
医療保護施設 総合病院 聖隷三方原病院 

 

2013年度は待望の形成外科が新設される。当面は 2名体制でのスタートとなるが、病院の規模

からは将来さらに増員が必要と考える。科の新設に伴い、今まで搬送せざるを得なかった広範囲

熱傷、顔面外傷などの救急部門からの症例に対して、他施設に負荷をかけずに治療が完結でき、

救命救急センターとしての質は向上する。救急以外にも、難治性の褥創や乳房再建、細い血管の

吻合など、彼らの活躍の場は幅広そうである。 

また、地域に必要であり中核となる医療機関が存在していなかった認知症の領域で、当院が認

知症疾患医療センターの指定を受ける予定となっている。基幹型のセンターとしては全国で 9 番

目の認可であり、もちろん静岡県では初めての指定となる。しかし、実際に機能するためには、

当院退院後の後方ベッド確保が絶対に必要であり、この地域における体制作りが急務である。連

携する医療機関や行政とも協力し、早急にシステムを作り上げたい。 

認知症と共に精神科病棟のベッドを使用する事業として、2012 年度末に C5 病棟を全面改修し

た。個室の占める割合を多くして、全県下を対象に精神科身体合併症対応施設としてより効率的

に活用できるようにした。 

このように当院精神科には、精神科救急も含めて地域より求められているものが多大で、今回

のことでさらに負担が増加しそうである。これらの事業は精神科病棟を使用した事業であるが，

上手く運用するためには各診療科の支援が必要不可欠であり、病院全体での事業と捉え取り組む

つもりである。 

2012年度導入した内視鏡手術支援ロボットを用いた手術は、保険診療の認められた前立腺全摘

術に限られていた。2013年度は他の診療科も含め、自由診療下でも行えるよう適応を拡大したい。

保険では認められていない分野でも、この治療により恩恵を受ける領域の手術には積極的に取り

組み、希望者への道を開きたい。そして、これら最新の医療を提供するためには、スタッフの質

向上も求められる。増員された研修医教育を含め、新しい医療には吸収能力の高い若いスタッフ

の育成が欠かせない。次世代を担う医療者の育成と、彼らが長く勤められる環境の整備には今ま

で同様に積極的に取り組みたい。 

 

【理念】 

キリスト教精神に基づく「隣人愛」 

  

【経営方針】 

この地域にしっかりと根ざし、住民に信頼される病院づくり 

 

【中期的な目標】    

１．安全で、質の高い医療の提供 

２．次世代を担う人材育成と働く支援 

３．地域における多施設連携の取り組み 

４．地域に望まれる病院環境の整備と社会貢献 



５．安定した経営基盤の確保 

 

【事業・運営計画】

１ 安全で、質の高い医療の提供  

(ア)安全な医療の提供 

  ①医療安全管理体制の評価と充実 

  ②感染管理体制の評価と充実 

  ③安全で効率的な集中治療病床の運用 

(イ)質の高い医療の提供 

  ①各部門の専門特化した医療体制の確立   

  ②外来・画像診断部門の再構築         

  ③内視鏡手術支援ロボットの効果的活用 

  ④新設形成外科と各診療科との連携 

(ウ)情報公開と患者参加型医療の実践 

  ①終末期を向かえる患者へのインフォームド・コンセント  

２ 次世代を担う人材育成と働く支援 

(ア)職員教育の充実 

  ①指導者育成の推進  

  ②医療人としての卒後教育の充実 

  ③ＯＪＴの強力な推進 

  ④卒後臨床研修評価の受審（認定更新） 

(イ)ワーク・ライフ・バランスが実現出来る職場環境づくり 

  ①労働環境の改善 

  ②メンタルヘルスへの取り組み 

  ③職員への育児・介護支援 

  ④職員駐車場の検討 

(ウ)医師および看護師の人材確保と定着 

  ①臨床研修センターの運営の充実 

  ②臨床研究支援の検討と構築 

３ 地域における多施設連携の取り組み 

(ア)地域における多施設連携の推進 

  ①福祉・介護施設との連携推進 

  ②精神科救急医療基幹病院としての体制充実 

  ③精神科身体合併症ユニットの効率的運用 

  ④聖隷おおぞら療育センターの充実 

(イ)認知症疾患医療センターの体制整備 

①他医療機関との連携システムの確立 

②地域包括支援センターとの連携 

③相談支援体制の構築 

④院内診療体制の整備 

(ウ)救命救急センターの体制充実 

  ①より重症な救急患者の受け入れ体制の構築 

  ②広範囲熱傷患者の受け入れ体制の構築 

  ③ドクターヘリ運用の再検討 

(エ)地域がん診療連携拠点病院の体制充実 

  ①浜松がんサポートセンターの継続的運営 

  ②五大がん地域連携クリティカルパスの活用推進  

(オ)地域医療支援病院の体制充実              

  ①病診・病病連携の強化 

  ②地域連携クリティカルパスの推進          



 (カ)災害拠点病院としての体制充実 

  ①大規模災害に向けた体制整備 

４ 地域に望まれる病院環境の整備と社会貢献 

(ア)利用者サービスの向上 

  ①駐車場の検討 

  ②クレジットカード支払いなど利便性の追求 

  ③院内セキュリティの検討 

(イ)省エネ活動の継続 

  ①省エネ活動の継続 

  ②ＥＳＣＯ事業の検証 

(ウ)病院ボランティアの組織づくり 

(エ)土地建物利用の総合的見直し 

(オ)障害者雇用の促進 

(カ)医療保護施設としての使命の再認識 

５ 安定した経営基盤の確保 

(ア)コンプライアンスに基づく業務改善の推進 

  ①アウトソーシングの質の確保 

  ②委員会・運営会議の運用再検討 

(イ)コストパフォーマンスの向上 

  ①人的資源の有効活用 

  ②費用対効果を見据えた材料等の見直し 

  ③職員の経営参画意識の向上 

  ④成果計算の精度向上と有効活用 

  ⑤2014年度診療報酬改定の取り組み 

 

【数値指標】 
 

総 収 益 20,201百万円 職 員 数 1,443人 

外来患者数  1,100人 外 来 単 価 13,700円 

入院患者数 
全体 648人 

＜一般 562人・精神 80人・結核 6人＞ 

入院単価 
全体 59,950円  

＜一般 65,060円・精神 25,000円・結核 35,000円＞ 

病床利用率 全体 84.8%＜一般 87.8%・精神 76.9%・結核 30.0%＞ 

紹介率 60％  逆紹介率 100％  

 

 

《医療保護施設・無料低額事業》 

 当院は、医療を必要とする要保護者に対して医療の給付を行うことを目的とする施設であり、

また、経済的理由により適切な医療を受けられない人に対し、無料または低額で診療をおこなう

事業を展開している施設でもある。2013年度も引き続きこのような方々に対して、積極的に手を

差し延べ相談に乗り、必要な医療を受けやすい環境を整えていく。 

 

 

入院患者数 ７２５人 外来患者数 １，４８０人 

入院単 価 ４２，５００円 外来単 価 ９，７５０円 

職 員 数 １，２５０人 病床利用率 ９４．２％ 

入院患者数 ７２５人 外来患者数 １，４８０人 

入院単 価 ４２，５００円 外来単 価 ９，７５０円 

職 員 数 １，２５０人 病床利用率 ９４．２％ 



《助産施設 聖隷三方原病院併設助産所》 

助産事業は、シングルマザー等への経済的、精神的援助という観点においても意義のある制度

である。2013年度も引き続き「みどりの通信」「院外ホームページ等」による地域への広報を図

り、当制度対象者の利用しやすい環境を整えていく。 

 



総合病院 聖隷三方原病院 聖隷おおぞら療育センター 

 

《聖隷おおぞら療育センター(医療型障害児入所施設／療養介護（重症心身障害児施設）・ 

短期入所(ショートステイ))》  

 2013 年度は、施設サービスの質の管理に重点を置き、利用者に提供する日常活動やケア

内容をより質の高いものとするため、職員の教育に力を入れて取り組んでいく。また、1 号

館の一部居室の改修と非常用電源の拡充といった 1 号館改修計画案の作成を開始し、当施

設に求められている医療的ケアを必要とする方の受け入れが万全の態勢でできるように準

備をする。ショートステイの受け入れ体制を充実させ、より安全で使いやすいサービスと

して質の確保に努め、在宅の重症心身障害児者が安心して生活を継続できるように支援し

ていく。 

 

