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平成２１年９月
決算常任委員会資料

平 成 ２０ 年 度 市 立 四 日 市 病 院 事 業 決 算 概 要

１．主要業務量 ４．貸借対照表
単位：円

(1)　病床数　　　　　５６８床 資産の部 負債の部
固定資産 9,373,572,134 固定負債 943,860,124

(2)　患者数 流動資産 7,021,401,038 流動負債 987,419,065
繰延勘定 743,258,592 負債合計 1,931,279,189

20年度 19年度 増　減 比率(%) 資本の部
年　　　間(人) 166,895 177,060 △ 10,165 94.3 資本金 16,695,495,742
診療日数(日) 365 366 △ 1 99.7  うち借入資本金
１日平均(人) 457 484 △ 27 94.4  (企業債）
年　　　間(人) 400,982 432,320 △ 31,338 92.8 剰余金 △ 1,488,543,167

診療日数(日) 243 245 △ 2 99.2 資本合計 15,206,952,575
１日平均(人) 1,650 1,765 △ 115 93.5 資産合計 17,138,231,764 負債資本合計 17,138,231,764

２．損益計算書 ５．主要事業

(1)　病院事業収益 円 (1)　病院施設整備
うち、医業収益 円 ・　診療棟便所改修他工事 69,825,000 円

・　ＩＣＵ無停電装置更新工事 13,125,000 円
(2)　病院事業費用 円 ・　院外倉庫他整備工事 37,082,850 円

・　病棟増築・既設改修工事変更設計及び
(3)　当年度純損失 円 　　看護学院昇降機設置工事設計業務委託 34,774,250 円

　　　（平成20・21年の２カ年継続事業、全体事業費 42,997,500円）
(4)　前年度繰越欠損金 円 他　５件

計 168,760,100 円
(5)　当年度未処理欠損金 円

(2)　機器整備
・　コンピュータ断層撮影装置 304,500,000 円

３．欠損金処理計算書 ・　手術用ナビゲーションシステム 46,935,000 円
・　生化学自動分析装置 37,170,000 円

(1)　当年度未処理欠損金 円 ・　脳内視鏡システム 17,115,000 円
他　２０５件

(2)　欠損金処理額 円 計 600,697,530 円

(3)　翌年度繰越欠損金 円

入
院

外
来

区分

15,482,977,463
14,819,771,811

16,091,916,632

3,539,493,972

608,939,169

2,619,882,812

2,010,943,643

2,619,882,812

0

2,619,882,812
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６．一般会計からの経費支出

(1)　負担金

・　病院事業費 円
　　　　　企業債償還金利子、共済追加費用等

・　高等看護学院運営費 円
　　　　　看護学院運営経費、修学資金貸付金

(2)　補助金

・　病院事業費 円
　　　　　病院群輪番制病院運営費補助金

(3)　出資金

・　病院事業費 円
　　　施設整備費、企業債償還金元金

・　高等看護学院運営費 円
　　　学院備品購入費

計 円

651,000

922,876,128

349,218,252

125,571,705

11,900,000

435,535,171
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（１） 経営財務に係る指標と目標、実績 
①【指標】医業収支比率  【目標】100％以上とする 

過去１０年間の医業収益医業費用（百万円）・医業収支比率（％）の推移
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②【指標】経常収支比率  【目標】100％以上とする 

過去１０年間の経常収益経常費用（百万円）・経常収支比率（％）の推移
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病院経営指標・目標、実績 

【平成 20年度実績】96.4％ 
 医業収益は 148.20億円（対前年度比 2.2％増）、医業
費用は 153.73億円（対前年度比 3.2％増）となり、医
業損益は△5.53億円の損失を生じました。その結果、
医業収支比率（医業収益／医業費用×100）は 96.4％
となり、前年度実績よりも低下し、目標の 100％を下
回りました。これは、ＤＰＣや７対１看護体制の導入
及びがん化学療法の増等により医業収益は前年度に比
べ増加したものの、一方で、患者数の減少のほか、退
職給与金や減価償却費等の医業費用が大きく増加し、
収支を悪化させたことによります。 

【平成 20年度実績】96.6％ 
医業収益に医業外収益を加えた経常収益は 154.81

億円（対前年度比 2.2％増）、医業費用に医業外費用及
び看護学院費用を加えた経常費用は 160.31億円（対前
年度比 3.9％増）となり、経常損益は△5.50 億円の損
失を生じました。その結果、経常収支比率は 96.6%と
なり、前年度実績よりも低下し、目標の 100％を下回
りました。これは、退職給与金や減価償却費等の増加
による医業費用の上昇が経常ベースにも影響したため
であります。 
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③【指標】病床利用率  【目標】87.0％以上とする 
過去10年間の病床利用率（％）の推移
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④【指標】平均在院日数  【目標】計画期間内に 12.5日以下を達成する 

過去１０年間の平均在院日数の推移
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【平成 20年度実績】80.5％ 
病床利用率は、病院ベッドの稼働率でどれだけ有効

に活用されているかを示す指標で年延入院患者数／年
延稼動病床数×100 の式で算出し、高い方が望ましい
とされています。平成 20年 8月からは７対１看護体制
へ移行し、その維持調整等もあって、患者数の減少等
のため 80.5％となり、前年度に比べて 4.7ポイントの
減、目標の 87％を大きく割り込むこととなりました。 

【平成 20年度実績】12.4日 
平均在院日数は、一般病床での患者が平均して何

日入院しているかを示す指標で、年延在院患者数／
（年度中の新入院患者数＋退院患者数）×１／２の
式で算出し、急性期病院の場合、患者の治療経過が
良好で入院期間が短くなれば日数が短くなるので、
短い方が望ましいとされています。平成 20 年度は
12.4 日となり、前年度に比べて 0.2 日短縮し、目標
を達成しました。 
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                                                   （差替） 
⑤【指標】医業収益に占める職員給与費の割合 【目標】50％以下に抑制する 

過去１０年間の医業収益に占める職員給与費の割合（％）
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⑥【指標】医業収益に占める材料費の割合 【目標】30％以下に抑制する 

過去１０年間の医業収益に占める材料費の割合（％）
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【平成 20年度実績】49.4％ 
医業収益に占める職員給与費の割合は、職員給与

費／医業収益×100 の式で算出し、低い方が経営的
に、貢献度が高いとされています。平成 20年度給与
費は 73.17億円で前年度比 6.7％の増となりました。
医師給や退職給与金の増加が影響し、医業収益に占
める職員給与費の割合は、49.4％となり、前年度に
比べて 2.1ポイント上昇しました。その結果、前年度
より指標は悪化しましたが、目標の 50％以下の水準
にあります。 

【平成 20年度実績】31.5％ 
医業収益に占める材料費の割合は、医薬品、診療

材料等に係る費用である材料費について、材料費／
医業収益×100の式で算出します。平成 20年度材
料費は 46.7億円で対前年度比 3.9%の減となり、医
業収益に占める材料費の割合は、薬価改定や後発品
の推進及び医業収益の増加もあって、31.5％とな
り、前年度に比べて 2.0ポイント改善しましたが、
目標水準には達しませんでした。 
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（２）医療機能の確保に係る指標と目標 
①【指標】入院患者数・外来患者数 【目標】入院患者数は３％以上の増、外来患者数は５％減以内とする 

入院・外来患者数（人）の状況
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②【指標】臨床研修医の採用人数 【目標】毎年度の採用予定人数を満たす 

  (単位、人)

区分 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
応募 25 59 34 42 40 29

採用予定 11 13 13 16 16 16
採用 9 4 12 7 11 11 13 13 15 15 13

臨床研修医（前期）の応募・採用状況（歯科医師を含む）

※平成9～15年度は大学医局を通じて採用、平成16年度からマッチング方式による臨床研修医制度の実施。  

 

【平成 20 年度実績】前年度に比べ、入院患
者数 5.7％の減、外来患者数 7.2％の減  
本院の入院患者数は 166,895人（１日平均 457
人）で前年度に比べ 10,165人（5.7％）の減、外
来患者数は 400,982人（１日平均 1,650人）で前
年度に比べ 31,338人（7.2％）の減となり、とも
に目標を達成できませんでした。患者数減少の主
な理由としては、入院患者の場合は、平均在院日
数の短縮や７対１看護体制の維持調整、外来患者
の場合は、患者の受診控え、眼科・耳鼻咽喉科等
の診療制限等が影響しているものと考えられま
す。 

