
 

作成日 平成15年5月28日

作成者 山下　昌則

評価日 評価者 山下　昌則

成果・活動指標 実績(平成14年度） 実績(平成15年度） 目標（目標年度） 困難度 業務割合 評価

シート名 業務割合

Ｓｈｅｅｔ１ 70%

Ｓｈｅｅｔ２ 30%

医業収益 １４，６０２，８９１千円 １４，０６８，８７３千円 平成1５年度　            １４，５１３，０２１千円 Ｓｈｅｅｔ３ 0%

合計 100%

総労働時間数 16,672

所属正職員人数 8

   〃   (管理職除く） 6

年間所定労働時間数 1,968

所属平均時間外数（月平均 25.0

所属平均年休、夏特日数 13.5

全嘱託職員総労働時間数

全臨時職員総労働時間数

２桁 ４桁

01 保険請求事務の適正実施 レセプト返戻率、減点率 返戻率3.6％、減点率0.23％ 返戻率４.6％、減点率0.28％ 平成15年度返戻率3.5％、減点率0.25％ Ｂ 30% 3501.1

0101 委託職員の監督・指導 業務打ち合せ回数 定例　月１回 定例　月１回 平成15年度　定例月1回 Ｂ 50% 1750.6

0102 請求もれ調査 カルテとレセプトの点検件数 入院１，５００件　外来５００件 入院１，５００件　外来１，０００件 入院１，５００件　外来１，０００件 A 30% 1050.3

0103 医療部門研修 外部講師による研修会の実施 年4回実施 年６回実施 平成1５年度　年6回実施 Ｃ 20% 700.2

02 未収金対策 未収金対医業収益比（前年度） 0.3% 0.37% 平成１5年度　　0．3％以下 A 20% 2334.1

0201 納付催告の計画的実施 訪宅延件数 定例　年６回　７９３件 定例　年６回　３９６件 平成１５年度　定例　年6回（延600件） Ｂ 50% 1167.1

0202 早期納付相談の実施 納付誓約履行率 35% 40.3% 35% A 40% 933.6

0203 収納方法の基準づくり 未収対策マニュアルの作成 随時見直し 随時見直し 随時見直し Ｃ 10% 233.4

03 患者数増加・適正化の側面的支援 入院　延186,985人/年 入院　延183,992人/年 平成1５年度 入院　延186,660人/年　

外来　延467,959人/年 外来　延465,667人/年  外来　延457,560人/年　

0301 他医療機関との連携強化 登録医療機関数 192か所 196か所 平成15年度　　　２00か所 B 10% 233.4

紹介患者率 31.7% 35.8% 平成15年度　　　３0%以上維持 A 40% 933.6

受託検査件数 657件/年 880件/年 平成15年度　　650件以上 Ｂ 30% 700.2

0302 入院稼働率向上 病床利用率　90.2％ 病床利用率　88.5％ 　　平成15年度    病床利用率90.0％以上

平均在院日数15.73日（16.85日） 平均在院日数13.12日（13.91日） 　　　　　　　　　　　　平均在院日数16日以下

0303 ＰＲの実施 ホームページ、病院案内など 継続実施 継続実施 平成15年度　　継続実施 C 10% 233.5

90 内部業務                         Ｂ 30% 3501.1

9001 庶務関係業務                         Ｂ 40% 1400.4

9002 医事統計業務                         Ｂ 30% 1050.3

9003 議会関係業務　                         Ｂ 15% 525.2

9004 予算関係業務                         Ｂ 15% 525.2

上位目的

233.4

患者数

病床利用率、平均在院日数 Ｂ 10%

2334.1B

Ｂ

業務コード

任務目的

年度 平成15年度

市立病院　医事課

病床利用率　90％以上
平均在院日数　16日以下

病床利用率　88.5％
平均在院日数　13．12日(13.91日)

平成16年6月4日

所属コード

所属名

017015

業          務          棚          卸          表

Ｂ

実績(平成15年度）目的達成に必要な主な手段

診療収入の確保を図る

健全経営に基づく高度専門医療の提供
病床利用率
平均在院日数

病床利用率　90.2％
平均在院日数　15．73日(16.85日)

活動指標

任務目的が２つ以上ある場合は合計
が１００％となるよう設定してください。

業務時間数業務割合

100%

達成度測定

☆☆

国の医療費抑制策により診療報酬の値上げが見込めない現状においては、保険請求事務の適正実施、未収金対策について、さらに強化を図るとともに、急性期病院として紹介率の向上、平均在院
日数の短縮に努め地域医療支援病院の名称承認をめざす。

医業収益については、平成15年4月から院外処方完全実施により（平成15年度院外処方率85.7％）外来収益が減少し、当初目標を下回ったものの入院収益については他医療機関との連携強化によ
り、紹介率の増、平均在院日数の短縮が図られ大幅な増収となった。