《あさひ(生活介護)》  

利用者の重度化により医療的ケアの必要度が高まり、高度な看護・介護技術が必要とな

っている。また、生活支援の質をさらに高めるため、職員体制の充実や職員教育を行って

いく。在宅重症心身障害者の生活を支える重要な役割を果たしていくために、安定的な経

営を目指していく。 

 

《児童発達支援センターひかりの子(児童発達支援・放課後等デイサービス)》 

児童発達支援センターとして 2 年目となる 2013 年度は、在宅の重症心身障害児を支える

事業として児童発達支援事業が地域の重要な役割を担っていることを再確認し、提供する

サービスの質の向上に努めていく。そして、新たな事業として、放課後等デイサービス事

業を開始する。特別支援学校に通う医療的ケアの必要な重症心身障害児が放課後や休日に

利用できるこのサービスは、在宅重症心身障害児の支援の大きな柱である。特別支援学校

や行政機関との連携を行うとともに、サービスの質の確保・充実に努め、安定的な経営を

行っていく。 

また、2014 年 4 月からの障害児相談支援事業や保育所等訪問支援事業の実施を目途に、

具体的な計画案の作成を開始する。 

 

【経営方針】  

聖隷おおぞら療育センターは、施設利用者に対し、障害に即した医療を提供するととも

に、個の尊厳を護り、質の高い生活を提供します。  

 

【事業・運営計画】  

１ 安全で質の高い障害児者支援の実践  

２ 全診療科協力のもとでの専門医療の提供  



３ ショートステイの安全で安定的な運営 

４ 職員教育の充実 

５ 業務改革の更なる推進 

 

 

 

【数値指標】 

 入所 短期入所 ひかりの子 あさひ 

総収益 1,941 百万円  146 百万円

  

85 百万円 99 百万円  

職員数 190 人 9 人 15 人 

入院患者・利用者数 125 人  16 人   － 

入院単価（医療） 31,000 円  －  － 

外来患者・利用者数 50 人  － 22 人 28 人 

外来単価（医療） 5,400 円  －  － 

単価（福祉） 8,908 円  23,578 円  14,980 円 14,070 円 

 

 



聖隷三方原病院併設 介護老人保健施設 三方原ベテルホーム 

 

介護報酬改定があった 2012 年度は、介護老人保健施設としての役割がより明確になり、今まで

の方向性が再確認できた年となった。しかし、地域周辺施設の増床に伴う影響が大きく、年間を通

しての利用者数は伸び悩んだ。 

2013 年度は地域に根ざした施設を意識し、従来の在宅復帰支援とその後の在宅生活を多方面か

ら支援できる体制づくりを強化していく。ご利用者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる

ために、多職種を活かした多機能性を発揮しながら、在宅サービスの機能強化を図り、地域が必要

とする良質なサービスの提供に努める。地域の医療機関をはじめ各関連機関とのネットワークづく

りにも取り組み、この地域における老健施設としての役割を果たしていきたい。 

人材育成においては、聖隷理念の浸透を図るとともに、ケアの質の向上を目指す。終末期の緩和

ケア、認知症ケア、口腔ケアなどの専門性を高めることに比重を置く。利用者に快適な空間を提供

するために、地域ニーズを考慮し、今後の老人保健施設の方向性に沿った大規模改修を計画的に 

進めていきたい。 

 

【施設理念】 

介護老人保健施設「三方原ベテルホーム」は、聖隷精神（隣人愛）に則って運営される地域社

会の中の一施設である。保健・医療・福祉の総合性を大切にするとともに、そのなかで個性あ

る役割を担っていくものである。 

 

【経営方針】 

１． 利用者の「生きよう」という意欲を育む  

２． それぞれの持てる能力を活かした自立を目指す 

３． 個人として尊重され、快適に生活できる場を提供する 

 ～中期目標～ 

介護老人保健施設（在宅復帰施設及び中間施設）としての独自性（※）を目指す。 

  ※利用者個々のリハビリテーションに力を入れ、生活に即したリハビリテーションを推進し、

機能維持・改善を目指して地域における在宅生活を支援する。 

 

【事業・運営計画】 

１．在宅復帰・在宅生活支援施設としての機能・質の向上 

（ア）在宅復帰に向けた積極的なアプローチ、在宅復帰率の維持 

（イ）各職種間の連携を強化し、チームケアの推進 

（ウ）サービスの複合利用による在宅生活支援 

（エ）リハビリテーション機能の充実「通所リハビリテーション」 

 

 

 



２．安定した経営基盤の確立 

（ア）年間を通して安定した利用率の維持 

（イ）地域ニーズに根ざした在宅サービス体制の構築 

（ウ）職員一人ひとりが常にコスト意識を持つ 

３．次世代を担う人材育成と働く支援 

（ア）「聖隷理念」「施設理念」の浸透と「経営方針」の理解と実施 

（イ）個々の職員の問題発見・問題解決能力アップ 

（ウ）専門的な人材を育む「認知症ケア」「ターミナルケア」「口腔ケア」 

（エ）健康で働きやすい職場労働環境づくり 

（オ）EPAに基づくフィリピン介護士の受入れ、障害者雇用の促進 

４．リスクマネージメントを強化し安全なケアの提供 

（ア）安全管理体制に向けた個々の職員教育 

 （イ）根拠に基づいた感染管理の充実と徹底 

 （ウ）コンプライアンスの意識向上 

 （エ）防災・防犯に対する取り組み強化 

５．地域社会に期待される施設づくり 

（ア）近隣施設及び医療機関と連携し、在宅生活支援施設としての機能強化 

（イ）地域住民及び家族に対する支援強化（緊急受入れ、終末期への支援） 

（ウ）事業部内外との情報、人材ネットワーク活用推進 

（エ）学生の実習、体験学習の受け入れ協力 

（オ）地域ニーズを考慮した大規模改修の具現化 

 

 

≪無料又は低額介護老人保健施設利用事業≫ 

 当施設は、経済的理由により適切な介護を受けられない人に対し、無料または低額でケアを行

う事業を展開している施設である。2013年度も引き続きこのような方々に対して、積極的に手を

差し延べ相談に乗り、必要な介護を受けやすい環境を整えていく。 

 

 

【数値指標】 

入所（短期入所含む） 利用者数 ： 128人（入所 122人、短期入所 6人）  

単 価  ： 12,880円 

通所リハビリ     利用者数 ： 32人（介護保険 29人、介護予防 3人）   

単 価  ： 11,170円 

総収益  ：     734,000千円 職員数  ：   92人（常勤換算） 
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総合病院 聖隷浜松病院 

 

【病院使命】“人々の快適な暮らしに貢献するために最適な医療を提供します” 

【病院理念】“私たちは利用してくださる方ひとりひとりのために最善を尽くすことに誇りをもつ” 

【経営方針 2015】私たちは利用者にとっての価値を追求し続ける病院を目指します 

     ■望まれる良質な医療を提供します ■地域社会とのつながりを大切にします 

     ■良い医療人を育てます ■働きやすい環境を作ります ■健全な経営を継続します 

 

○2012年度を振り返って 

2012 年度は「Challenge 国際基準の医療と看護に挑戦」をモットーに JCI 認証獲得へのチャ

レンジを進めた。5 月のモックサーベイ（模擬審査）、7 月のフォーカスサーベイ(追加模擬審査)

を受審して準備を進めてきた。その間 6 月には日本医療機能評価機構の Ver.6 の受審もした。  

JCIの本審査は 11月に受審をした。日本医療機能評価機構の評価は、病院の設備や体制の整備な

ど構造的な部分を重視した評価であるが、JCI では質と安全を担保した医療サービスが標準的に

提供される仕組みを評価すると言える。結果として、高い評価で JCI認証を受けることができた。

病院としては日本で 5番目、関東圏以外では初の認証病院となった。 

職員にはたいへんな負担を強いた部分もあるが、自分達だけでは変えられなかったであろう部

分を思い切って改善することができ、従来からはかなり進んだ病院機能を獲得することができた

といえる。当院の医療が世界標準であることの証明ができ、職員の士気も大いに上がっている。

今後のマグネット認定取得に向けても弾みがついた。 

 