【平成 21年 4月採用実績】13人  
臨床研修医の採用人数は、臨床研修医制度によ
り本院（臨床研修指定病院）で医師免許取得後２
年間の研修を行う者の採用人数を示す指標。平成
21年 4月採用にあたっては、29人の応募があり、
14人マッチングし、13人を採用しました。 
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③【指標】救急患者数 【目標】３００００人以上に対応する 

総数(人）
１日あたり人数
（人） 総数（人）

１日あたり人数
（人）

11 17,373 47 1,793 4.9
12 18,782 51 2,023 5.5
13 22,685 62 2,355 6.5
14 24,919 68 2,642 7.2
15 27,133 74 3,300 9.0
16 29,479 81 3,453 9.5
17 29,733 81 3,110 8.5
18 30,880 85 3,166 8.7
19 29,258 80 3,000 8.2
20 29,450 81 2,789 7.6

※ＥＲ－ＹＯＫＫＡＩＣＨＩ　外来は平成15年1月16日、入院は平成15年4月7日から稼動

救急患者の受入状況

年度　
救急患者数 救急入院患者数

 

暦年

11 2,951 人 37.0% 2,058 人 25.8% 860 人 10.8% 2,111 人 26.5% 7,980 人 100.0%

12 3,623 人 40.7% 2,371 人 26.6% 856 人 9.6% 2,061 人 23.1% 8,911 人 100.0%

13 3,960 人 42.7% 2,414 人 26.1% 853 人 9.2% 2,037 人 22.0% 9,264 人 100.0%

14 4,652 人 47.5% 2,351 人 24.0% 896 人 9.2% 1,893 人 19.3% 9,792 人 100.0%

15 5,553 人 51.9% 2,407 人 22.5% 840 人 7.8% 1,904 人 17.8% 10,704 人 100.0%

16 6,031 人 54.4% 2,575 人 23.2% 716 人 6.5% 1,756 人 15.9% 11,078 人 100.0%

17 6,201 人 51.7% 2,964 人 24.7% 984 人 8.2% 1,837 人 15.3% 11,986 人 100.0%

18 6,566 人 53.8% 2,879 人 23.6% 846 人 6.9% 1,916 人 15.7% 12,207 人 100.0%

19 6,199 人 51.2% 3,086 人 25.5% 886 人 7.3% 1,930 人 15.9% 12,101 人 100.0%

20 5,681 人 49.0% 3,452 人 29.7% 791 人 6.8% 1,684 人 14.5% 11,608 人 100.0%

合　　　　計

救急患者の医療機関別搬送人員状況（四日市市消防本部扱い分）

市立四日市病院 県立総合医療センター 四日市社会保険病院 その他医療機関

（搬送人員／構成比）

 
④【指標】医療事故件数 【目標】３０％以上低減し２０件以下とする 

医療事故件数（アクシデント）の状況
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【平成 20年度実績】29,450人 
救急患者数は、本院の救急センターに搬送される

救急患者の受入人数を示す指標です。平成 20年度
の救急患者数は 29,450人（１日あたり 81人）、救
急入院患者数は 2,789人（１日あたり 7.6人）とな
りました。また、四日市市消防本部の救急車搬送に
おける地域医療機関別受入では、5,681人を受け入
れ、その割合は 49.0％でした。受入人数は目標を
やや下回りましたが、ほぼ目標水準の対応状況にあ
ります。 

【平成 20年度実績】 28件 
医療事故件数（アクシデント）は、医療にかか

わる場所で、医療の全過程において発生する人身
事故を示す指標です。平成20年度は28件発生し、
前年度に比べて 6件減少しました。より一層の医
療安全の徹底に取り組んでまいります。 



　

市立四日市病院中期経営計画（平成２０～２４年度）〔改訂〕

重点戦略の取組状況

平成２２年１月

市立四日市病院

　資料２



ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 ３次救急医療施設
の指定の取得

ＥＲ－ＹＯＫＫＡＩＣＨＩの設置等２次救急医療(24時
間対応医療)の充実強化を図っているところであ
り、今後もより高度な救命救急医療に対応していく
ため、３次救急医療施設の指定を目指します。

平成21年2月25日に三重県より３次救急医療施設
（救命救急センター）としての指定を受けました。

20

2 救命救急専門医の
確保及びトリアージ
体制の確立

３次救急への対応を高めるため、救命救急専門医
や専任医師の確保に努めるとともに、トリアージ体
制の確立に向けて、救急医療における緊急度重
要度に応じた診療体制を強化します。

救命救急センターにおいて平成21年4月から専任
医師１名を配置しました。また、当センター医師は
救急専門医資格を取得しました。

20～24

3 救急医療を支える
専門の診療科から
の支援体制強化

重症及び複数の診療科領域にわたる急性期の病
態に対応するため、救急医と各診療科の専門医と
連携し、支援体制を強化し、高度の診療に取り組
みます。

新型インフルエンザへの対応において、救急外来と
内科医師、小児科医師等との連携体制の強化を図
りました。

20～24

4 救命救急センター
の施設・設備充実

専用病床の増床、専用の多列ＣＴ、ＭＲＩ等、救命
救急センターの施設・設備の充実を図ります。

救急棟の増設について具体的な設計を進めるとと
もに、平成20年12月から専用ＣＴを６４列ＣＴに更新
しました。

23

ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 病棟の臓器別セン
ター化による総合
的診断・治療の実
施

消化器センター、循環器センター、脳神経セン
ターなど病棟臓器別センター化により総合的な診
断・治療を実施します。

病棟増築・既設改修工事の中で病床配置の見直し
を行い、病棟臓器別センター化を進めます。

23～24

2 手術室の増設 手術件数の増加に対応するため、新病棟増築・既
設改修の中で手術室を９室から１２室に増設しま
す。

病棟増築・既設改修工事において、当初計画どお
り新棟に手術室１２室を整備します。

23

3 最先端医療機器・
高度先進医療技術
の積極的な導入

多様化・高度化する医療ニーズに対応するため、
最新の放射線治療装置、撮影装置、診断装置な
ど最先端医療機器の計画的な導入・更新を行うと
ともに、各診療科において高度先進医療技術の積
極的な開発や導入に努めます。

平成20年度は本館・救急外来のＣＴを最新鋭６４列
ＣＴに更新したほか、手術用ナビゲーションシステ
ム、生化学分析装置、脳内視鏡システムなど２０９件
の医療機器の導入、更新を行いました。

20～24

4 地域がん診療連携
拠点病院の指定の
取得

北勢２次保健医療圏においてがん治療や手術の
高い実績を有しており、がんについて、外科的治
療、放射線治療及び化学療法を効果的に組み合
わせた集学的治療、緩和ケア等を充実させ、がん
医療に携わる医療従事者の増員や体制の整備、
施設の充実、がん登録、相談支援や情報提供の
取組を進め、地域がん診療連携拠点病院の指定
を目指します。

地域がん診療連携拠点病院検討委員会を院内に
設置し、指定取得に向けて指定要件の充足状況や
今後の取組課題等について検討しています。

24

5 クリーン病床の整
備充実

新病棟増築において、クリーン室１床、セミクリーン
室４床を整備します。

クリーン病床については、当初計画に沿って整備を
進めます。

23

ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 災害拠点病院とし
ての機能の強化

災害時に多発する多発性外傷、挫滅症候群、広
範囲熱傷等の重篤患者に対する診療機能と体制
の充実を図ります。また、中消防署中央分署のヘリ
ポートを活用した救急患者の搬送体制を整備しま
す。

災害時の診療機能の維持や体制の確保等を図る
ため、災害対策マニュアルの整備強化を進めてい
るほか、平成20年11月より中消防署中央分署のヘリ
ポートからの救急患者の搬送を可能としました。

21～24

2 災害派遣医療チー
ム（ＤＭＡＴ）の計
画的養成と充実

ＤＭＡＴ（災害の急性期（概ね48時間以内）に機動
性を持つ、専門的訓練を受けた災害医療派遣
チーム）隊員を計画的に養成し、迅速な動員・派
遣等即応体制の充実を図ります。

ＤＭＡＴチームについては、平成21年11月に３隊目
のチーム編成を行いました。

20～24

①救急医療の充実

②がん、循環器、脳血管疾患などの地域の民間等病院で対応が困難な高度専門医療や特殊医療の推進

③災害時医療への対応

 市立四日市病院中期経営計画（平成20～24年度）〔改訂〕　重点戦略の取組状況　平成22年1月

重点戦略１
　急性期医療を担う北勢地域の中核病院の構築

1



ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 産婦人科医の確保
と今後の周産期医
療体制の検討

地域周産期医療センターとしての役割を果たして
いくため、産婦人科医の確保に総力を挙げて取り
組むとともに、今後の周産期医療体制について市
や関係機関等と協議して対応を検討します。

