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果たすべき役割の遂行

感染症対策の強化

更なる改革プランの策定

具体的対応方針の再検証（再編統合）

働き方改革への対応

地域医療構想を踏まえた役割、地域包括ケアシステムの構築に向けて
の役割を認識し、果たしていく。

新型コロナウイルス感染症に対して迅速・適切な対応を行い、感染拡
大の速度を可能な限り抑制し、医療提供体制を維持する。

「新公立病院改革ガイドライン」の改定（夏頃を目途）を受けて、令和３
年度以降の更なる改革プランを策定する。

地域医療構想の実現に向けて、圏域内３病院（海南・あま・津島）の機能連携の
あり方や圏域の医療体制について話し合うなど、地域での協議を行う。

津島市民病院に勤務する職員が働きやすい職場づくりを図り、職員満
足度を高める。

【部の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

市民病院事務局　　４８人（うち会計年度任用職員１９人）
事務局長　　　　　　　 １人
管理課　　　　　　　　２３人（うち会計年度任用職員１０人）
医事課　　　　　　　　１３人（うち会計年度任用職員　８人）
経営企画課　　　　　１１人（うち会計年度任用職員　１人）

「津島市民病院ボランティア」の活動を推進する。

「海部地域医療サポーターの会」の活動を推進する。

「海部医療圏在宅医療・介護連携支援センター（あまさぽ）」との
連携を図る。

部長名

患者サービスの向上

・「地域とつながり安心・信頼の医療を提供」・・・市民病
院が、安定した経営のもと、患者の立場にたった医療を
提供し、 地域に必要とされる「なくてはならない病院」と
なっている。

対応している。

努めている。

■課題の認識

【解決すべき課題】

令和2年5月12日

海部医療圏在宅医療・介護連
携支援センター 在宅医療と在宅介護の連携・推進

■部の構成

部　名 市民病院事務局

地域住民

地域住民 地域医療を守る機運の醸成

【課題解決のための対応方針】

協働（市民・関係機関等との連携）

事務局は「良質な医療の提供・円滑な病院運営のための
マネジメントを行っている
○経営の効率化、医療体制の充実を進め、安定した病院
経営を実現する。
○地域医療機関、施設等と連携を強化し地域医療の体制
を確立する。
○地域医療構想を踏まえた役割、地域包括ケアシステム
の構築に向けての役割を認識し果たす。
○保健、介護、福祉部門等と連携し、「健康で暮らせるま
ちづくり」に重要な役割を果たす。

古田正人

【部のビジョン】



部方針書
（令和２年度）

#N/A

■方向性の設定

【重点方針】

１　果たすべき役割の遂行・・・① 急性期医療への対応   ② 患者の状態に応じた医療の提供   ③ 在宅医
療への貢献  ④ 住民の健康づくり強化
２　感染症対策の強化・・・① 感染症患者（疑似症含む）への対応　② 院内における感染防止対策（施設面
等）　③ 職員・地域住民への啓発
３　更なる改革プランの策定・・・① ガイドラインを踏まえた取組　② 海部構想区域地域医療構想推進委員
会での議論等の反映　③ 地域貢献の取組の検討
４　具体的対応方針の再検証（再編統合）・・・① 「役割」､「医療機能の方向性(６領域)」及び「機能別病床数
の変動」の検討　② 海部構想区域地域医療構想推進委員会での再検証・合意　③ 非稼働病床の有効活
用
５　働き方改革への対応・・① 職員のワークライフバランスの推進　② 人事考課制度の充実　③ 職員の処
遇等、勤務条件の適正化　④ 職員定数の検証

【施策一覧】

課名施策名
優先
順位

#VALUE!