○新棟の運用開始 

さて、2013年度はプロジェクト・ネクサス（以下 PJ-NEXUS）の第 1期棟が 5月に引き渡しを受

け、いよいよ 6 月より使用が開始される。総合周産期母子医療センターや小児科、集中治療室な

どは新 C 棟に移り、待望していた療養環境が提供できるようになる。さらに、ハイブリッド手術

室、新 MRI など新たな診療機能を獲得してスタートを迎えることになる。まずはこれらの機能を

安全に移設し、円滑な運用開始を目指す。できるだけ早期に新Ｃ棟の最新機能を活かし、高付加

価値な医療を提供すべく努力する。 

 

○人材の確保 

病院事業において人員充足が成果を分けると言えるが、新 C 棟運用開始に伴い、看護師の確保

は緊急かつ最大の課題である。7:1 看護基準維持を絶対条件とし、さらには新 C 棟に集約する手

術室や ICU などの中央診療機能を充実させるべく、人材の確保を強力に推進する。同時に、人材

募集・定着のためには良好な労働環境の整備は欠かせないため、篁二会館改築計画を推進する。7

月にはひばり保育園の移転新築が完了し運用がスタートする。質の高い保育を提供し、職員が自

慢できるような院内保育施設の充実を図る。 

また若い世代にのびのびと働いてもらえる良好な職場環境を整備し、組織の活性化と次世代体

制作りを進めていく。 
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○経営的な課題 

PJ-NEXUSは順調に進捗しているが、2013年から建築工事関連の資金負担がこれまでよりも大き

くなる計画である。これらの負担をしつつ利益増加を図るのは極めて困難な状況である。6 月の

新棟開設時点では特定病床の増設や新たな施設基準の取得が図れるわけではない。さらには基準

維持のための看護師、薬剤師、ヘルパーなどの増員、動線の複雑化に対応する補助人員の増員も

必要である。しかしながら戦略的な人員増により将来の高機能化に対応する準備は確実に活気を

帯びる。また新築効果による分娩数の増加やハイブリッド手術室の稼働が増収の材料となりえる

と考えており、早期の運用開始に努力する。 

また、2014年の診療報酬改定に向けて DPCのⅡ群要件を維持することが重要課題である。診療

密度、研修医数、高度な医療技術、重症度といった各基準すべてにおいて大学病院の最低値を上

回らなければならない。全国の大学病院や高度急性期病院がライバルであり、これらに負けない

人的・設備的投資をして最新の機能を維持していかなければ生き残れない時代になったと言える。

中医協の議論や政策の方向性を捉えつつ、例えばリニアックの増設など本体改築工事中であるタ

イミングを好機として体制整備を推進する。 

 

○2013年度は 

新Ｃ棟の運用が一部開始されるが PJ-NEXUSはまだ道半ばであり、今後も後半の工事が進捗して

いく。病院機能が十分に発揮しにくく、経営的にも厳しい環境といえる。しかしながら高度急性

期病院として生き残っていくためにも歩みを止めず、さらなる向上を目指していく。新築工事に

よるハードの充実と共に JCI 認証取得の経験を病院文化として継承することで、設備も運用も我

が国トップレベルの病院として有り続けたい。そのためには一部署内での問題解決でなく、地域、

各部署、各職員間の「連携」をより強化し、互いが協力して相乗効果を発揮する体制構築にのぞ

みたい。 

 

○BSC戦略マップストーリー 

当院が今後も地域の医療を守る役割を果たすには高度医療、急性期医療、そしてがん治療を柱

に伸ばして行きたいと考えている。PJ-NEXUSが進む中、2013年度は BSCの項目を絞り込み、以下

の事業戦略に基づいた運営を進めていく。 

2013年度の最上位目標として、当院の利用者である患者(家族)、連携医療機関、職員いずれも

が、当院への満足度を上げる。当院が選ばれる医療機関であることを証明し、地域に貢献できて

いることを確認する。 

利用者満足度向上を実現するために、『PJ-NEXUSの安全遂行・病院機能維持』『高度急性期医療

の充実』『安全と質の確保』を進める。まずは 6月の新棟運用開始に向けて安全な移転と機能の維

持に務めなければならない。新棟の機能も利用して高度急性期医療を推進すると共に職種横断的

な集学的がん治療センター体制の設置を検討、整備して行く。 

また、高度急性期病院として DPCⅡ群要件の維持は必須と考えており、各指数の向上に努力す

る。JCI の経験をもとに医療安全にはより力を入れていく。専属的に医療の質の向上に関わる専

門部署を設け、文書管理や医療の質の評価、マグネット認定に向けて取り組む。 
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 価値提供行動を実行するためには、まずは『明日をになう人材確保』が緊急の課題である。特

に看護師の確保は病院の質を左右する重要な要素となっているので全病院をあげて募集に努める。

一方で人材育成の仕組みの充実をはかり、中長期的に組織の発展を維持する人員体制の構築も進

めなければならない。さらには優良な人材の募集・定着には『働きやすい職場環境整備』を同時

に進める必要がある。若い世代がのびのびと働ける環境を作るために、設備、制度面の整備だけ

でなく風通しの良い職場風土を作って行かなければならない。 

以上の取り組みにより確実な予算達成を目指すと同時に、適切な投資を行うことで事業戦略を

完遂する。 

 

【事業・運営計画】 

『連携』(BSCマップ/KPI) 

『利用者価値』の視点（患者様・連携先医療機関・職員の満足のために） 

１ 利用者満足度の向上 

(ア) 患者満足の向上 

①病院への満足度 入院 55％外来 45％、②家族や知人に勧めたい 入院 85％外来 80％ 

③入院プライバシー評価 5・偏差値 50、④外来：待ち時間のねぎらい評価 50％ 

(イ) 職員満足の向上 

①病院への満足度 60％、②技能向上感 70％、③回答回収率 90％ 

(ウ) 病診連携の推進 

①診療所向けアンケート調査年 2回、②紹介患者 3,150件/月紹介患者入院率 28％ 

③地域医療施設と情報交換会実施 8回以上 

 

『価値提供行動』の視点（病院機能・質の向上のために）  

１ PJ-NEXUSの安全な遂行・病院機能の医事 

(ア) 患者動線及び安全の確保 

①引越および引越後動線における 3b以上の IAレポート 0件 

②引越し部署（病棟：入院患者数、放射線部・カテーテル室：検査件数）の 

上半期前年対比 100％以上 

 

２ 高度急性期医療の充実 

(ア) 手術稼働の質的向上 

ハイブリッド手術室 7月運用開始と増室による手術件数の増加 

①件数を年間 10,000件②手術単価を 2%UP（44,430→45,320） 

③手術開始時間：8時 30分開始 2室以上④麻酔管理料の算定を前年度より 10％UP 

 

(イ) 重篤救急患者受入体制の強化 

①重篤患者入院件数 100件/月以上、②ER全体に占める重篤患者入院率 6％以上 
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(ウ) 特定入院料病床の適正活用 

①ICU算定率 80％以上（てんかん患者除く）、②NICU算定率 75％以上 

 

(エ) がん診療機能の充実 

①がん診療総合センター（仮称）のプロジェクト立ち上げ 

②化学療法チームラウンドの開始 

 

(オ) DPCⅡ群要件の維持 

①診療密度 2550、②手術 1件当たり外保連手術指数 15.6、 

③DPC算定病床当たりの外保連指数 250、④重症患者に対する診療の実施 0.17 

 

４ 安全と質の確保 

(ア) 安全管理・感染管理の徹底 

①医療安全研修会の参加率合計 100％、②ＲＲＳコール 12件、 

③5S活動の継続・院内巡視 10回以上 

④手指衛生の実施率 100％、⑤ＭＲＳＡ新規検出数 10％減 

(イ) ＪＣＩ課題解決 

Not Met2項目、Partially Met23項目の改善を完了 

 

(ウ) マグネット認証への準備推進 

①看護師満足調査において『病院全体の業務における看護師の関わり』2.9以上 

 『看護管理者の力量・リーダーシップ・看護師への支援』3.01以上 

②患者満足度調査『看護師は私の痛み、不快感、恥ずかしさ、不安に配慮して処置を

した』4.65以上 

③看護質指標において NDNQI参加全病院の平均以上の値を示す 

 

 