産婦人科については、平成21年4月より後期研修
医1名の配属で医師６名の診療体制となりました。ま
た、今後の周産期医療体制の在り方については、
県市の関係部門、関連大学と連絡調整をしながら
意見交換を行い、検討を進めています。

20～24

2 未熟児・新生児集
中治療管理室等の
整備

新病棟増築・既設改修の中で未熟児・新生児集中
治療管理室６床を整備し、未熟児室14床、新生児
室16床に増床します。

病棟増築・既設改修工事において、未熟児・新生
児等集中治療管理室等の整備を進めます。

23

ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 感染症等健康危機
管理に係る保健所
等との連携強化

感染症の発生予防について定期的に保健所等と
情報収集・提供を行うとともに、発生時には関係機
関と連携・協力し、迅速な対応を行えるようにしま
す。

感染症、特に新型インフルエンザについては、市保
健所・消防等関係機関や医師会、公的病院等地域
の医療機関で構成する四日市地域救急医療対策
協議会（新型インフルエンザ対策部会）に参画し
て、県・市方針の確認や情報共有等を行い、緊密
に連携、協力して対応しています。

20～24

2 新型インフルエン
ザへの対応

新型インフルエンザの発生に備え、発熱外来の設
置準備や対応マニュアルの整備充実を図るほか、
院内訓練の実施、医療従事者や入院患者等に係
る防護用品の備蓄を進めます。

新型インフルエンザの対応マニュアルを整備すると
ともに、平成20年12月補正予算においてマスク・防
護衣等備蓄資機材の確保を図りました。また、平成
21年5月16日から7月7日までの間、市保健所の指
示の下で発熱外来を設置し、7月8日以降も新型イ
ンフルエンザに対する診療体制を構築し対応して
おり、平成21年12月からワクチン接種を行っていま
す。

20～24

ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 看護師等の募集・
採用プログラムの
見直し

看護師等の確保を図るため、随時採用の導入、応
募手続の簡素化、試験内容の見直し等募集方法
の改善を行うとともに、育児休業に伴う任期付職員
の活用や短時間勤務の導入を進めます。

平成20年度からは新聞広告や折込等による募集広
報の強化を図るとともに、採用試験を年１０回実施し
ました。また、平成21年度から看護師の就業支援の
ため就業準備資金貸付制度を創設しました。

20～24

2 医師等の先進医療
機関・学会・海外研
修等への積極的な
派遣

最新の知識及び技能を習得するため、医師等の
研修計画を策定し、先進医療機関のほか、各種学
会、海外を含む研修等への積極的な派遣を行い、
医療を担うマンパワーの資質・技術の向上を図りま
す。

医師については学会出張（年２回は公費）を奨励す
るとともに、米国ロングビーチへの海外派遣研修（平
成20年度：医師４人）の実施、中国天津から医師の
研修受入（平成20年12月）を行い、国際交流にも努
めました。また、平成21年8月から看護師等に係る
長期派遣研修について公費負担の適用拡大等を
行いました。

20～24

　

⑤感染症医療への対応

⑥医師・看護師等の人材確保とスキルアップ

④周産期医療・小児医療等の確保

2



ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 インフォームド・コン
セント、セカンドオ
ピニオンの充実

患者自身や家族が医療を適切に理解し、治療の
選択について、副作用やリスク等を含め十分に説
明を行い、患者の自己決定権を尊重しながら、同
意を得て治療を開始するインフォームド・コンセント
を充実します。また、主治医以外の専門医の指
導・助言等を求める場合、セカンドオピニオンを適
切に実施します。　看護師等の確保を図るため、
随時採用の導入、応募手続の簡素化、試験内容
の見直し等募集方法の改善を行うとともに、育児
休業に伴う任期付職員の活用や短時間勤務の導
入を進めます。

地域がん診療連携拠点病院を目指す一環として、
セカンドオピニオン外来を設置する方向で検討して
います。

20～24

2 クリニカルパスによ
る治療の標準化

疾病ごとの手術・検査等の治療方針を示したクリニ
カルパス（詳細な入院診療計画）による治療の標
準化を図ります。

クリニカルパス運営委員会においてクリニカルパス
の推進と整備に取り組んでいます。

20～24

3 チーム医療の推進 患者を中心とした医師、看護師、薬剤師等医療ス
タッフのパートナーシップに基づくチーム医療を進
めます。

総合医療情報システムを活用した情報共有化や合
同カンファレンスの開催など、チーム医療を進めて
います。

20～24

4 患者待ち時間の短
縮取組の推進

外来診察室の拡充や弾力的な運用、予約患者へ
の対応の見直しなどにより患者の診療待ち時間の
短縮を図ります。

外来患者の待ち時間については、総合医療情報シ
ステムの導入により会計処理の時間短縮を行って
おりますが、今後は病棟増築・既設改修工事での
外来改修において診察室の拡充整備を行います。

20～24

5 ６人床室の４人床
室化等療養環境の
向上とバリアフリー
化

新病棟増築・既設改修事業の中で６人床室を４人
床室に、２人床室を個室に改修するなど、病室面
積８㎡／床を確保し、病院全体で個室率を30％に
近づけます。また、患者の利用する出入り口は原
則引き戸と車いすによる利用もしやすい空間とし、
バリアフリー化を進めます。さらに、４人床室のベッ
ト間スペースの確保、トイレ、手洗いなど水廻りの
改善も行います。

病棟増築・既設改修工事において、４人床室化や
個室の増設のほかトイレや手洗い等の整備など、患
者にとって利用しやすい療養環境の改善を進めま
す。

23～24

ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 ７対１看護体制の
維持

平成20年8月から導入した７対１(入院患者と看護
職員の割合）看護体制について維持します。

７対１看護体制（平成20年8月導入）については看
護師の確保に努める一方で病床の調整を行いなが
ら維持しています。

20～24

2 外来診察室の改修
等による患者プラ
イバシーの確保

新病棟増築・既設改修事業で中待合の廃止、患
者プライバシーに配慮した外来診察室の整備に
着手します。

病棟増築・既設改修工事の外来部分の改修につい
ては、当初の工事工程を見直し、平成22年度から
前倒しして着工します。

23～24

3 医療事故の防止と
医療安全対策の強
化

医療安全管理委員会を中心に事例の適正な分
析、改善方策の院内共有化、研修の充実を図りま
す。また、病院の理念、倫理、医療従事者の心構
え、患者の権利、事故防止の要点や対策に関して
職員への周知徹底に努め、危機管理意識を高め
ます。

平成20年度医療事故は２８件（平成19年度：３４件）
でした。

20～24

ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 地域連携・医療相
談センターと地域
医療機関等との
ネットワーク機能の
拡大や地域連携パ
スの推進

地域連携・医療相談センターを通じて、かかりつけ
医や療養型病院等地域医療機関との連携の強
化、ネットワークの拡大を図ります。また、患者の視
点に立ち、疾病の急性期から慢性期に至る一連の
治療・看護介護等のサービスを、地域医療機関や
保健福祉機関と連携して体系化し、サービスの連
続性を確保しつつ、患者の回復をサポートする体
制づくりを行うとともに、そのために有効な地域連
携パスを推進します。

地域連携パスは、大腿骨頸部骨折で急性期→回
復期のパスを構築し維持期も検討しているほか、脳
卒中の連携パスの運用は、平成20年8月から三重
県統一版脳卒中医療連携計画書と患者家族への
説明パンフレットを使用し、四日市菰野リハビリテー
ションネットワークを中心に急性期・回復期の連携を
進めています。また、認知症・心筋梗塞・がん・糖尿
病等についても急性期４病院の医師と診療所医師
でワーキンググループを立ち上げ検討を進めてい
ます。

20～24

2 公的３病院で構成
する病病連携協議
会、医師会との病
診連携運営協議
会・在宅医療推進
委員会等活動の充
実

病診連携運営協議会・在宅医療推進委員会等活
動を通じて、登録医制度を活用して地域の診療所
等との情報共有を図るとともに、例えば診療所で
疼痛管理等緩和医療を担うなど地域完結型の連
携医療を進めます。

市が設置する四日市市安心の地域医療検討委員
会に当院も参画しているほか、四日市医師会・三病
院合同病診連携意見交換会、菰野厚生病院を加
えた四病院によるひまわりカンファレンス、四日市医
師会との病診連携運営協議会を開催するとともに、
北勢緩和ケアネットワーク、四日市地区アルコール
と健康を考える会等連携活動を進めています。