10

8

9

2

1 安心できる地域医療の充実
管理課
医事課

経営企画課

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

4

3

6

7

5

#N/A

#N/A

#N/A

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE! #N/A

#N/A

施策目的

市民は、身近な場所で安心して医療を受けていま
す。

#N/A

#N/A

#N/A

コード

212
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契約内容の精査や契約手続きの見直しをすすめる。他病院
等との比較分析等を行い、経費節減を図る。

適切な評価制度の運用や手当制度の見直し等を行い、職員
の満足度を高める。

関連大学や医療職の教育機関等への営業活動を進めると
ともに、看護師修学資金を積極的に活用する。

修繕計画を実行するとともに、ESCO事業の活用で改修費用
と光熱水費などのランニングコストを低減する。

会計年度任用職員の活用や職種間の役割分担などを行
い、職員の過度な負担を軽減する。

感染症の流行や災害などの非常時に備え、備蓄の確保と安
定的な供給体制の構築を図る。

医療のトレンドを踏まえて、診療機能や体制に見合った機器
の計画的かつ効果的な更新と導入を図る。

接遇能力や専門性を高めるため、職場内外での教育機会を
充実する。

組織力を高めるための職員のモチベーション向上が
必要である。

良質な医療を提供していくため、医療職の確保が必
要である。

施設や設備の修繕の必要性が高まっている。

働き方改革関連法への適切な対応が必要である。

医療資源の安定供給が必要である。

協働（市民・関係機関等との連携）

課長名

・市民病院が、地域包括ケアシステムの一翼として、救
急、在宅、災害など地域に必要な質の高い医療を安定
的・持続的に提供できる機能・体制になっている。

・医療提供体制の維持・向上のため、人材の確保をすすめ
る。
・働き方改革に対応し、適切な人事制度を運用する。
・働きがいのある職場づくりや職員のモチベーション向上に
努め、職員の満足度を高める。
・医療機器や設備等の整備や適切な維持管理を行い、病院
機能の維持・向上を図る。
・費用対効果を踏まえた経費節減をすすめる。
・人材育成を進めて、質の高い医療を提供する。

■課題の認識

渡邉幸成

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

災害医療や感染症の流行に対する職員全体の技能の向上
と意識の高揚を図る。

職員教育の充実が必要となっている。

災害や緊急時に対する機能強化が必要となってい
る。

経費削減が必要である。

経年劣化する医療機器への対応が必要である。

■課の構成

市民病院管理課　２３人（うち会計年度任用職員１０人）
課長　　　　　　　　   １人
管理G　　 　　　　　１６人（うち会計年度任用職員９人）　※託児所７人・臨床心理士２人含む。
用度G　　　　 　　　　６人（うち会計年度任用職員１人）

課　名 市民病院管理課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

令和2年5月22日
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10

9 経費節減事業

21228 災害対策推進事業

2122

災害時や非常時に対応するため、シミュレーションや訓
練を通じて職員の意識・技能を向上し、災害拠点病院と
しての機能強化を図る。

委託費や材料費などの経費節減のため、契約内容の精
査や手続きの見直しをすすめる。また、他病院との比較
検討も可能な限り行う。

2122

2122

医療機器整備事業

7 人材育成事業

2122

2122

6

4 働き方改革事業

5 医療資源の安定化事業

職員の過度な負担を軽減するため、会計年度任用職員
の活用、職種間の役割分担、当直業務の見直しをすす
める。

非常時や災害時においても医療を継続するため、医薬
品や診療材料の備蓄を確保し、販売事業者との間で安
定的な供給体制を構築する。

診療機能の維持・向上のため、機器購入計画に基づく
機器整備を行う。また、医療のトレンドや診療体制・規模
に見合った機器整備計画を更新する。

質の高い医療の提供と患者サービス向上のため、教育
の機会と内容を充実し人材育成をすすめる。

2122

2122

1 特殊勤務手当の見直し事業

2 医療職確保事業

3 病院設備改修事業

良質な医療提供体制の維持・向上のため、関係大学・
養成学校等への営業活動や看護師修学資金を活用し、
安定的な看護師確保を行う。

病院施設や設備を維持するため、生活環境課と協力し
てESCO事業を活用した設備の改修をすすめる。

職員のモチベーション向上のため、診療実績や業務負
担を考慮した手当制度を多職種で検討し、再構築する。

施策コード

2122

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

・医療職の特殊勤務手当の見直しを行う。
・職員のモチベーションが向上する環境づくりをすすめる。
・医療職員を安定的に確保する。
・ESCO事業を活用した病院設備の改修をすすめる。
・修繕計画に基づく施設修繕への対応をすすめる。
・働き方改革の趣旨を踏まえた職員の過度な負担を軽減する。
・非常時、災害時にも医療が継続できるよう医療資源の備蓄と供給体制を構築する。
・医療機器の計画的・効果的な整備をすすめる。
・職員教育の機会を拡充する。
・災害時の医療機能を強化する。
・経費節減を推進する。