『成長・学習』の視点（人材確保・成長のために/経営の効率化の為に） 

１  働きやすい職場環境整備 

(ア) 職場環境の改善 

     ①職員満足度調査「職場の人間関係に満足している」設問 

まったくそうだ／ややそうだの占める割合 65％ 

②セクハラパワハラに関する部門別研修会実施（新人・初期研修医受講率 100％） 

(イ) 労働環境の改善 

     ①年間有休取得平均 12.0日以上の職場 100％ 

②残業時間の削減に対する指標：対前年比 5%削減 

③診療部の当直環境の見直し（当直料の見直し・仮眠室などの環境整備） 

④既存棟の老朽化した備品交換などの職場環境改善及び A・B棟改修調査の実施 
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２  明日を担う人材の確保 

(ア) 医師の採用 

①救急科医 3 名、②麻酔科医 1名、③放射線科医 1名、④腫瘍内科医 1名、 

⑤感染医１名、⑥血液内科 1名、⑦脳血管内治療医 1名、⑧腎臓内科医 1名 

(イ) 看護師の採用 

①新卒看護師 100名・助産師 10名 ②中途 30名 ③看護定着率 93％ 

(ウ) 人材育成の強化 

①全職員必修研修の平均受講率 80％ 

②職員満足度調査「自己成長の機会がある」70％、「研修機会がある」60％ 

 

『財務』の視点（経営・運営の安定化のために） 

１ 2013年度予算の達成 

 収益管理 

   ①医業収益 258億円 

   ②入院単価：70,100円 

   ③入院患者数：697人・病床稼働率：93.7％ 

 費用管理 

   ①材料費医収比：21.4%以下 

    【診療材料：10.6%以下・医薬品：10.2%以下】 

   ②給与費医収比：52.6%以下 

 経常利益 

   ①9億 7千万円 

 

【数値指標】 

総 収 益     27,241百万円 職 員 数 1,708名 

入 院 単 価 70,100円 入院患者数 697名 病 床 利 用 率 93.7％ 

外 来 単 価 14,100円 外来患者数 1,600名 平均在院日数 11.8日 

紹 介 率 75％ 逆 紹 介 率 90％ 

 

 

 

聖隷浜松病院併設助産所 

 2012年度は 12月までに 12名（延べ日数 74日）の方の利用があった。利用件数は前年比 137.0%

と大きく増加している。2011 年 10 月より運用開始した院内助産システム本格稼働により、社会

的経済的に困難を抱えた妊産婦の方々にも受入窓口を開き、受け入れ態勢を強化した結果と考え

られる。2013年度も引続き受入体制の確保を図っていく。 



聖隷淡路病院 

 

2012年度は聖隷淡路病院移転・新築計画の着実な準備及び地域に密着した医療を提供する拠点

病院として、利用者の方々から信頼される病院作りを念頭に事業を進めてきた。11月には新築工

事の起工式が行われ、淡路市長をはじめ自治会等、多くの方々にご参加頂き、「地域の皆様から

期待され働く職員にとって夢・希望が持てる病院」を基本コンセプトとした新病院作りがスター

トした。また、地域のニーズに応える為、淡路市内では 20年ぶりとなる産婦人科が開設され妊

婦診断や妊婦検診、産婦人科手術が開始された。8月より皮膚科診療も開始され、地域住民の要

望に沿った医療が実践された。 

2013年度は、現病院としての最後の事業年度となる。引き続き、患者本位の信頼される医療サ

ービスを提供すると共に新病院への移転準備を着実に行う。新病院は在宅福祉との連携を更に密

接にして利用者にとってシームレスな運用が出来るよう、職員の叡智で万全に準備をすすめる。

経営改善にも積極的に取り組み、病院が目指す医療と融合出来るよう努力していく。人材の採

用・育成においては、淡路の特徴を生かし、聖隷関西地区及び浜松地区と有機的な採用・育成プ

ログラムを検討したい。ついては、以下に示した事業・運営計画に全職員がひとつとなって取り

組んでいく。 

 

【施設理念】 

  『聖隷精神（隣人愛）を継承し、地域に根ざした医療・福祉に貢献する』 

 

【経営方針】 

 １. 保健・医療・福祉の連携により地域のニーズに対応し、住民の健康と生命を守る 

 ２. 職員の資質と組織力の向上に努め、安全で質の高い医療サービスを提供する 

 ３. 新病院移転・新築計画を推進する 

 ４. 健全な経営基盤を確立する 

 ５. 自然環境に配慮した運営を進める 

 

【事業・運営計画】 

１.地域ニーズに対応した総合的な保健・医療・福祉サービスの提供 

（ア）聖隷淡路地区施設との連携を強化した一体的な事業展開 

（イ）地域医療連携の推進 

  （ウ）診療機能の充実 

（エ）地域住民の健康診断受診率向上 

２．新病院移転・新築計画の着実な準備 

（ア） 医師・看護師の人材確保 

（イ） 新病院に合った業務運用の構築 

（ウ） 特徴ある病院作り 

（エ） 計画的な備品整備 



（オ） 利用者に不便を掛けない病院移転 

３．安全な医療サービスの提供と人材育成の推進 

  （ア）安心・安全な医療の提供 

① 医療事故防止と感染予防対策の徹底 

②  各職種の専門性向上と診療支援体制の強化 

（イ）人材育成の推進 

①  理念教育の推進 

②  役職者の質向上と育成 

③  教育研修計画の整備と教育体制の充実 

（ウ）地域医療人の育成と地域雇用の推進 

① 教育機関からの実習受入体制充実 

②  地域雇用の推進 

４．利用者の満足度向上 

（ア）患者満足度の調査と改善活動の実施 

（イ）働きやすい職場環境作り 

５．コンプライアンス経営とエコロジーの取り組み 

（ア）コンプライアンス経営の実践 

（イ）公的事業への参画 

（ウ）省エネルギー活動への取り組み 

６．健全な経営基盤の確立 

（ア） 病床稼動率の向上と新病院を見据えた病床整備 

（イ） 人的資源の有効活用 

（ウ） 費用対効果の検証と材料等の見直し 

（エ） 職員の経営参画意識の向上 

（オ） 2013年度事業予算の達成 

 

【数値指標】 

 

 

《無料又は低額診療事業》 

無料又は低額診療事業を行う施設の使命感を持ち、生活困難者の受入を継続する 

総 収 益 1,429百万円 職 員 数 144名 

外来患者数 100人/日 外 来 単 価 8,900円 紹 介 率 25.0％ 

入院患者数 120人/日 入 院 単 価 25,000円 病床利用率 92.3％ 

再掲（一般） 75人/日 単価 28,500円 病床利用率 93.8％ 

（療養） 45人/日 単価 17,600円 病床利用率 90.0％ 



聖隷横浜病院 

 

2013 年 3 月 1 日に開院 10 周年を迎えた。開院以来「地域住民のために急性期を中心とした医

療サービスを提供し、地域に貢献する」ことを方針とし、特に救急医療体制の整備に注力した結

果、横浜市の二次救急拠点病院に認可されるなど地域から信頼される評価を受けることができた。 

10年目の節目にあたって、あらためて地域内の医療連携を強化するために登録医（サポートド

クター）制度を新設し、2013年度に本格的な運用スタートとなるべく準備を行った。またオーダ

リングシステムの更新により、一層の業務効率化を図ることができた。 

診療体制においては脳卒中科を新設し診療機能を充実させたほか、消化器内科の診療体制を強

化するために外来と内視鏡センターの一体運用を行い、内視鏡検査の件数増に繋げることができ

た。2013年 2月に卒後臨床研修領域での機能評価、2013年内には医療機能評価そのものの更新を

迎える。また産科領域では「赤ちゃんにやさしい病院（BFH）」の認定審査を受審する。 

2012 年度後半に立ち上げた新病院建築プロジェクト（SYP11）においては、単に老朽化した建

物の更新だけでなく、地域の中核的な医療施設として診療機能を強化することを目的として計画

の検討を行った。職員の関心も高まり、新病院への期待が大きくなる中、2013年度は事業承認を

受けた後に計画そのものの着実な進展を図りたい。 

経営基盤を確立するために、年度を通じて入院患者を安定的な受け入れ、予算達成を目指す。

そのために必要な外来患者数を確保するが、特に紹介による患者数増を目指していく。DPC 請求

の定着やクリニカルパスの浸透により、平均在院日数の短縮が顕著であるが、今一度、患者の状

況に応じた適正な在院日数での入院管理を行っていく。また社会福祉法人が設置する病院として

福祉医療を担う立場から、無料定額診療事業への取り組みを強化していく。 

当院の取り組みとして多方面から評価されている医師のジョブシェア制度や看護のワークシェ

アなど、職員一人ひとりが活き活きと働き続けるためのシステムづくりを継続し、「ひとづくり」

に努めていきたい。 

 