20～24

①市民、患者の視点からの医療

②安全・安心でかつ良質な医療

③地域の医療機関等との病病・病診連携の強化

重点戦略２
　地域医療の質の向上への貢献と保健・福祉サービス等との連携
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ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 医師の臨床研修体
制の充実強化

臨床研修指定病院としての実績を踏まえ、プライ
マリケア重視のスーパーローテート方式による研修
医の臨床研修体制を充実するとともに、救急医療
の対応能力など指導・教育の強化を図ります。ま
た、各指導医と緊密な連携のもと初期研修から後
期研修までトータルなプログラム運営を行い、看護
師等との研修とも連携を図る臨床研修センターの
設置についても検討します。

臨床研修医（歯科を含む）の確保については、平成
21年4月採用においては、医師は26人の応募で、
13人マッチングし、12人を確保し、歯科医1人を併
せて13人を採用しました。平成22年4月採用におい
ては、定員15人とする国の決定を受け、医師は27
人の応募で、12人マッチングし、２次募集で1人合
格したことから、計13人とし、歯科医１人を併せて14
人を確保しました。

20～24

2 四日市看護医療大
学等看護師養成機
関の看護学生受入
と実習指導体制の
整備

次代を担う看護師等の養成に貢献するため、四日
市看護医療大学等看護師養成機関からの看護学
生の実習受入を行うとともに、実習指導体制を整
備します。

養成施設からの看護学生実習については、四日市
看護医療大学のほか三重県立看護大学、四日市
医師会看護専門学校、聖十字看護専門学校、ユマ
ニテク看護助産専門学校から、200人強を受け入れ
ています。

20～24

3 地域医療支援研修
や医療関係者向情
報提供の充実

医療ソーシャルワーカー地域公開研修や医師会と
の合同意見交換会の実施のほか、ホームページ
による薬剤情報の提供や広報紙「くすの木」による
情報発信を充実します。

当院の「２００８年　診療科のご案内」を作成し連携
する病院・診療所へ配布したほか、医療ソーシャル
ワーカー地域公開研修会の開催、ホームページで
医薬品等薬剤情報の提供や広報誌「くすのき」を発
行しました。

20～24

　

ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 県市関係機関や在
宅福祉サービス提
供者等との連携・
協力体制の強化

急性期医療を担う地域の中核病院としての役割と
使命を踏まえ、健康部（保健所を所管）、福祉部等
市関係部門のほか県関係機関や在宅福祉サービ
ス提供者等と連携しながら、関連施策や事業、
サービスの推進に関して協力し、必要な支援を行
います。

四日市市安心の地域医療検討委員会に参画して、
関係機関や団体等と意見交換を行いながら、脳卒
中、在宅緩和ケアなど地域医療の向上に向けた必
要な支援や協力を進めています。

20～24

2 糖尿病療養相談・
指導等予防の推進

糖尿病看護認定看護師及び糖尿病療養指導士
による糖尿病療養相談、管理栄養士による病診連
携栄養相談など引き続き実施し、生活習慣病等予
防に努めます。

平成20年度は外来糖尿病教室や糖尿病療養に係
る出前講座のほか、集団・個人栄養相談（入院943
件、外来878件）、透析食・腎不全等調理実習155件
を実施しています。

20～24

④地域医療を担う人材育成への貢献

⑤県市関係機関、在宅福祉サービス等との連携の強化
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ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 単年度医業収支の
黒字の維持

医業収支比率100％以上、経常収支比率100％以
上、病床利用率87.0％以上とし、平均在院日数
12.5日以下を達成します。

平成20年度は、医業収支比率96.4％、経常収支比
率96.6％、病床利用率80.5％、平均在院日数
12.4％で、平均在院日数を除き目標を達成できま
せんでした。

20～24

ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 人件費総額の抑制 医業収益に占める職員給与費の割合について

50％以下とします。
平成20年度の医業収益に占める職員給与費の割
合は、49.4％で目標の水準以下にあります。

20～24

ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 一般会計繰入金の
適正な運用

病院建設改良費（建物、医療機器等）、企業債元
利償還金、高度医療、救急医療、特殊医療等に
ついて、国の定める基準、市立病院の果たすべき
役割等を明確にして一般会計繰入金の適正な運
用を図ります。

平成20年度一般会計繰入金は、922,876千円となり
ました。（平成19年度　820,060千円）

20～24

ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 累積欠損金の縮減 累積欠損金（平成19年度　2,010,944千円）の縮減

を図ります。
平成20年度は608,939千円の純損失を計上し、累
積欠損金は、2,618,883千円となりました。

20～24

ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 病床の効率的・弾
力的運用の推進

計画的な入退院による病床活用や各部門の手順
見直しなど弾力的な病床運用を行い、病床利用率
の向上を図って、より効率的な診療体制の確立に
向けて取り組みます。

ベットコントロール委員会を設置し、各診療科の患
者状況、７対1看護基準等を基に総合的に検討し、
より効率的な病床運用に取り組んでいます。

20～24

2 総合医療情報シス
テムの活用による
業務の効率化

総合医療情報システムの活用により、診療情報の
一元管理を進め、院内スタッフや紹介先・紹介元
医療機関など情報の共有化・診療の効率化のほ
か、医事会計の自動化・入力・統計分析・分析結
果の活用等による院内業務の効率化を図ります。

総合医療情報システムは、平成20年4月から本格導
入後大きなトラブルもなく安定的に稼動しており、平
成21年9月には運用改善を含めたレベルアップを
行い、入力負荷の軽減、画面視認性の向上、チー
ム医療に係る情報の一元化等改善を図りました。

20～21

3 医療機器の効率的
活用

医療機器の安全で効率的な稼動を確保するた
め、医療技術スタッフの専門技術の向上を図りま
す。また、医療機器の購入から保守点検、廃棄ま
で計画的な管理を行うとともに、機器故障・誤操作
による事故防止、適正点検による安全確保に努
め、効率的で高精度な運用を行います。

医療機器の更新時には必要に応じ操作研修・訓練
等を実施するとともに、法令等に基づく定期点検の
励行はもちろん、緊急保守についても迅速かつ適
切な対処をして、安全の確保に努めています。

20～24

⑤医療資源の有効な活用と業務の効率化

①単年度医業収支の黒字の維持

②人件費総額の抑制

③一般会計繰入金の適正な運用

④累積欠損金の縮減

重点戦略３
　健全な病院経営の実現、適正で効率的な健全経営の推進
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ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 部門別疾患別原価
管理の推進

ＤＰＣ（医療費包括支払制度）の導入によって、部
門別・疾病別等の治療内容の検証や原価計算を
行い、部門収益性を把握し、コスト管理を推進しま
す。

ＤＰＣ委員会を中心にＤＰＣ分析ソフトによる部門別
収益を把握してＤＰＣ運営の改善につなげていま
す。また、経営支援システムを活用した部門別収支
計算の試行に取り組んでいます。

20～21

2 医療保険制度に精
通した職員の養成

診療行為や薬品・診療材料等に見合う適正な診
療報酬を確実に算定し、収益を確保する必要があ
ることから、総合医療情報システム（電子カルテシ
ステム）を活用するとともに、医療保険制度に精通
した職員を養成します。

医事企画や会計に精通した専門性の高い職員を
養成していくため、平成20年度に診療情報管理士
１人を採用したところですが、平成22年度にはさら
に1人採用を予定しています。

20～24

3 医薬品及び診療材
料等の効率的な調
達・管理

医薬品及び診療材料等の調達・管理については、
納入業者数や納入シェアの見直し、採用品目の
集約化、後発医薬品の拡大、院外処方の推進な
どにより費用縮減を図るほか、購入から在庫管理、
供給、使用までの一連行為の適正化や効率化を
進めます.