【事務事業一覧】

事業概要
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施設基準での新規取得や適正な検討をすることにより、収
益の向上に努める。

診療報酬の制度の理解を深め、医事業務委託業者と情報
共有を図る。

医療情報システムの利用期間や保守年数を考慮し、計画的
な更新を進める。

医療情報システムを活用し、診療行為に関するデータの精
度向上に努める。

支払誓約書や分納誓約書の締結及び電話連絡、督促状等
の対応を徹底する。

医師が求める業務のうち、医師事務作業補助者（MA）が行
う代行事務の拡充を図り、質の向上に努める。

接遇の向上や気配りをすることにより、クレームを未然に防
ぎ、内容を正しく把握し、適切に対応する。

施設基準の取得と適正な検討

診療報酬の適正な請求

医療情報システムの計画的な更新及び維持管理

医事に関わるデータの精度向上

未収金の発生予防

協働（市民・関係機関等との連携）

課長名

・医療情報システムの管理運用が適切に行われ、診療
行為の向上につなげる。
・診療報酬請求の精度向上に取組み、適切な診療報酬
請求が行われている。
・診療局と協議し、医師の事務負担軽減の取組みが行わ
れている。
・未収金の発生予防に取組み、確実に収益を得る取組
みが行われている。
・受付や案内が円滑に行われ、安心して来院できる。

・医療情報システムの維持管理に努める。
・診療報酬の適正な算定、取得可能な施設基準の取得に努
める。
・医師事務作業補助者の業務の拡充、質の向上を図る。
・未収金が発生した場合、分納誓約書の締結等の回収に取
組み、収益の確保に努める。
・患者さん等来院者の方に安心感を与えるような接遇の向
上に努める。

■課題の認識

城　　雄二

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

救急体制の運用を検証、改善し、受入増加を図る。

クレーム対策及び対応

救急受入の充実

医師事務作業補助者（MA）の業務の拡充及び質の
向上

■課の構成

医事課　　１３人（うち会計年度任用職員８人）
課長　　　 　１人
医事Ｇ　 　１２人（うち会計年度任用職員８人）　※巡視員２人含む。

課　名 医事課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

令和2年5月14日
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10

9

8

2122

2122

受療行動現状把握と改善の取組

7

6

4 医師事務作業補助者の精度向上

5 未収金の発生予防

文書作成、診療記録等の代行入力といった、医師事務
作業補助者の精度の向上に向けた取組み及び医師の
事務負担軽減を図る。

支払いが滞っている者に対し、督促状等の送付や支払
困難者に対し、分納誓約等定期的な支払いを促す。

受療行動の現状把握と改善に向けて継続的に取組みを
行う。

2122

2122

1 医療情報システム整備事業

2 診療報酬取得向上事業

3 救急受入拡充事業

施設基準の取得及び診療報酬の請求に係る精度の向
上に努める。

救急受入増加策を推進する。

医療情報システム及び院内ネットワーク関連機器の計
画的な更新をする。

施策コード

2122

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

・電子カルテシステム等の適切な保守管理を行う。
・診療報酬改定を適切に取組み、請求に係る精度の向上に努める。
・医事に関わるデータをできるだけ早く収集し、院内への提供をする。
・医師事務作業補助者（ＭＡ）の業務について、診療局と調整し医師の負担軽減に繋げる。
・受療行動の現状把握と改善に向けて、継続的に取組みを行う。

【事務事業一覧】

事業概要
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・全職員が覚悟と責任をもって更なる経営改善（収入増加・確
保、経費の削減・抑制）に取り組むことを促す。