【病院理念】  

「私たちは、隣人愛の精神のもと、安全で良質な医療を提供し、地域に貢献し続けます」 

【経営方針】  

  地域住民のために急性期を中心とした医療サービスを提供し、地域医療に貢献する 

１.安全で質の高い医療の提供  ２.利用者の立場に立った医療の提供と地域連携の推進 

  ３.人材確保・育成   ４.職員が働きやすい環境づくり   ５.経営基盤の確立 

【事業・運営計画】 

１． 安全で質の高い医療を効率的に提供する 

（ア）質の高い医療の提供 

    ① 救急受入体制の充実    ②手術室の効率運用による稼働率の向上 

③ クリニカルパスの適正化 

（イ）安全な医療の提供 

① 安全管理体制の充実    ②院内感染対策の徹底及び推進 



    ③ 防災活動の充実と災害時事業継続体制の検討 

（ウ）チーム医療体制の推進 

（エ）病院機能評価の認定更新と「赤ちゃんにやさしい病院（ＢＦＨ）」の認定取得 

（オ）新病院建築計画（SYP11）の実行 

 

２． 利用者の立場に立った医療を提供し、地域連携の推進を図る 

（ア）病院情報発信力の強化 

（イ）地域連携 MAPの利用によるサポートドクター制度の導入と拡大 

（ウ）オンラインによる地域開放型の検査予約の推進 

（エ）相談業務を包括した地域医療連携体制の構築 

（オ）関東地区諸施設との連携強化による総合化力の発揮 

（カ）ボランティア活動の充実 

 

３． 人材を確保、育成する 

(ア) 機能向上のための人材確保と定着 

(イ) 臨床研修病院としての機能充実 

（ウ）誇りを持って医療を提供できる人材の育成 

（エ）接遇意識の向上 

 

４． 職員が働きやすい環境を整える 

（ア）院内保育所の充実 

 （イ）職員が活き活きと働き続けられる働き方の実践 

（ウ）職員のメンタルへルスを含む健康管理の推進 

（エ）診療支援業務の強化 

 

５．長期安定的に発展するために経営基盤を確立する 

 （ア）病床利用率の向上 

（イ）職員の経営参画意識の向上 

（ウ）診療データに基づいた経営分析 

（エ）省エネルギー活動の継続的な取り組みと費用対効果を見据えた経費の見直し 

 

【数値指標】 

総収益 6,298,530千円 職員数      517名 

外来患者数 629名 外来単価 10,700円 平均在院日数   13.6日 

入院患者数 236名 入院単価 47,600円 病床稼働率 78.7％ 

紹介率 50％ 逆紹介率 80％ 

 

《無料又は低額診療事業》 

無料又は低額診療事業を行う施設の使命感を持ち、10％以上の生活困難者の受け入れを継続する。 



聖隷佐倉市民病院 

 

2012 年度は院長が交代し新体制となった。「顔の見える病院」をテーマにかかげてスタートを

きり、市民公開講座の定期的開催、ホームページ上のブログ開始など情報発信を強化した。聖隷

グループの連携の観点では、医師派遣や関東地区のグループ施設の健康診断をほぼ請け負うなど

連携を深めた。また、日本医療機能評価機構による病院機能評価の更新認定を受けた。 

 2013年度は 2台目の MRIを稼働させ、第 3期工事（透析センター、健診センター、外来棟増築）

も着工し、患者、受診者様の増加に対応するハードの整備を進めていく。さらに、外来機能の充

実、病棟の再編成を検討するなどソフト面の充実に努め、許可病床の 400 床稼働に向けた基礎を

作る年としたい。また、クリニカルインディケーターの公開など広報機能も向上させたい。医師、

看護師をはじめ人材の確保については継続して尽力していきたい。 

【施設理念】 

キリスト教精神に基づく『隣人愛』に立ち、 

 患者本位のより良質な医療を求めて最善を尽くします 

【経営方針】 

１．隣人愛の精神の継承と実践   

２．安全かつ迅速で適切な医療・看護の提供 

３．地域医療との連携、地域住民参画の医療 

４．創造的な変革を通し、効率的で安定した健全経営を目指す  

５．働きがいのある職場づくり 

～中期的経営方針～  １．患者を笑顔にする安全で質の高い医療の提供 

２．働く人々も笑顔と感動を共感できる病院づくり 

３．安定した経営による早期 400床の実現 

              ４．地域の実情に即した新しい病院機能を検討する 

５．相互尊重に基づく、チーム医療を提供する 

６．将来を担う人材の確保と育成 

【事業・運営計画】 

１．患者の笑顔につなげる質の高い医療の提供 

（ア）患者に優しいサービスの提供 

①わかりやすい説明書式を用いて、実践する  ②暴力のリスクマネジメント 

③相手を尊重したコミュニケーションの推進 

（イ）クリニカルインディケーターによる質の評価 

（ウ）無料低額事業の維持 

２．職員が笑顔で働ける職場 

（ア）心の健康づくりとワークライフバランス 

①有給取得率の向上  ②ノー残業 DAYの推進  ③傷病欠勤率の低下を目指す 

（イ）相互に助け合う業務連携 

①医師補助業務の拡大 



３．400床実現に向けた安定経営の実現 

（ア）経営分析と情報発信体制の確立 

①クリニカルインディケーターの公開  ②市民公開講座の拡充 

（イ）増収対策と費用削減対策 

①部門横断的な費用減・増収対策プロジェクトの設置  ②７：１入院基本料の維持 

（ウ）第三期建築工事の推進 

①新棟および新設備のスムーズな運用準備 

４．地域のニーズにあった病院機能の充実（特色の鮮明化・差別化） 

（ア）がん医療の充実 

①放射線治療の病病・病診連携体制の強化  ②地域のがんの患者の手術件数の増加 

③緩和ケア病棟と緩和サポートチームの効果的な運用 

（イ）地域の期待に応じた健診機能の整備 

（ウ）地域連携機能の充実 

①事前予約制の導入検討 

（エ）高齢者対応体制・救急体制の検討 

①高齢者に対応できる治療プロトコルの検討  ②救急医療体制の充実に対する検討 

５．顔の見えるチーム医療の実現 

（ア）チーム医療の強化 

①専門的知識を生かした新たな役割分担と業務拡大 

６．人材の確保と育成 

（ア）医師・看護師・薬剤師・STの確保 

①計画的な人材確保の仕組み作り 

（イ）研修医受入体制の整備・充実 

（ウ）次世代リーダーの育成強化 

①次世代リーダーの育成 

【数値指標】 

総 収 益 7,655,100千円 職 員 数 526名 紹 介 率 50％ 

外来患者数 719名 外来単価 11,680円 逆 紹 介 率 100％ 

入院患者数 265名 入院単価 47,030円 病床稼動率 90.1％ 

検診受診者 57名 検診単価 27,760円 平均在院日数 16.5日 

《無料又は低額診療事業》 

無料または低額診療をおこなっている施設として 2013年度も使命感を持ち積極的に取り組む。 

 

訪問看護ステーション佐倉 

 2012年度は人員体制の強化を図り、安定稼働に向けた事業を展開した。2013年度は増え続ける

地域ニーズに応えるため、地域サービス機関との連携を強化し、サービスの質の向上を目指す。 

【数値指標】 

総 収 益 37,800千円 介護保険単価 8,200円 介護保険利用回数 3,480回 

職 員 数 3名 医療保険単価 12,000円 医療保険利用回数 720回 



浜松市リハビリテーション病院 

 