医薬品については、値引き状況の試算や他病院の
価格交渉情報を参考にしながら、より安い価格で契
約できるよう交渉を進めています。後発医薬品は、
平成20年度151品目、採用比率8.7％ですが、将来
１８０品目、採用比率10％を目指しています。診療
材料については、医療材料等適正使用委員会の
中からコアチームを編成し、各診療科よも連携しな
がら使用材料の現状や価格など個別具体的に分
析を行い、費用対効果を見ながら見直しを行ってい
ます。

20～24

4 業務委託の推進 業務委託にあたっては、業務内容や手順、人員・
経費等を十分に検討し、費用対効果を見極めて
実施します。また、現在行っている委託業務につ
いては、業務執行状況の確認や必要に応じて改
善指導などモニタリングを行うとともに、業務状況
の変化に対応して適宜適切に仕様や積算の見直
しを行い、適正な委託料の設定に努めます。

既存の委託業務については、院内の外部委託等適
格審査会において、契約の方法や仕様の内容、委
託先の選定、委託料等について審査し、契約等の
見直しに取り組んでいます。また、新規の委託検討
にあたっては、各部門で検討し、適格審査会でヒア
リング等を実施して総合的な審査を行った上で、契
約等の手続を進めています。

20～24

5 未収金対策の推進 未収金の発生を予防するため、医療費負担につ
いて患者への適切な説明を行うとともに、経済的
理由等により支払困難な場合は公的制度の活用
等を勧めます。また、未収金については、早期回
収、督促の強化など取り組みます。

平成21年7月31日現在の収入未済額は
169,424,873円（収納率98.79％）で、主な理由は、
疾病・障害を原因とした生活困窮等経済的理由や
居所不明等によるものです。

20～24

ＮＯ． 取組項目 取組内容 取組状況（実績） 目標年度
1 環境保全の取組 病院事業においても、地球の環境に影響を与えて

いることを認識し、病院事業活動から生じる環境負
荷を軽減し持続的発展が可能なまちづくりに寄与
していく必要があります。本市の環境マネジメント
システムに基づき、光熱水の節減、ごみの減量化
や資源のリサイクルの推進、環境負荷の少ない物
品の購入等、環境保全の取組みを進めます。

「安全な療養環境を確保しながら省資源・省エネル
ギーを推進する」を環境活動指針として、院内に
YES省エネ推進委員会を設置し、コピー使用量の
削減、照明・ＯＡ機器等電気使用量の低減に取り組
んでいます。

20～24

⑥運営コストの節減等

⑥環境保全の取組

6



 

 

 

 

市立四日市病院医師・看護師等の現状について 

      
 
 
 

 
 
 

平成２２年１月 

市立四日市病院 

資料３



１．部門別医療専門職員数（常勤）の状況（総括）
　　　　H.22.1.1現在

区　分 正職員 常勤嘱託 合　計 備　考

１）医師 　　　　　　７7人 　　　　　　５４人 　　　　　１３１人歯科医師含む

２）看護師 　　　　　４３９人 　　　　　　２７人 　　　　　４６６人助産師含む

３）准看護師 　　　　　　　１人 　　　　　　　３人 　　　　　　　４人

４）薬剤師 　　　　　　１８人 　　　　　　　１人 　　　　　　１９人

５）放射線技師 　　　　　　２０人 　　　　　　　１人 　　　　　　２１人

６）検査技師 　　　　　　２３人 　　　　　　　３人 　　　　　　２６人

７）臨床工学技士 　　　　　　　９人 　　　　　　　９人

８）理学療法士 　　　　　　　４人 　　　　　　　１人 　　　　　　　５人

９）作業療法士 　　　　　　　２人 　　　　　　　１人 　　　　　　　３人

１０）言語聴覚士 　　　　　　　１人 　　　　　  　１人

１１）歯科衛生士 　　　　　　　１人 　　　　　　　１人 　　　　　　　２人

１２）視能訓練士 　　　　　　　１人 　　　　　　　１人 　　　　　　　２人

１３）管理栄養士 　　　　　　　４人 　　　　　　　４人

１４）診療情報管理士 　　　　　　　２人 　　　　　　　２人

１５）社会福祉士 　　　　　　　３人 　　　　　　　１人 　　　　　　　４人

計 　　　　　６０５人 　　　　　　９４人 　　　　　６９９人

  1



２．　診療科別医師数の状況　（非常勤を含む）　　　　　　　　　　　　　H．２２．１．１現在

　　　　　　斜体・下線付きの診療科は、診療制限している診療科を示す。　　　　　　　　　　※非常勤医師＝非常勤嘱託＋代務

区分 正職員 常勤嘱託 非常勤医師 合計 年間延べ患者数　（外来/入院）

内科 5 1 1 7 　　　　４９，９８８人　　/　　　２０，５０９人

精神科 1 1 　　　　　　　６６３人　　/　　　　　　　

神経内科 2 3 6 11 　　　　１５，２７０人　　/　　　１４，３１７人

呼吸器科 3 2 5 　　　　２０，４１０人　　/　　　１６，２６８人

循環器科 6 2 1 9 　　　　２８，５３６人　　/　　　１０，６１０人

腎内科 3 3 1 7 　　　　１３，３５７人　　/　　　４，７８３人

消化器科 3 3 1 7 　　　　２５，６８８人　　/　　　１７，５４０人

外科 8 4 3 15 　　　　３２，６０７人　　/　　　１４，３７１人

形成外科 1 1 1 3 　　　　　５，８６４人　　/　　　　１，９１２人

心臓血管外科 3 1 4 　　　　　２，８９６人　　/　　　　５，１４７人

呼吸器外科 1 1 　　　　　１，０８４人　　/　　　　　　７９５人

脳神経外科 5 2 7 　　　　２３，７５１人　　/　　　１１，３１２人

整形外科 4 2 4 10 　　　　２５，７５７人　　/　　　１０，７２４人

小児科 5 2 5 12 　　　　１５，２６０人　　/　　　１１，１７１人

皮膚科 2 1 1 4 　　　　２３，３３０人　　/　　　　２，７８４人

泌尿器科 3 3 　　　　１６，８１３人　　/　　　　５，８５６人

歯科口腔外科 3 3 　　　　１４，３９６人　　/　　　　１，３３４人

眼科 2 1 4 7 　　　　１８，５０６人　　/　　　　１，８７１人

耳鼻咽喉科 2 2 　　　　１７，７３９人　　/　　　　４，１６１人

産婦人科 5 1 6 　　　　１９，８０９人　　/　　　１１，４３０人

放射線科 2 7 9 　　　　　３，３４３人　　/　　　　　　　　

麻酔科 5 5 ※患者数は　　年度実績による。

病理 1 3 4 ※外来患者には、上記のほかリハビリテ

救急ｾﾝﾀｰ 3 3 ーション科（２５，９１５人）があります。

臨床研修医 28 28

計 77 54 42 173 　　４００，９８２人　　/　　１６６，８９５人

  2
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３．医師の年齢構成 
 

区分 人数（構成比） 備  考 

 ～３０歳 ５６人（４２.４％） 

内科（１）、神経内科（４）、呼吸器科（２）、循環器科（２）、

腎内科（３）、消化器科（３）、外科（４）、形成外科（１）、

整形外科（３）、小児科（１）、皮膚科（１）、眼科（１）、

産婦人科（１）、放射線科（１）、麻酔科（１）、臨床研修

医（２７）、                     

３１～３５歳 １８人（１３.６％） 

循環器科（３）腎内科（２）、外科（２）、心臓血管外科

（１）、小児科（３）、皮膚科（１）、産婦人科（２）、耳

鼻咽喉科（１）、麻酔科（１）、臨床研修医（１）、救命

救急センター（１）、                

３６～４０歳 １７人（１２.９％） 

内科（１）、呼吸器科（１）、腎内科（１）、外科（２）、

形成外科（１）、心臓血管外科（１）、脳神経外科（３）、

整形外科（２）、泌尿器科（１）、歯科口腔外科（１）、

眼科（１）耳鼻咽喉科（１）、麻酔科（１）、      

４１～４５歳 １２人（９.１％） 

内科（２）、呼吸器科（１）、循環器科（１）、消化器科

（１）、小児科（２）、泌尿器科（１）、歯科口腔外科（１）、

耳鼻咽喉科（１）、麻酔科（１）、救命救急センター（１）、 

４６～５０歳 ７人（５.３％） 
消化器科（２）、外科（１）、脳神経外科（１）、病理（１）、

麻酔科（１）、放射線科（１） 

５１～５５歳 ８人（６.１％） 
内科（２）、神経内科（１）、呼吸器科（１）、循環器科

（１）、小児科（１）、泌尿器科（１）、歯科口腔外科（１）、 

５６～６０歳 １１人（８.３％） 
循環器科（１）、外科（３）、心臓血管外科（１）、呼吸

器外科（１）、整形外科（１）、皮膚科（１）、眼科（１）、

産婦人科（１）、救命救急センター（１）       

６１歳～ ３人（２.３％） 
脳神経外科（１）、産婦人科（２） 

計 １３２人（１００％）  

※ 年齢は、２１.４.１現在の満年齢による。 
※ 平均年齢は、３６.６歳 
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４．臨床研修医(前期)の応募・採用状況(歯科医師含む) 
 