・地域医療構想の推進に関する取組（協議）に適切に対応する
ために、院内における検証・調整を行う。

・一般事務職員と診療情報管理士との連携・協力、各種システムの有効
活用により、データ収集（実績管理）及びデータ分析（経営分析）を行う。

・「誰に何を伝えたいか」、「どのような方法で行うとより効果的か」、「伝え
た結果が相手にとってどうだったのか」などを検証し、より効果的な広報活
動のための見直しを行う。
・より効果的・効率的な会議となるように、意識改革、運営改善
等を推進する。

・業務内容、手順等の見直しにより、より効率的な業務遂行が
できるようにする。

経営の安定化

地域医療構想への対応

経営分析の充実

広報活動の充実

院内会議の改善

協働（市民・関係機関等との連携）

課長名

・継続的な健全経営のもと、市民病院の医療の質が向上
し、市民病院に対する市民等の安心・信頼が高まっている。
・専門性の高い医療を提供する「急性期機能」と、在宅復帰
に向けた医療やリハビリテーションを提供する「回復期機
能」とを併せ持つ『海部医療圏の医療を守る要』として市民
病院が役割を果たしている。
・医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される
「地域包括ケアシステム」が構築され、市民病院がその一翼
を担い、市民の安心の砦として後方支援を行っている。

・各種データの分析及び分析結果の提供による病院経営への
参画。
・院内各部門が円滑に連携するための仕組みづくり・調整。
・戦略的広報。
・継続的な健全運営のための更なる改善の推進。
・一時借入金の縮減（解消）。

■課題の認識

吉田康浩

【課のビジョン】 【課の使命】

■あるべき姿と方策

記入日

業務の効率化

■課の構成

経営企画課　１１人（うち会計年度任用職員１人）
課長　　　　　　 １人
経営企画Ｇ 　１０人（うち会計年度任用職員１人）

課　名 経営企画課

【解決すべき課題】 【課題解決のための対応方針】

令和2年4月30日

・広報紙等を通じた周知・啓発を行う。市民等 市民病院・地域医療に対する理解・関心の向上



課方針書
（令和２年度）

10 がん登録事業

9 診療情報等管理事業

21228 予算・決算作成事業

2122

2122

効率的に事務を進め、実態に沿った予算・正確な決算を
作成する。

院内がん登録、全国がん登録の円滑な処理・提出を行
う。

入退院情報、疾病等の管理、診療録等の監査などを行
い、診療情報を高い精度で機能させる。

2122

2122

広報事業

7 院内会議運営事業

2122

2122

6

4 新改革プラン総括事業

5 更なる改革プラン策定事業

新改革プラン計画期間後半の進捗整理を行い、プラン
全体の総括（評価）を行う。

「新公立病院改革ガイドライン」改定を受けて、令和３年
度以降の更なる改革プランを策定する。

ホームページの修正、広報活動の展開、成果の検証等
を行うとともに、次年度に向けての見直しを行う。

「会議参加者の当事者意識の向上」、「活発な意見交
換」、「会議時間の短縮」、「課題と結論の明確化」など、
円滑な会議運営を図る。

2122

2122

1
経営改革推進事業（病院の質改善事
業）

2
具体的対応方針の再検証（再編統
合）事業

3 非稼働病床有効活用事業

地域医療構想の実現に向けて、圏域内３病院（海南・あ
ま・津島）の機能連携のあり方や圏域の医療体制につ
いて話し合うなど、地域での協議を行う。

再編統合の結果を踏まえて、非稼働病床を他用途へ転
換し有効活用する。

新改革プラン実行計画の進捗管理、DPCコーディング
チェック、診療報酬算定向上、経営データの分析・院内
提供等を行い、収支改善・医療の質向上を図る。

施策コード

2122

事務事業名
優先
順位

■方向性の設定

【重点方針】

○地域医療構想を踏まえた役割、地域包括ケアシステムの構築に向けての役割を果たしていく。
○令和２年度目標値を達成し、経営改善を推進する。
○現行の広報活動の効果の検証・手法の見直し等を行う。
○改革プラン・広報活動・経営分析データの提供等を通して、現場の意識付け・意識改革、業務の適正化、
改善行動を促進し、院内改善につなげる。

【事務事業一覧】

事業概要