聖隷福祉事業団が浜松市リハビリテーション病院の指定管理者を受託して 6 年目を迎える。

2012年度も診療の充実と入院病床 180床の安定運用を第一に考え、浜松市内外より多くの患者を

受け入れた。診療機能では、ここ数年間整備を進めてきたスポーツ疾患の診療体制を更に高める

ために、「スポーツ医学センター」をオープンし、手術件数や外来患者数の大幅な増加に繋がった。

2011年度オープンした「えんげと声のセンター」も順調に推移しており、これらセンター機能の

充実は、患者サービスはもちろんのこと、職員のモチベーション向上にも大きく寄与している。

病院機能としては、5S 活動を導入し、第一段階である「整理」「整頓」が院内全体で徹底され、

職員の意識も高まってきた。そして、市民による市民の健康増進・介護予防を目的とした、市民

いきいきトレーナー養成事業は、各地域で普及活動に取り組まれる方を輩出する等、少しずつで

はあるが整備され、地域への貢献に繋がっている。 

2013年度は、2014年 4月の新病院開設に向けた重要な 1年となる。建築計画の確実な実施と安

全の確保とともに、増床を視野に入れた運営方法や人員体制の検討も早急に進めていかなければ

ならない。電子カルテの導入を含めた病院情報システムの更新も併せて検討していく。指定管理

者契約の更新については、中長期を見据え、事業団及び浜松市双方にとってより良い契約内容と

なるよう、具体化させることが必要となる。今後の指定管理による病院運営のノウハウを確立し

ていくことも考えていきたい。医療体制の充実については、各専門職からの積極的な診療への参

画、支援など、職員ひとり一人が自立し、また一体となって病院運営に取り組む姿勢を強化して

いきたい。引き続き担っている地域リハビリテーション広域支援センターとしての役割について

も、リハビリテーション従事者の育成や地域の医療機関と協働した情報発信など、これまでを振

り返り、改善していくことで、強力に進めていきたい。 

2013年度も職員の資質・技能の向上に努め、チームアプローチによる最良の医療を提供するこ

とにより、市民から選ばれる、そして信頼される病院となることを目指していきたい。 

 

【病院理念】 

私達は、地域に根ざし、利用してくださる方々の尊厳と生活の質を尊重した医療を提供します 

 

【経営方針】 

地域のニ－ズに即し、一人一人を大切にしたリハビリテ－ション医療を展開し市民に信頼され

る病院を目指す 

１．患者中心主義に基づく医療を展開する 

２．安全で科学的な論拠に基づく質の高い医療を提供する 

３．医療・福祉・介護分野との幅広い連携体制を構築する 

４．最良のチームアプローチによるリハビリテーション医療を提供する 

５．健全な経営基盤を確立する 

６．職員の資質・技能向上に努め、人材確保とその育成に努力する 



 

【事業・運営計画】 

１．安全で質の高い医療の提供 

(ア)リハビリテーション医療機能の充実  ①365日リハビリテーションの拡充 

         ②回復期リハ病棟入院料 1の取得 

(イ)医療安全管理体制の充実    ①医療事故、災害時対応体制の整備 

②5Ｓ活動の継続 

(ウ)医療提供体制の充実     ①えんげと声のセンターの充実 

②スポーツ医学センターの充実 

(エ)第三者評価受審に向けての準備 

２．チーム医療の充実と連携の強化 

(ア)職種間・職員間連携の強化   

(イ)関係機関との連携強化    ①関係機関との積極的な情報交換 

(ウ)地域リハビリテーション体制の支援  ①広域支援センター事業の計画と実施 

３．人材の育成と労働環境の整備 

(ア)必要な人材の確保と定着      ①医師／看護師／療法士の確保 

(イ)職員教育の充実    ①院内階層別研修の拡充 

(ウ)安心して働くことのできる職場環境の構築 ①セクハラ／パワハラ／院内暴力の根絶 

    ②ワークライフバランスの実現 

４．安定した経営基盤の確立 

(ア)許可病床 180床の安定稼動   ①効率的なベッド利用による稼働率の向上 

(イ)計画的な整備と確実な予算達成    ①経営支援指標の整備とタイムリーな報告 

５．利用者および地域への貢献 

(ア)利用者満足度の向上    ①接遇向上に向けた積極的な取組み 

(イ)市民いきいきトレーナー養成事業   ①トレーナーが活躍する機会の支援と創出 

(ウ)市民に選ばれる病院づくり   ①市民および地域ニーズの把握 

６．新病院開設に向けた取り組み 

(ア)新病院建設工事の確実な実施と安全の確保 

(イ)増床対応できる効率の良い運営方法の検討 ①電子カルテ導入の準備 

(ウ)2014年度以降の指定管理者契約の締結 

 

【数値指標】 

総収益 2,130,910千円 職員数 258名 

入院単価 29,950円 入院患者数 159人／日 病床利用率 88.3％ 

外来単価 7,600円 外来患者数 104人／日 平均在院日数 45日 

紹介率 30％ 逆紹介率 200％ 

 



  聖隷袋井市民病院 

 

袋井市立聖隷袋井市民病院は 2013年 5月新規開設され、指定管理者として聖隷福祉事業団が

病院運営を受託する予定である。病院開設の経緯としては、中東遠総合医療センター開設と、そ

れに伴う現袋井市民病院の閉院が大きな要因といえる。急性期医療は中東遠総合医療センターに

より充実が図られる反面、平均在院日数の短縮や病床数の減尐、及び袋井市内外来機能の縮小な

ど、袋井市民の医療需要に大きな影響が予想されている。 

聖隷袋井市民病院は、このような地域環境を鑑み、中東遠総合医療センターをはじめとする急

性期病院退院患者の受け皿としての機能、在宅復帰など地域診療所との連携機能などの、確保・

強化に努め、地域全体として切れ目のない医療の提供を目指し、急性期病院がその機能に特化で

きるような運営を行う方針である。 

また、療養期・回復期の医療機能を確保し、幅広いニーズに対応できる医療の提供を構想し、

増築改修計画を推し進める。将来的には、高齢者が安心して生活できるモデル事業として、病院

周辺に、保健・医療・介護・福祉のトータルサービスの一体的な展開を、袋井市と共同検討する。 

このように地域ニーズに即し、一人一人を大切にした医療を展開することで、地域住民からの

期待に対して、満足と信頼を得られる運営を目指していく。そのためにも、新規開設施設として、

病院の基本的な体制を固めることに重点を置きたい。 

 

【施設理念】 

『私たちは、患者と同じ視線を持ち、 

地域に信頼される病院を目指して歩み続けます』 

【経営方針】 

1. 地域ニーズに対応した安心・安全で質の高い医療サービスの提供 

2. 急性期病院との架け橋となる医療提供体制の構築 

3. 地域診療所と円滑な連携体制の構築 

4. 介護事業所との幅広い連携体制の構築 

5. 市民が受診しやすく健康指導につながる保健事業の導入 

6. 安定した経営基盤の確立 

7. 働きがいのある職場づくりと人材育成 

 

【事業・運営計画】 

1. 地域ニーズに対応した安心・安全で質の高い医療サービスの提供 

（ア） 新規開設病院として診療に関する運用の確立 

① 病院特性・病院規模に応じた診療範囲の確定 

② 診療環境の整備と人員確保 

③ リハビリテーション提供体制の構築 

（イ） 医療安全管理・院内感染防止などの管理体制の確立 



2. 急性期病院との架け橋となる医療提供体制の構築   

（ア） 急性期病院からの患者の円滑な受け入れ 

① 紹介入院の運用確立 

② 積極的な広報活動 

（イ） 救急的な医療必要時の急性期病院との連携体制構築 

（ウ） 急性期病院の補完的な外来機能の安定確保 

① 地域ニーズに応じた診療体制の確立 

② 急性期病院との外来連携体制構築 

 

3. 地域診療所と円滑な連携体制の構築 

（ア） 地域医療連携室の設置 

（イ） 在宅療養患者の後方病床として受け入れ運用の確立 

（ウ） 地域ニーズに応じた特色ある外来の確立 

 

4. 介護事業所との幅広い連携体制の構築 

（ア） 在宅復帰や療養施設への入所を支援し地域全体として切れ目のない医療の提供 

① 退院支援システムの確立 

② 介護事業所と積極的な情報交換を通じた地域ニーズの把握 

 

5. 市民が受診しやすく健康指導につながる保健事業の導入 

（ア） 保健事業部による検診車を活用した特定健診等の導入検討 

 

6. 安定した経営基盤の確立 

（ア）人材確保に向けた体制構築 

（イ）療養病棟の早期開設 

（ウ）経営指標の早期整備と活用 

 

7. 働きがいのある職場づくりと人材育成 

（ア）チーム医療の構築 

（イ）療養期・回復期等の医療を推進するための人材育成 

 

 