区分 応募数 採用数 採用者の出身大学 
平成１６年度採用 

２５人
(１１人)
１１人

愛知医科大、産業医大、名古屋大、三

重大(5)、宮崎医大、琉球大、愛知学院
大 

平成１７年度採用 
５９人

(１３人)
１３人

大阪大、岡山大、長崎大、名古屋市立

大(2)、名古屋大(3)、三重大(4)、愛知
学院大 

平成１８年度採用 
３４人

(１３人)
１３人

関西医大、京都府立医大、群馬大、名

古屋大(5)、奈良県立医大、三重大(3)、
愛知学院大 

平成１９年度採用 
４２人

(１６人)
１５人

金沢医大、高知大、神戸大、産業医大、

名古屋大、広島大、福井大(2)、三重大
(5)、山形大、愛知学院大 

平成２０年度採用 

４２人
(１６人)
１５人

筑波大、三重大(4)、鹿児島大、名古屋
大(3)、久留米大、愛媛大、藤田保健衛
生大、島根大、東京女子医大、愛知学

院大 
平成２１年度採用 

３０人
(１６人)
１３人

三重大学(4)、名古屋大学(4)、岐阜大、
大阪大、福井大、高知大、愛知学院大

累計 ２３２人 ８０人  
                 上段( )書きは、募集人数を示す。 
(参考１)臨床研修医制度について 
 平成１６年度からスタートした臨床研修医制度は、医師としての人格を涵養し、将来の

専門性にかかわらず、医学・医療の社会的ニーズを認識しつつ、日常診療で頻繁に遭遇す

る病気や病態に適切に対応できるように、初期医療の基本的な診療能力(態度、技能、知識)
を身に付けることを目標に、臨床研修指定病院で医師免許取得後２年間をかけて実施研修

を行うもので、具体的な臨床研修病院は「臨床研修医マッチング」により決定される。 
 
(参考２)臨床研修マッチングについて 
 医学生は「研修したい病院」、臨床研修指定病院は「採用したい学生」をそれぞれ順位づ

けて、医師臨床研修マッチング協議会が運営しているコンピュータに登録し、双方の希望

が一致するよう組み合わせを決める仕組みで、臨床研修医制度と同時に開始されている。 
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５．前期臨床研修後の進路状況 
 

区分 修了者数 修了後の進路状況 
平成１７年度修了 １１人 １．当院にて後期研修・・・・・６人 

麻酔科、神経内科、小児科、脳神経外科、外科、

整形外科 
２．当院以外にて後期研修・・・５人 
名古屋大(精神科)、愛知医科大(脳神経外科)、
産業医科大、宮崎医大(眼科)、愛知学院大学 

平成１８年度修了 １３人 １．当院にて後期研修・・・・・８人 
腎内科、外科、循環器科(2)、小児科、内科、神
経内科、整形外科 

２．当院以外にて後期研修・・・２人 
都立府中病院(外科)、愛知学院大 

３．大学院進学・・・３人 
名古屋大大学院、千葉大大学院、長崎大大学院

平成１９年度修了 １３人 １．当院にて後期研修・・・・・８人 
循環器科、消化器科(2)、呼吸器科(2)、外科(2)、
整形外科 

２．当院以外にて後期研修・・・３人 
藤田保健衛生大(消化器科)、相澤病院(救急科)、
名古屋市立大(精神科) 

３．大学院進学・・・・・・２人 
名古屋大大学院、愛知学院大大学院 

平成２０年度修了 １５人 １．当院にて後期研修・・・・・７人 
  呼吸器科、消化器科、外科、神経内科(2)、産婦
人科、腎臓内科 

２．当院以外にて後期研修・・８人 
仙台厚生病院(循環器)、名古屋市立大学(精神
科)、三重県立総合医療センター(外科)、三重大
(放射線科、整形外科)、産業医科大学(放射線
科)、名古屋大学(放射線科)、 
愛知学院大学(歯科口腔外科) 
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６．看護師(助産師を含む)正職員の退職・新規採用状況 
(平成２２年１月１日現在) 

区分 採用者数 退職者数 当年度末職員数 備考 
平成１７年度 (１９人)

４５人
４３人 ４３４人 

 

平成１８年度 (１８人)
４３人

４１人 ４３６人 
 

平成１９年度 (１５人)
５４人

５３人 ４３７人 
 

平成２０年度 (２１人)
５４人

５４人 ４３７人 
 

平成２１年度 (２６人)
４１人

４０人 ４４０人 
高等看護学院よ

り２名異動 
※( )は高等看護学院卒業生 



7．医師・看護師給与等の近隣類似自治体病院との比較一覧表

区分 市立四日市病院 市立伊勢総合病院 市立豊橋市民病院 市立岡崎市民病院 市立小牧市民病院 市立岐阜市民病院 市立大垣市民病院 県立総合医療セ

１．病床数 ５６８床 ４１９床 ９１０床 ６５０床 ５４４床 ６０９床 ８８８床 ４４６床

２．医師

 (１)職員数（常勤） １２８人 ４４人 ９６人 ７９人 ８８人 ８８人 １３４人 ７５人

　　100床当たり職員数
　　　　（常勤換算）

２２．７人 １４．２人 １７．３人 ２１．９人 ２７．９人 １９．９人 １９．２人 １６．８人

 (２)平均年齢（常勤） ３８歳 ４２歳 ４４歳 ４１歳 ４３歳 ４２歳 ３９歳 ３９歳

 (３)平均給与月額（常勤） １，０６６，３２７円 １，３０１，６１３円 １，２６９，８８３円 １，２５４，６１４円 １，２６２，５３４円 １，２３１，８２２円 １，２７５，３７２円 １，１６２，８３４円

３．看護師
　　（準看護師を除く）

 (１)職員数（常勤） ４５６人 ２０１人 ６２７人 ４５４人 ４１６人 ３８９人 ６２５人 ２８１人

　　100床当たり職員数
　　　　（常勤換算）

８８．８人 ７１．１人 ７４．６人 ８５．７人 ８８．１人 ７５．０人 ８５．３人 ７６．７人

 (２)平均年齢（常勤） ３７歳 ３８歳 ３７歳 ３３歳 ３４歳 ４１歳 ３３歳 ３３歳

 (３)平均給与月額（常勤） ４７９，８４３円 ４５０，６７９円 ４８３，１３１円 ４８１，４１４円 ４７６，９８２円 ４９４，１３９円 ４６３，５９１円 ４６２，５２３円

（出典：平成１９年度地方公営企業年鑑）

 ７
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                      平成２２年１月 
 

地方独立行政法人制度のポイント 
 
 
１ 地方公共団体から独立した法人格 

① 管理者の権限拡大や経営責任の明確化 
  ② 事業運営の自律性と独自の意思決定 
 
２ 人事・給与 
 ① 非公務員型→病院事情にあった人事・給与体系、職員定数枠の撤廃 
  ② 中長期的な視点に立った人材の採用・育成 

→市からの派遣（10年以内）、プロパー採用、委託の一部直営化等 
  ③ 多様で柔軟な雇用形態の導入可能 
④ 兼業兼職の原則禁止に係る制約の緩和 

 
３ 予算決算・契約 
① 地方独立行政法人会計の適用  
→累積欠損金の相殺、退職給与引当金の適正化、償却資産取得に係る補
助金等の減価償却相当分の見返り収益化など 

② 複数年度契約など自由度や経済性の向上 
  ③ 運営費負担金→現行の一般会計繰入金と同様に機能 
  ④ 長期借入金は市から借入可能であるが、直接の調達は不可 
 
４ その他 
  情報公開・個人情報保護、環境マネジメントについては、市の方針に準拠 
 
５ 移行準備 
① 議会・市民への説明と対応 
② 労使交渉→非公務員化と労働条件の合意、身分の引継ぎ 
③ 独自の会計や庶務システムの導入、管理経費の増加（独自の会計・庶務
システムの導入・更新、システム維持費、役員報酬、監査報酬等経費） 

  ④ 移行事務の増大→スタッフの確保必要 
  
 
 
 
 

