
町立辰野総合病院改革プラン　平成22年度点検報告

1 ､一般会計における経費負担の考え方

繰出基準に基づく繰入を基本としていますが､ 21年度は計画より30,000千円多く一般会計より繰り入れしました｡

22年度は､ 21年度より75,000千円増の455,000千円を繰り入れし､基準外繰入金が35,420千円になりました｡

2､経営効率化に係る計画

財務に係る数値及び目標

19年度実績 �#�D�7溢����劔�#�D�7盈ｨ���21年度実績 �#)D�7盈ｩUr�22年度実績 剴#9D�7��備考 

総収支比率 涛2��_91. 劔�95. 涛2��96. 涛や��95.3 ��

経常収支比率 涛2�� 劔91---_≡ �95. 涛2��96. ��俟#r粐�8��95.3 ��

医業収支比率 塔B�� 劔84. �85. 塔"��86. �����ヨ�����83.4 ��

職員給与比率 田2��印_ 劔�64. 田R��63. 田�ﾂ��65.6 ��

53. 鉄B��劔鉄R���亘=- 鉄B��53. 剴SB縒� 

材料費比率 �#"��21 劔��21. �#���21.1 偵#�粐��21.9 ��

内薬品費比率 ��"�� 劍�∫���12.1 ��2��12. ��"���12.5 ��

委託費比率 湯�� 剪�.1 ��8. 免ﾂ���8. ������8.9 ��

企業債利息割合 迭�� ���� ��2. 啌粨��%��2. ��憧�7��2.9 ��

減価俳却費割合 唐��� ���� ���7.1 途��6. 澱���6.3 ��

元金対減価償却費 都b��467. 劔�110. ���B��126. �� ����+������143.5 �#�D韲�zX妤ｫvwI�ﾂ�tﾈ.��

職員1人当たり収益 湯繧�-■-9.4 劔�9.9 湯絣�10.1 ��塞.2 �9.73 儷9iﾈ冷�

100味当たり職長致 ���R�� ��峰奉ﾓ�ﾒ｢�宝��105.1 ���I?��99. ���"���119.0 �&ﾉD韲�v���H���#)D韲�����8���

繰入金比率損益 ��や� ��*:- 劔18.1 �#����25. ��.2畠▲■■. �23.2 ��

繰入金比率資本 ����2. 劔�4. 釘��4. �� �2��8.9 ��

累積欠損金比率 �32��� ��≡~=一議 剪�50. 鉄B��57. �� �*ｸ*ｲ��65.6 ��

平均在院日数 �#"����偵R�� ��令(18■) 劔21. �#��"��ゅ���19. �� �$���20.5 窒傚ﾈ､�8�(/���*(+ﾙ?ｩ�B�

病床利用率(対130) 田���52. 劔�56. 鼎や�42.1 �� ��S2��42.0 ��

病床利用率(対118) 田r��57. 劔�61. 鉄���46. �� 鼎r��46.3 ��

病床利用率(対110) �� 劔� �� ���54.6 ��

100床当たりの職員数　22年迄対1 18床　23年対10.病床利用率(対130) 21年度以降実績は対125で井出

3､公立病院としての医療機能に係る数値目標

19年度実績 �#�D�7溢����劔�#�D�7盈ｩUr�21年度実績 剴#)D�7盈ｩUr�22年度実績 劔23年度 儖Xﾖﾂ�

1日平均外来患者数 �3�� � 劔30 �#r��25 �� 剴#S2� 

1日平均入院患者数 唐�6 劔�7 田���5 ��剴SR� 

平均在院日数 �#"����偵R�� �#�ﾜ�."��8R�i. 釘鳴�21. �#��"��ゅ����19. �?�wH���(��<X���剴#���� 

救急患者取扱件数 �"ﾃ#�� ����? 弔�2,20 啌粐�)]Rﾒ��2,20 ��=≡=_~2;逮- 剴"ﾃ#��� 

緊急自動車搬送件数 鼎��251 劔�42 �#r��27 唸�������?�?�����r�剴#s�� 

手術件数 �#��24 劔�16 ��ラ 湯ﾒ�16 ��2�剴�c�� 

栄養指導件数 鼎r�41 劔�43 鼎���58 ���ﾅﾉ_"�� 鉄S�� 

231 ��r�劔�#��∴21 剴#��� � ��250 ��

目標を達成した項目
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4､経営効率化に係る計画

数値目標達成に向けての具体的な取組及び実施時期

1 )民間的経営手法の導入

22年4月から職員の勤務時間を職場実態に合わせて変更し､時間外勤務の縮減をはかった｡

区分 剳ﾏ更前 剳ﾏ更後 
勤務時間 儖Xﾖﾂ�勤務時間 儖Xﾖﾂ�

病棟の看護及び助 産業務 �?ｨｼ��8:30-17:00 ��8:30-17:15 ��

準夜勤 ��c｣3�ﾙx)?｣�｣��� ��c｣�Rﾙx)?｣�｣��� 

深夜勤 ��｣3�ﾓ謄��� ��｣3���謄�R� 

早出(1) 都｣3�ﾓ�c｣�R� �� 

早出(2) �� 塔｣��ﾓ�c｣CR� 

遅出(1) ���｣��ﾓ�ΕCR� �� 

遅出(2) ��#｣3�ﾓ#�｣�R� ��#｣CRﾓ#�｣�R� 

病棟の介護業務 �?ｨｼ��8:30-17:15 �� ��早出 都｣3�ﾓ�c｣�R� �� 

遅出 ���｣��ﾓ�ΕCR� �� 

手術室業務 �?ｨｼ��8:30-17:15 �� ��
遅出(1) ���｣3�ﾓ�謄�R� �� 

遅出(2) 免ﾃ｣3�ﾓ#�｣�R� �� 

遅出(3) ��#｣3�ﾓ#�｣�R� �� 

栄養士業務 �?ｨｼ��8:30-17:15 �� ��

早出 都｣S�簽�c｣3R� �� 

給食業務 ��������5:30-15:00 亶鞍X鳧ｭC�｣3�� 亶鞍X鳧ｭC�｣CR�
遅出(1) 塔｣CRﾓ�Ε���休憩時間1:15 ��休憩時間1:30 

遅出(2) 涛｣�Rﾓ�Ε3��休憩時間1:15 ��休憩時間1:30 

遅出(3) 涛｣3�簽�ΕCR�休憩時間1:15 ��休憩時間1:30 

透析センター業務 �?ｨｼ��8:30.-17:15 �� ��

早出(1) 都｣��ﾓ�S｣CR� �� 

早出(2) 都｣3�簽�c｣�R� �� 

早出(3) 塔｣��ﾓ�c｣CR� �� 

遅出(1) �� 免ﾃ｣��ﾓ�謄CR� 

遅出(2) ��#｣��ﾓ#�｣CR� �� 

准看護学生 佻�8����7:30-ll:30 亶鞍X鳧ｭIk8+R� ��午前実習 ��C｣��簽�Ε3�� 俥ﾘ�� 

休校の時 �靜ﾈｼik�,傀�+�.�� �� 

看護学生(准看護 師) 佻�8����病棟の看護及び助産業務 に準ずる○ただし､実習日 の日勤勤務は7:30-ll: 30までとするo �� ��

ボイラー業務 塔｣��ﾙx)?ｨ,ﾃΕ��-ﾈ,R�亊ﾈ-陋ﾉk�ﾕ9��� ��

21年5月からEOG滅菌について直営から委託に変更

23年5月からボイラー業務を24時間体制から1 6時間体制に変更
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資金等について委員会を23年2月3月の2回開催

平成23年4月県から指定障害者福祉サービス事業者の指定を受ける｡

医師確保については､上伊那地域医療再生推進会議･上伊那地域包括医療協議会を中心とした医療圏での

対応を進める｡

5､各年度の収支計画

別紙1

6､その他の特記事項

病床利用率の状況

病床数

1 7年度　　77.4 1 8年度　　68.5　　1 9年度　　61.3

(対130床)

20年度　　52.8(目標)　52.2(実績)

21年度　　56.0(目標)　48.8(実績対125床)

22年度　　42.1(目標)　43.0(実績対125床)

許可病床数130床から､ 21年6月125床に変更(休床12床-7床)

亜急性期病床導入により､ 22年8月から運用病床数1 13床(休床12)

在宅復帰を目指した回復期の機能を有する病院計画

21年11月から入院患者のリハビリを､平日から日曜日を除く全日に変更

訪問リハビリ担当職員1名から2名体制に変更

22年4月から理学療法士･作業療法士各1名増負

23年4月から理学療法士2名･作業療法士1名採用

理学療法士6名　作業療法士4名体制

訪問リハビリ担当職員2名から3名体制に変更

病院移転新築計画　　　　22年度設計　23･24年度建設　24年度秋診療開始

新病院概要

1 )敷地の場所　　辰野町大字辰野1 445番地4他

2)建物概要　　　鉄筋コンクリート造　3階建　9, 882. 39m2

(病院9,801.66m2訪問看護ステーシ]ン80.73m2)

診療科8科　病床数100床　透析30床　訪問看護ステーション併設

7､再編･ネットワーク化に係る計画

上伊那地域医療再生事業のなかで､公立3病院の将来的な経営統合のあり方検討を含む

｢公立病院等運営連携会議｣の設置(事務局上伊那広域連合　その後､ ｢上伊那地域医療

再生推進協議会｣へ名称変更)が決まった｡ネットワーク化についても､再生事業の中で電子

カルテの共有化､医師確保､周産期医療体制などをすすめる計画になっています｡

8､経営形態見直しに係る計画

24年度までに検討となっており､現在検討中で具体的な結論はでていません｡
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