【数値指標】  

総 収 益 267百万円 職 員 数 48.2名 

外来患者数 49.8人/日 外 来 単 価 5,843円 紹 介 率 ％ 

入院患者数 30.6人/日 入 院 単 価 22,435円 病床利用率 61.2％ 



保健事業部 

保健事業を取り巻く環境や社会情勢はここ数年変化が著しく、少子高齢化や経済状況が厳しい

中、社会的にも健康への投資を控える傾向が強くなっていきている。 

2008 年度より医療費抑制策の一部として開始された特定健診制度（Ⅰ期）は 2012 年度で終了

し 2013年度より第Ⅱ期特定健診制度が始まる。Ⅰ期では健診実施が主目的であったがⅡ期では健

診・指導の効果を示すことが求められる。今年度は特定健診だけでなく人間ドックを含めた各種

健診の健診データの統計・分析部門を充実させ保健事業の効果の示す「見える化」を推進したい。 

今年度 8 月に聖隷浜松病院主催で開催される人間ドック学会学術学会のメインテーマとして

「トータルヘルスケアとしての人間ドック」を掲げた。生涯を通じた健康支援を関係諸団体等と

連携を強くして実施していきたい。その為には、利用者への健康情報発信ツール等の基盤整備に

よるポピュレーションアプローチの強化と疾病の早期発見、疾病の発生予防はもとより特に重症

化予防に向けてのハイリスクアプローチを強化したい。 

健康経営の実践として「スマートライフプロジェクト」や「がん健診アクションプラン」等を

各施設の衛生委員会との連携で継続拡大し、保健事業部として健康経営評価基準を達成しＥＳ、

ＣＳ、ＭＳの向上を推進し、「会社と社会を幸せにする健康経営」として個人、地域、他事業所、

団体等へ「健康の大切さの風土作り」を支援し、健診、健康教育、コンサルタント、相談等を職

員一同一丸となって提供していきたい。 

また聖隷のオンリーワンとしての「トータルヘルスケア」を聖隷事業団各施設との連携で地域

へ実践し、「健康で長生きすること」を提供していきたい。 

 

【事業部理念】 

わたしたちは、利用者の皆様と力を合わせて、お一人おひとりの健康の実現を支援します 

 

【事業部経営方針】 

 わたしたちは、聖隷精神「一人の人間の健康（命）を大切にする」ことを継承し、そのための

「保健医療活動」と「人材育成」に全力を注ぐ 

 

【事業・運営計画】 

１. 受診者様の目線に立った質の高いサービスの提供 

 （ア）高齢者・女性など利用者様のニーズにあった健診コース・オプションメニューの充実を

はかる 

（イ）事後フォロー体制を強化し、精密受診率の向上をはかる 

（ウ）ＣＳ向上のためのアンケート調査の継続と改善活動をおこなう 

（エ）利用者様の利便性を考慮したインターネット予約システムの検討をおこなう 

（オ）聖隷予防健診センターにて、ISO27001（ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム）

を取得する 

（カ）浜松地区の 2 センター（健康診断センター・予防検診センター）にてリアルタイムドッ

ク開始に向けた体制整備をおこなう 



（キ）保有健診データの管理・分析を推進し、精度管理の向上・学会発表・経営戦略等におい

て有効利用をする 

２． 経営基盤強化に向けた取り組み 

（ア）静岡地区再編後の実績評価と検証をおこなう 

（イ）保健事業部全体として人間ドックリピーター率 75％達成を目指す 

（ウ）医療機器、施設等の固定資産を有効活用し、エビデンスに基づいた新商品を開発する 

（エ）静岡県中部地区への出張健診事業進出に向けた基盤整備を開始する 

 

３． 人材の育成 

（ア）目標参画システムの積極的な活用により、自立した職員を育成する 

（イ）職場でのＯＪＴや継続教育研修、学会への積極的参加により専門性を高める 

（ウ）保健事業部版｢事務部キャリアラダー｣を作成する 

（エ）後期研修医受け入れ体制を強化し、養成を積極的に行う 

（オ）再雇用制度の有効活用を行う 

 

４． 健康経営の実践 

 （ア）Ｓ診断、ＥＳアンケート結果をフィードバックし職場環境の改善をはかる 

 （イ）「スマートライフプロジェクト」「がん検診アクション」を継続し、取り組み結果を外部

にも発信していく 

 （ウ）職員一人ひとりが働きやすく、魅力を感じる施設づくりを目指す 

 （エ）健康経営指標を明確にし、実績の評価と検証を行う 

 

５． 連携の強化 

 （ア）地域・企業・個人に対し積極的な情報発信を行う 

（イ）保健事業部各施設間の内部交流を積極的に行い、人・物・情報の有効活用をする 

（ウ）業務効率・精度管理の向上を目的とした、保健事業部読影センター構想の検討を開始す

る 

 （エ）聖隷佐倉市民病院健診センターの事業拡大に対する支援体制を検討する 

（オ）浜松地区の事業団施設と密接な連携をとり、連続したサービスを提供する 

 

【数値指標】 

1日ドック 宿泊ドック ＰＥＴ健診 一般健診 特定保健指導 

59,101名 700名 264名 325,922名 5,714名 

婦人科健診 特殊健診 外 来 合 計 医業収益 

74,491名 36,783名 38,620名 541,595名 7,013,380千円 

・職員数 581名 



聖隷健康診断センター 

  

超高齢社会の到来により、各健康保険組合の医療費負担が年々増大し、財政状況が悪化してい

る。そのため 2012年度は、保健事業費の削減、人間ドック補助額の減額など、保健事業部にとっ

ては大変厳しい経営環境の年であった。しかしながら、そういった状況の中、地元自治体に対す

る積極的なリーフレットの配布、補助を利用しない全額自己負担利用者様に対するＤＭなどを強

化した。その結果、浜松市健康診査ドック、特定健康診査を中心とした一般健診利用者の増加を

はかることができた。さらに需要の高い婦人科検診についても、午後枠の有効利用策をとりなが

ら利用者増をはかった。 

2013年度も引き続き厳しい社会情勢は継続するものの、人間ドック利用者数を増加させなけれ

ばならない。そのためには既存顧客の囲い込みが必須となる。それには、ＣＳの向上を図ること

は当然として、それ以外にもリピーター率向上のための施策を展開したい。 

 ＣＳ向上については、当センターの最大課題である「待ち時間対策」が急務である。次年度は、

職員一丸となってリアルタイムドック実現に向けて取り組んでいきたい。 

 

【事業・運営計画】 

１. 利用者様の目線に立った質の高いサービスの提供  

 （ア）待ち時間対策のための一部リアルタイムドックの実施と、完全リアルタイムドック開始

に向けた体制整備をする 

（イ）利用者様に満足いただける「おもてなし」ができるための接遇力の向上をはかる 

①年 1 回の接遇コンテストを実施する 

（ウ）利用者様のニーズにあった健診コース・オプションの充実をはかる 

 （エ）快適に受診いただくための環境整備と情報発信をする 

    ①案内図の充実をはかり利用者様が迷わない館内作りを目指す 

    ②コンシェルジュを配置し、利用者様が気軽に相談できる体制を整備する 

    ③当日のオプション空き状況を可視化する 

（オ）利用者様の利便性を考慮したインターネット予約システムの検討をする   

   

２. ターゲットを絞った経営基盤強化のための取り組み 

（ア）ドックリピーター率を向上させる（対前年 2％アップ） 

①リピーターにならない利用者様（特に 2 年目未受診様）へのアプローチとアンケート

調査を実施する 

②ＩＴ（ホームページ・ウーキングサイト等）を利用し、個人に向けた健康情報発信を

積極的に実施する 

（イ）二次精密受診率を向上させる（がん検診 対前年 1％アップ・生活習慣病健診 対前年 

    3％アップ・労災二次健診 対前年 5％アップ） 

   ①受診の必要性を積極的に啓蒙できる体制を構築する 

   ②発信型コールセンターを設置する 



（ウ）ＧＥＮＫＩの利用促進のための検討と方向性の検証をする 

（エ）ＢＣＰ（事業継続計画）を作成するとともに、危機管理体制の構築と整備をする 

 

３. 職場を活性化させるための人材育成 

（ア）目標参画システムを積極的に利用し、自立した職員を育成する 

（イ）OJT･OFFJTを実践し、経営を意識することができる中堅職員を育成する 

（ウ）保健事業部としてのキャリアラダーを作成し、専門性ならびに社会人スキルの向上をは

かる 

 