資料４



平成２１年１２月現在
設立年度 設立団体名 法人類型 病床数 導入前の運営形態

平成17年度 長崎県江迎町 非公務員型 278 管理委託（北松浦郡医師会）

宮城県 非公務員型 160 管理委託（財団法人厚生会）

大阪府 急性期・総合医療センター 公務員型 768

呼吸器・アレルギー医療センター 640

精神医療センター 548

成人病センター 500

母子保健総合医療センター 363

平成19年度 岡山県 公務員型 252 地方公営企業法一部適用

山形県、酒田市 日本海総合病院 非公務員型 525 地方公営企業法全部適用

酒田医療センター 235 地方公営企業法一部適用

那覇市 非公務員型 470 地方公営企業法全部適用

秋田県 脳血管研究センター 非公務員型 132

リハビリテーション・精神医療センター 300

東京都 非公務員型 579 一般会計（東京都福祉保健局所管）

静岡県 総合病院 非公務員型 720

こころの医療センター 280

こども病院 279

神戸市 医療センター中央市民病院 非公務員型 912

医療センター西市民病院 358

桑名市 非公務員型

平成21年度

病院名

最近の地方独立行政法人の設立状況について

地方独立行政法人神戸
市民病院機構

地方公営企業法一部適用

地方独立行政法人桑名市民病院（H２１.１０～） 地方公営企業法全部適用（民間の
平田循環器病院と再編統合）

313

地方独立行政法人秋田
県立病院機構

地方公営企業法一部適用

地方公営企業法一部適用
地方独立行政法人静岡
県立病院機構

地方独立行政法人北松中央病院

地方独立行政法人山形
県・酒田市病院機構

地方公営企業法一部適用

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター

平成20年度

地方独立行政法人那覇市立病院

地方独立行政法人大阪
府立病院機構

平成18年度

地方独立行政法人岡山県精神医療センター

地方独立行政法人宮城県立こども病院
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地方公営企業制度と地方独立行政法人制度の比較表

平成２２年１月

市立四日市病院

　資料５



地方公営企業

         一般型　　　　　　  公営企業型

地方公共団体が経営する企業であり、住民
生活に必要な公共的サービスを提供し、料
金収入により、原則として独立採算で運営
されるもの。

①地方公共団体が、②直接地域住民の福
祉の増進を目的として、
③経営する企業
（経営の基本原則：公企法３条）
・経済性の発揮
・公共の福祉の増進

・住民の福祉の増進、
・企業方式による効率的な行政サービスの
提供

・地方公営企業法
・地方公営企業等の労働関係に関する法
律
地方公共団体の一部（独立の法人格はな
し）

地方公共団体
条例の制定（公企法４条）
（設置及び経営の基本に関する事項）

―

地方公共団体のみ

（一般地方独立行政法人：地独法２条①）住民
の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公
共上の見地からその地域において確実に実施さ
れることが必要な事務及び事業であって、地方
公共団体が自ら主体となって直接に実施する必
要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場
合には必ずしも実施されないおそれがあるもの
と地方公共団体が認めるものを効率的かつ効
果的に行わせることを目的として、地方公共団
体が設立する法人
　
（特定地方独立行政法人：地独法２条②）
地方独立行政法人のうち、その業務の停滞が住
民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に
直接かつ著しい支障をおよぼすため、又はその
業務運営における中立性及び公正性を特に確
保する必要があるため、職員等に地方公務員の
身分を与える法人

業務を確実に実施するために必要な資本金そ
の他の財産的基礎を有すること（地独法６条①）

・地方公共団体のみ（地独法６条②）
・設立団体は、独法の資本金の1/2に相当する
資金等を出資（地独法６条③）

地方団体が直接行うのに準ずる公共性を確保し
ながら、地方独立行政法人の長により広範な権
限行使を認めることで経営責任の明確化をはか
るとともに、中期目標期間における目標・計画に
基づく経営により、単年度予算主義とは異なる
ルールの下で、予算執行における機動性、弾力
性の向上を可能とするもの。

地方独立行政法人

あり（地方公共団体とは別の法人格：地独法第５
条）

・地方独立行政法人法

地方公共団体（地独法７条）

議会の議決を経て定款を定め、
①都道府県等　総務大臣の認可
②①以外　都道府県知事の認可を受けること
（地独法７条）

特徴及び留意点

定義

設立目的

 地方公営企業制度と地方独立行政法人制度の比較表

根拠法

法人格

設立団体
設立要件

財産的基礎

出資主体
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地方公営企業

         一般型　　　　　　  公営企業型

地方独立行政法人

法定７事業（附帯業務含む。公企法２条）
・水道事業（簡易水道事業を除く。）
・工業用水道事業
・軌道事業
・自動車運送事業
・鉄道事業
・電気事業
・ガス事業
・病院事業（財務規定のみ）
・その他（条例で任意適用可）
※他に地方財政法、公営企業金融公庫法
の法定範囲あり

（地独法２１条１号、４
号、５号）
・試験研究
・社会福祉事業
・一定の公共的施設の
設置及び管理
・附帯業務
※他に大学の設置及び
管理（地独法２１条２
号）

（地独法２１条３号）
・水道事業（簡易水道
事業を除く。）
・工業用水道事業
・軌道事業
・自動車運送事業
・鉄道事業
・電気事業
・ガス事業
・病院事業
・その他政令で定める
事業

地方公共団体

地方公共団体

地方公共団体

・管理者の任命、罷免、懲戒処分（公企法７
条の２①、⑦、⑧）
・予算の調製、議案の提出等（公企法８条）
・住民の福祉を確保するとき等の指示（公
企法16条）

・業務開始時の業務方
地独法書の認可（地独
法22条①）
・中期目標（３～５年）の
制定（変更）、公表（地
独法25条①）
・（独法が定めた）中期
計画の認可（地独法26
条①）
・中期計画の変更命令
（地独法26条④）
（・（独法が定めた）年度
計画の届出の受理：地
独法27条①）
（・中期目標に係る事業
報告書の届出の受理：
地独法29条①）
・中期目標期間の終了
時の検討、所要の措置
（地独法31条①）
・報告徴収、立入検査
（地独法88条）
・違地独法行為等の是
正命令（地独法89条
①）
・料金の上限を定め、
認可（地独法23条②）

・業務開始時の業務方
地独法書の認可（地独
法22条①）
・中期目標（３～５年）の
制定（変更）、公表（地
独法25条①）
・（独法が定めた）中期
計画の認可（地独法26
条①）
・中期計画の変更命令
（地独法26条④）
（・（独法が定めた）年度
計画の届出の受理：地
独法27条①）
（・中期目標に係る事業
報告書の届出の受理：
地独法29条①）
・中期目標期間の終了
時の検討、所要の措置
（地独法31条①）
・報告徴収、立入検査
（地独法88条）
・違法行為等の是正命
令（地独法89条①）
・中期計画において料
金に関する事項を定め
る（中期計画の認可）。
（地独法83条）

・国の公営企業の業務に関する処分等に
係る配慮（公企法５条の２）
・国の企業債についての配慮(公企法22条）
・各事業法に基づく関与（料金の認可等）

・設置等に係る条例の制定（公企法４条）
・予算の議決（公企法24条）
・決算の認定（公企法30条④）
・料金（使用料に該当するもの）に係る条例
の制定（自治法228条）

・中期目標の議決（地
独法25条③）
・料金の上限の制定に
係る議決（地独法23条
②）
・評価委員会に係る事
項（地独法11条③）

・中期目標の議決（地
独法25条③）
・（料金を含む）中期計
画の議決（地独法83条
③）
・評価委員会に係る事
項（地独法11条③）

・総務大臣又は都道府県知事の報告徴収、立入
検査（地独法88条）
・総務大臣又は都道府県知事の、設立団体又は
長、独法への違法行為等の是正命令（地独法89
条③、④）

地方独立行政法人

地方独立行政法人

地方独立行政法人

業務の範囲

施設所有者
実際に施設の管理を
行う者

事業法上の事業者

設立団体の長の関与

議会の関与

国・地方公共団体の
関与
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地方公営企業

         一般型　　　　　　  公営企業型

地方独立行政法人

独立採算原則（公企法17条の２②）に基づ
き、地方公共団体が負担すべき経費以外
は原則として料金による収入により運営

・設立団体からの交付
金
・使用料等の料金によ
り運営

独立採算原則（地独法
85条②）に基づき、設立
団体が負担すべき経費
以外は原則として料金
による収入により運営

・国庫補助金（地財法10条の２、16条等）
・特定の経費につき一般会計等からの出
資、貸付、負担金、補助等（公企法17条の
２①等）
・企業債（地財法5条1号）
・料金（公企法21条）

・設立団体からの交付
金（地独法42条）
・国庫補助金、地方公
共団体からの補助金

・設立団体からの長期
借入金（転貸債）（地独
法41条⑤）
・特定の経費に係る設
立団体からの交付金
（地独法85条①）
・国庫補助金、地方公
共団体からの補助金
・料金（地独法85条②）

・繰出基準に基づく地財措置
・企業債の元利償還に係る地方交付税措
置等

通常の地方公営企業に
対する措置と同様の措
置を予定

あり
・予算単年度主義

・中期経営計画の策定及びその公表につ
いて要請（「地方公営企業の経営基盤の強
化について」（平成１０年１月１３日付自治
省財政局長通知）等）
・内容については、別紙５参照

