）し、巡回健診

の実施場所に合わせて勤務時間設

定を行う。 

継続して実施 

６ 



 
取組実績等 

内部評価(C) 委員からの意見（C） 今後に向けた考え方(A) 

項目(P) 
実績等(D) 

平成 22 年度 平成 23 年度（上半期） 

具体的な取

り 組 み 

経 費 削 減 

抑 制 対 策 

58. 医薬品購入 【医薬品購入値引率】 

H21  前年度比 ＋3.55% 

H22  前年度比 ＋1.82% 

 

【医薬品購入値引率】 

H23 上半期 Ｈ22 と同レベルを維持 

 

 

 

医薬品においては、粘り強い価格交渉により、

高い値引率を獲得できている。 

また、ジェネリック薬品の採用率も徐々に増加し

ておりＤＰＣへの対応を進めた結果、一定の削減

は図られている。 

継続して取り組んでいくことが課題となる。 

 光熱水費、消耗品費など各科等で節約、また

創意工夫できる部分は、引き続き取り組み、執行

額の減に努める。 

 

 

電子カルテの導入を通じて診療情報のシステ

ム化を進め、院内業務の効率化を図るとともに、

今後においては、地域の医療機関と相互連携ネ

ットワークの構築を検討していく。 

 

 

59 診療材料費縮減のコンサ

ルタント業務 

【診療材料費】 

H21 375,078 千円 

H22 396,191 千円 

（㊤178,938 千円） 

 

Ｈ23.7 月コンサルへの業務委託 

【診療材料費】 

Ｈ23 上半期 180,559 千円 

※診療材料費の年間削減見込み額 

約 1,678 万円（平成 22 年度ベース） 

 専門コンサルの導入により、これまでと比べ高い

値引きを確保することができた。 

 コンサルと共同して行ってきた納入業者との交渉

等について、職員が引き継ぎ実施していくことが課

題となる。 

60. ジェネリック医薬品の採

用促進 

【採用率】  H20  H21  H22 

岡谷病院 10.5% 12.1% 14.0% 

塩嶺病院  2.7%  5.0%  6.6% 

【採用率】 H23 9 月末時点   

岡谷病院   12.1 %  

塩嶺病院    8.5 %  

（前述 №58） 

61.一括契約の推進 【一括契約数】 

医薬品購入契約 他 26 契約  

【長期継続契約】 

昇降機保守業務契約 他 5 件 

【一括契約数】 

医薬品購入契約 他 17 契約  

【長期継続契約】 

昇降機保守業務契約 他 19 契約 

両病院で共通する契約を一括して契約し、また

複数年契約が可能なもの(年度による内容の変動

がないもの)を、３年間の長期継続契約とし、契約

額を削減することができた。 

継続して取り組んでいくことが課題となる。 

62. 電子カルテの導入  平成23年12月定例会で補正予算を

上程、議決されたことをうけ、事業着手

した。運用開始は 24 年 7 月予定。 

 電子カルテの導入により、紙カルテ保管コスト、

運用コストが軽減されるとともに、カルテ情報の共

有化により、関連部門との連携が図られ、業務の

効率化及び安全性の確保が期待できる。 

63. 画像情報のフィルムレス

化 

レントゲン写真をデータ化することに

より、業務の効率化を図り、費用削

減を図った。 

継続して実施 

 

 

 

レントゲン写真は、これまではフィルムで現像し

ていたが、データ化によって、撮影した画像が画

面に表示されるようになった。これによって業務効

率が向上したほか、フィルムを購入する必要がなく

なったので、経費の削減を図られた。 

再 編 

ネ ッ ト ワ ー ク 化 

64. 病院の統合・再編 市立岡谷病院施設に診療機能を集

約するため、心臓ｶﾃｰﾃﾙ室、ICU・

CCU、ＣＴ室などの整備を実施する

とともに、集約しきれなかった「療養

病棟」、「緩和ケア病棟」は、岡谷塩

嶺病院に設置した。 

新病院建設に向けて、基本設計業

務を進めている。 

 

国が進める地域医療再生事業にお

いて、長野県地域医療再生計画の重

点計画として位置付けられ、11.2 億円

の基金が配分された。 

施設集約により、市立岡谷病院と岡谷塩嶺病院

における機能分担を実施した。 

施設集約においては、それぞれの病院が機能

を果たすために必要な施設整備を行い、現在で

は、これによって良質な医療の提供が図られてい

ると考える。 

また、長野県地域医療再生計画において、岡谷

市の病院統合再編事業が位置付けられたことは、

これまで進めてきた取り組みが評価されたものと考

える。 

診療報酬改定をはじめとする世の中の動き、

地域にある医療機関の状況などを考慮する中

で、「岡谷病院が何を担うか」を見直しながら、方

向づけをしてもらいたい。 

 

高齢化がさらに進む中では、療養とリハビリ、こ

の機能が求められるのではないか。 

 

市、病院だけでなく、３次救急を担っている諏

訪赤十字病院や他の病院、また医師の派遣元で

ある信州大学にも、この地域をどうしていくかを考

えてもらい、その上で役割を決めていってもらい

たい。 

統合・再編の最終目標である新病院建設に向

けて、収入確保と経費削減を図り病院経営の維

持・改善に努めながら、設計及び工事の各段階

を着実に進めていく。 

65. 諏訪地域病院長連絡会 開催 ２回/年  7 月 開催 （年間 2 回開催） 当地域の病院間における連絡調整を行う場で

あり、必要な事項の協議を行なうための、貴重な場

であると考える。 
66. 病病連携実務者担当会

議 

開催 ３回/年  6 月 開催 （年間 3 回開催） 

経 営 形 態 の 見 直 し 

67. 全国病院事業管理者等

協議会 

 

開催 １回/年  9 月 開催 （年間 1 回開催） 平成１８年度より、地方公営企業法の全部適用

のもと、医療サービスの向上と経営改善を進めてき

ており、当面は現行の経営形態での運営を継続す

る考えであるが、県立病院が独立行政法人に移行

するなどの動きがでていることから、他の事例等も

参考に、幅広く研究していく。 

 

岡谷市病院事業は、他の自治体病院と比べる

と経営的には良い状況であるので、全部適用で

責任を持って対応できるのであれば、無理に変

える必要は無い。 

現形態(地方公営企業法の全部適用)により患

者サービスの向上、働きがいのある職場環境づく

りを推進する。その上で特定の経営形態に限定

することなく幅広く研究をしていく。 

 

 

 ７ 