困難度

入院患者については当初目標に対して2,688
人の減。外来患者については8,107人の増と
なったが、総合相談連携センターとの連携強
化、医療部門への協力要請、救急棟開設によ
り平均在院日数、紹介率とも目標を上回った。

訪宅徴収方法の見直し、居所不明者の調査、
早期納付相談による諸制度の利用促進により
未収金の減少に努めたが、倒産、リストラ等生
活困窮者の増大により目標を下回った。

15年度から各医師に対して個別に減点内訳書
の送付等、適正実施に努めてきたところである
が、医療の高度化に伴い、保険者の査定が更
に厳しく当初目標を下回った。

基本的な手段に対する評価

☆☆

☆☆

☆☆☆

任務目的に対す
る評価

これまでの取組と成果、手段の妥当性

これからの課題、施策・事業展開の方向性

実績(平成14年度） 目標（目標年度）

20%



作成日 平成15年5月28日

作成者 山下　昌則

評価日 評価者 山下　昌則

成果・活動指標 実績(平成14年度） 実績(平成15年度） 目標（目標年度） 困難度 業務割合 評価

不満意見の割合　　　１０％ 不満意見の割合　　　５．９％ 平成１５年度

不満意見の割合　　７％以下に

２桁 ４桁

01 待ち時間の短縮 待ち時間　①新患受付　②会計窓口 ①平均7分　②平均5分 ①平均7分　②平均5分 平成１5年度　①平均７分　②平均５分 B 50% 2500.8

0101 担当者（委託職員）指導・監督 委託職員とのミーティング 毎月実施（第３水曜日） 毎月実施（第３水曜日） 平成１５年度　　毎月実施(第3週水曜日） B 80% 2000.6

0102 会計窓口の機械化 現金自動支払機の設置 ２台設置 　　　　 　　　　 C 　　 　　

0103 待ち時間調査の充実 調査方法 調査継続実施 調査継続実施 調査継続実施 B 20% 500.2

02 患者ニーズの把握と情報提供 検討中 不満意見の割合　１0％ 不満意見の割合　5.9％ 平成15年度　不満意見の割合　7％以下に B 50% 2500.8

0201 苦情処理対応 内部的業務 　　　　 　　　　 　　　　 Ａ 35% 875.3

0202 委託職員の指導・監督 委託職員とのミーティング・ＯＪＴ 随時及び定例（月１回） 随時及び定例（月１回） 随時及び定例（月1回） B 25% 625.2

0203 アンケートの充実 処理体制の整備 即時対応 即時対応 平成１５年度　即時対応 B 20% 500.2

0204 広報誌くすのき発行 発行回数 年2回発行 年2回発行 平成１５年度　年2回発行 C 10% 250.1

0205 ホームページ掲載 更新回数 随時更新 4回/年 平成１５年度　　6回/年 C 5% 125.0

0206 入院・外来診療案内の発行 更新回数 １回 １回 年1回　更新 C 5% 125.0

目的達成に必要な主な手段 活動指標 実績(平成14年度） 実績(平成15年度）

病床利用率　90.2％
平均在院日数　15．73日(16.85日)

業          務          棚          卸          表
年度 平成15年度

所属名 市立病院　医事課

平成16年6月4日

病床利用率　88.5％
平均在院日数　13．12日(13.91日)

患者満足度(入院・外来患者アン
ケート）

所属コード 017015

任務目的

上位目的

正確かつ迅速な窓口サービスを提供する

健全経営に基づく高度専門医療の提供
病床利用率
平均在院日数

目標（目標年度）

任務目的に
対する評価

これまでの取組と成果、手段の妥当性
委託職員のトレーニング強化と柔軟配置、委託職員の代表（班長以上）と月1回のミーティングを定例化し、入院・外来患者アンケートのうち、不満を表す割合も当初目標を上回ることができた。

これからの課題、施策・事業展開の方向性
今後も待ち時間短縮、接客マナーの向上など患者満足度を高めるため引き続き委託職員のトレーニング強化と要員の柔軟配置を継続実施し、患者サービスの充実に努める。

困難度 業務割合 業務時間数
業務コード

☆☆☆

病床利用率　90％以上
平均在院日数　16日以下

A 100%

Ｂ

委託職員の代表（班長以上）と月1回窓口
トラブルの事例検討、業務改善の話し合い
等の実施により、不満意見の割合もクリア
でき、今後も窓口サービスの充実に努め
る。☆☆☆

会計窓口職員のトレーニング強化と要員
の柔軟配置継続実施により当初目標を上
回った.

達成度測定 基本的な手段に対する評価

☆☆☆