中期目標に基づき、中
期計画を作成し、設立
団体の長の認可を受
け、公表（あらかじめ、
評価委員会の意見聴
取）（地独法26条）。

中期目標に基づき、中
期計画を作成し、設立
団体の長の認可を受
け、公表（あらかじめ、
評価委員会の意見聴
取、議会の議決が必
要）（地独法26条、83条
③）。

・毎年度ごとに予算書他必要書類を作成
し、議会の議決を経る。

なし
・契約や財務運営等の面で弾力的な経営が可
能
執行機関の付属機関として独法評価委員会を
設置し、業務実績に係る評価等を行う（地独法
11条）。

（各事業年度における業務実績の評価：地独法
28条）
・各事業年度における業務実績について評価委
員会の評価
・業務運営の改善その他の勧告
・当該評価結果の独法への通知、設立団体への
報告、公表
・設立団体の長は、当該報告を議会に報告

（中期目標に係る事業報告：地独法第29条、30
条）
・独法は、中期目標期間の終了後３ヶ月以内に
事業報告書を設立団体の長に提出、公表
・設立団体の長は、当該報告書を議会に報告

設立団体の長が定め、独立行政法人に指示し、
公表（あらかじめ、評価委員会の意見の聴取、
議会の議決が必要。）（地独法25条）

中期計画に基づき、年度計画を定め、設立団体
の長に届出、公表（評価委、議会の関与なし）
（地独法27条）

なし

財務
 ①経営の原則

 ②資金調達手段

 ③財政措置

 ④地方自治法の
  財務規定の適用

評価制度

 ①中期目標

 ②中期計画

 ③年度計画
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地方公営企業

         一般型　　　　　　  公営企業型

地方独立行政法人

・管理者の調製、事業報告書等の長への
提出
・監査委員の審査後当該委員の意見をつ
け、議会の認定（公企法30条）

公営企業会計制度（公営企業法令に基づ
く）

地方独立行政法人会
計原則

公営企業型地方独立
行政法人会計原則

決算、事業報告書等の監査委員の審査(公
企法30条②）

義務付けなし

・管理者は長の補助機関としての権限を行
使する。
・管理者は広範な権限を有するが、一部の
事項について、地方公共団体の長の支持
を受ける公営企業管理者（公企法7条）
（地方公共団体の長による任命、罷免、懲
戒処分）　※財務適用及び公企令８条の２
に該当する場合には管理者不要

公務員
①地方公営企業労働関係法で規定（公企
法36条）
・団結権　○
・団体交渉権　○
・争議権　×
②職階制の実施（公企法37条）

・管理者は、地方公営企業の経営に識見を
有する者のうちから、地方公共団体の長が
任命（公企法７条の２　　　1号）
・企業職員（管理者の権限に属する事務の
執行を補助する職員）は、管理者が任免。
ただし、当該地方公共団体の規則で定める
主要な職員を任免する場合においては、あ
らかじめ、地方公共団体の長の同意を得な
ければならない（公企法１５条）。

法人の長の任命による。

・毎事業年度、財務諸表、事業報告書、決算報
告書（監査の意見付す）を作成し、設立団体の
長に提出し、その承認を得る（承認に際し評価
委員会の評価聴取）（地独法34条）。

・財務諸表及び決算報告書について意見を付す
（地独法34条②）。

・一定規模以上の独法については、財務諸表、
事業報告書及び決算報告書について、監査を
行う（地独法35条）

地方独立行政法人の財務、組織、人事等の権
限は地方独立行政法人の理事長に集中し、地
方公共団体とは独立してこの権限を行使する。

理事長（地独法12条）
（設立団体の長による任命、解任）

（一般地方独立行政法人）
・非公務員
・役員の兼業（営利事業）禁止　（地独法55条）
・刑法その他の罰則の適用については公務に従
事する職員とみなす（地独法58条）。
・役員及び職員の守秘義務（地独法56条②）

（特定地方独立行政法人）
・公務員（地独法47条）
・役員の守秘義務（地独法50条）
・役員の政治運動の禁止（地独法50条②）
・役員の兼業禁止（地独法50条③）
※職員は地公法が適用
・職員の勤務時間等に係る規定を定め、設立団
体の長に届け出、公表（地独法52条①）。

決算

会計制度

監査
    ①監査人（監事）の
     監査
 ②会計監査人の監
査

地方公共団体の長の
関与

組織の長
  （選解任の形態）

職員の身分
  （労働関係）

任用
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地方公営企業

         一般型　　　　　　  公営企業型

地方独立行政法人

・団結権（地公労法５条）
・団体交渉権（協約締結権含む。ただし、企
業の管理運営に関する事項を除く。）（地公
労法７条）
・争議権なし（地公労法11条１号）
・労働委員会のあっせん、調停、仲裁の対
象（地公労法14条～17条）

・一部を除き地方公務員法上の服務規定
（職務専念義務、信用失墜行為の禁止、守
秘義務、営利企業等への従事制限等）
・指定職員は政治的行為の制限

（給与の基本原則：公企法38条②）
・その職務に必要とされる技能、職務遂行
の困難度等職務の内容と責任に応ずるも
の
・職務の発揮した能率を充分に考慮

(給与の決定原則：公企法38条③）
・生計費
・同一又は類似の職種の国及び地方公共
団体の職員並びに民間事業の従事者の給
与を考慮
・当該地方公営企業の経営の状況等を考
慮

（決定）給与の種類及び基準の条例制定
（公企法38条④）

・管理者が決定
・団体交渉の対象となり、労働協約を締結
できる

地方公務員共済組合法を適用 （一般地方独立行政法人）
団体職員として地方公務員共済組合法を適用

（特定地方独立行政法人）
地方公務員共済組合法を適用

（特定地方独立行政法人）
・一部を除き地方公務員法上の服務規定（職務
専念義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、営
利企業等への従事制限等）
・指定職員は政治的行為の制限

（一般地方独立行政法人）
・労働三権有り
・労働委員会のあっせん、調停、仲裁の対象
　
（特定地方独立行政法人）
・団結権有り
・団体交渉権有り
・争議権なし

（一般地方独立行政法人）
①役員：特定独法と同じ（地独法56条）。
②職員（地独法57条）
・その職員の勤務成績を考慮
・一般独法は、給与等の支給基準を定め、設立
団体の長に届け出、公表。
③給与の決定原則（地独法57条③）
・一般独法の業務の実績を考慮し、かつ、社会
一般の情勢に適合したものであること。

（特定地方独立行政法人）
①役員（地独法48条）
・報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮
されること。
・特定独法は、報酬等の支給基準（評価委員会
の審査あり。）を定め、設立団体の長に届け出、
公表。
②職員（地独法51条）
・その職務の内容と責任に応ずるもの。
・職員の発揮した能率を考慮
③給与の決定原則（地独法48条③、51条③）
・国及び地方公共団体の職員、他の特定独法、
民間事業の給与、当該特定独法の業務の実績
及び認可中期計画の人件費の見積りその他の
事情を考慮。

（一般地方独立行政法人）
・管理者が決定
・団体交渉の対象となり、労働協約を締結できる
（特定地方独立行政法人）
・規定を定め設立団体の長へ届出・公表

服務

共済関係

勤務時間等

労働基本権

職員の給与

5



地方公営企業

         一般型　　　　　　  公営企業型

地方独立行政法人

地方公務員災害補償法を適用

定員に含まれる

所得税 ×（非課税）
法人税 ×
印紙税 ×
登録免許税 ×
地価税 ×

消費
税

消費税 ○（課税対象）

法人住民税
（均等割）

×

法人事業税 ×
不動産所得
税

×

自動車税 ×
鉱区税 ×
市町村民税 ×
固定資産税 ×
軽自動車税 ×
特別土地保
有税

×

自動車取得
税

×

事業所税 ×
都市計画税 ×
水利地益
税、共同施
設税、宅地

×

消費
税

地方消費税
25％ ○

×
×
×

○

×
×
×

×

×

×
×
×

×
○

×

×

（一般地方独立行政法人）
定員に含まれない（そもそも地方公務員の身分
を有さない）

（特定地方独立行政法人）
定員に含まれない（ただし常勤職員の数を設立
団体に報告）

地方公務員災害補償法を適用

×

×
×

×

※税制については移行型独法を想定

災害補償

定員管理

国
税

地
方
税

所得
課税

資産
課税

所得
課税

資産
課税
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