４. 相互理解促進のための連携強化 

（ア）保健事業部各施設間での人・資源・情報の連携、協力体制を強化する 

 （イ）事業団内の他事業部との連携体制を強化する 

    ①聖隷浜松病院（日本人間ドック学会開催 2013年 8月・GENKIの利用促進） 

    ②高齢者公益事業部・浜松リハビリテーションセンター等 

 （ウ）地域・企業に対して、イベントへの参加・情報発信などを積極的に行い、地域に根付い

た事業を展開する 

 （エ）2014年 5月稼動に向けた健診システムマイナーチェンジへの準備をする 

 （オ）消化器がん検診学会（東海北陸地区）開催準備を進める 

  

５. 健康経営への取り組み 

 （ア）「スマートライフプロジェクト」「がん検診企業アクション」の継続と実績評価をする 

 （イ）職員の健康診断受診率 100％・二次精密受診率 100％を達成する 

 （ウ）健康経営指標を明確にし、職員の健康度を可視化する 

 （エ）Ｓ診断・ＥＳ調査の結果をもとにした改善案の実績評価をする 

 

【数値指標】 

１日ドック PET健診 一般健診 特定保健指導 婦人科健診 

25,799名 264名 46,813名 2,834名 20,450名 

特殊健診 外 来 合 計 医業収益 職員数 

1,770名 17,120名 115,050名 2,330,540千円 203名 

 



聖隷予防検診センター 

 

2012年度は、利用者から選ばれ続ける施設として差別化を図れるよう新たなメニュー開発の検

討を行なった。その一つとして、CTによる大腸がん検査のメニュー化に向けて運用等の準備を行

ない、2013年 4月より開始する予定である。また、予約待ちの解消として婦人科検診や一般健診

の枠拡大を図り、利用者数の大幅な増加にもつながった。 

一方、経営基盤の安定に向け、毎年減少傾向が続く宿泊ドックの抜本的見直しの検討に着手し、

今後の方向性について模索した。 

2013年度は、保健事業部の黒字化達成が必須であり、聖隷予防検診センターとしても収入の安

定を図れるよう利用者確保に努めていきたい。また、「ISMS 認証」取得に向け、高いサービスの

質を追求していく。そのためには、施設運営を支える職員の心身両面の健康が基本である。職員

満足度を高めつつ、自らの組織が健康経営を意識し、利用者の期待に応えられる施設づくりを実

践していきたい。 

 

【事業・運営計画】 

１．利用者の目線に立った質の高いサービスの提供 

（ア）利用者満足度調査結果の検証と満足度向上のための取り組み 

（アメニティの向上、プライバシーの確保、待ち時間短縮、接遇強化） 

（イ）女性、高齢者のニーズに合った受診環境整備 

（ウ）精度管理の向上（読影、所見・判定の統一など） 

（エ）健診の品質管理の向上ならびに事後フォローの充実 

（オ）ISO27001（ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム）認証の取得 

（カ）利用者一人ひとりに合わせたオプション検査の提案ができるツールの構築 

（キ）利用者ニーズに合った予約方法の検討 

（次年度予約コーナーの設置、インターネット予約の開発） 

（ク）分かりやすい結果報告書への見直し 

 

２．経営基盤の安定 

（ア）閑散期（4月・5月、火曜・木曜）における利用者数確保 

（イ）資産の有効活用（宿泊ドックや高額医療機器の稼働率アップ） 

（ウ）再検、精密検査、労災二次等の予約枠稼働率の向上 

（エ）費用対効果の高い営業展開（自治会健診 PR方法の見直し） 

（オ）内部（職員・職員家族・聖隷他施設職員等）、外部への広報活動の強化 

（カ）宿泊ドックの見直し準備（2014年度より実施） 

 

 

 

 



３．健康経営の実現と人材の育成 

（ア）スマートライフプロジェクト、がん検診企業アクション、エコ活動に対する積極的な関

わり 

（イ）働く職員のワークライフバランスや心身の健康づくりの推進 

（ウ）職員の健康づくりの評価と検証（ドック・精密受診率 100％、禁煙推進） 

（エ）保健事業部が求める人材育成のための OJTの強化 

（接遇力向上、中堅層・係長に対するマネジメント能力向上） 

（オ）派遣・パート職員に対する教育の強化 

（カ）各課におけるキャリアラダーの作成・見直し 

（キ）再雇用環境の整備 

 

４．新たなメニュー開発による差別化 

（ア）人間ドックにおける新たなオプション検査の開発 

（イ）老若男女に合わせた健診メニューの構築 

 

５．保健事業部間、関連施設との連携強化 

（ア）保健事業部間の職員応援体制の強化 

（イ）精密外来、MRI検査、リハビリ等における関連施設との連携強化 

（ウ）高齢者公益事業部との総合化力発揮 

（エ）大学や企業、地域（自治会・行政）との有機的連携による保健事業の推進 

（オ）日本人間ドック学会開催の協力（聖隷浜松病院との連携） 

 

【数値指標】 

１日ドック 宿泊ドック 一般健診 特定保健指導 婦人科健診 

17,410名 700名    23,650名 1,700名 14,090名 

特殊健診 外来 合計 医業収益 職員数 

1,275名 11,170名 69,995名 1,322,335千円 139名 

 



地域・企業健診センター 

 

2012年度、経営基盤強化に向けた取り組みを積極的に実施した。特に単価アップに向けた取り

組みを重点的に実施し、地域総合がん検診での腹部エコーや PSA・大腸がん検査の追加、胸部デ

ジタル化に伴う契約変更等を展開した。その結果、経営成績としては、特にファミリー健診の拡

大や単価アップへの取り組みが功を奏し、利用者数は減少したものの収入増が図られた。 

また、ファミリー健診の Web 予約開始により、懸案であった健診会場の混雑緩和や待ち時間解

消につなげることができた。 

組織体制整備として、地域・企業健診センター医務部の組織を明確化し、消化器読影業務の効

率化が図れた。また、検診車のメンテナンスや日常清掃を全職種でチーム編成し実施することが

でき、受診環境の大幅な改善につながった。 

2013年度も引き続き利用者サービスの向上として、地域住民健診の Web予約化の推進を図って

いきたい。また、2014 年度開始の静岡県中部地区進出に向けての準備として、胸部デジタル車 3

台、胃部デジタル車 1 台の更新及び追加が予定されており、大幅な投資に耐え得る経営基盤の強

化も図っていく必要がある。 

企業や健康保険組合等の財政が厳しい環境のみならず、競合機関との競争も激化しており、聖

隷でしかできないサービスの提供で顧客に付加価値を与えられるような提案を行なっていく必要

がある。そのためには職員の健康管理や活き活きと働ける環境づくりが大変重要である。早朝出

勤等も多く出勤時間が不規則な勤務体系である職員の満足度を高め、より生産性・創造性が発揮

できる施設づくりを目指していきたい。 

 

【事業・運営計画】 

１．質の高いサービスの提供 

（ア）Web予約の検証と推進（ファミリー健診、地域住民健診、自治会健診） 

（イ）健診の品質管理の向上ならびに事後フォローの徹底 

（ウ）利用者ニーズ把握のためのアンケート調査の実施と改善活動 

（エ）産業保健の展開（産業医、保健師、医療技術部門、事務部門による担当制の構築） 

（オ）ISO27001（ISMS：情報セキュリティマネジメントシステム）認証の取得 

（カ）健診会場でのサービス向上（コンシェルジュ配置、相談コーナー設置など） 

 

２．経営基盤の安定 

（ア）ファミリー健診の拡大 

（イ）次年度継続の意向調査実施（利用者ニーズ把握とニーズに合わせた提案） 

（ウ）がん検診受診率の向上 

（エ）単価アップに対する積極的な取り組み（オプション検査の追加、胸部デジタル化推進） 

（オ）営業力強化のツール開発（利用者ニーズに合った健診データの提供） 

（カ）既存利用者の確保と新規開拓（特に、近隣の利用者に対する営業展開の充実） 

 



３．健康経営の実現と人材の育成 

（ア）早出勤務者の健康管理の徹底（超過勤務の減少） 

（イ）各課におけるキャリアラダーの作成・見直し 

（ウ）保健事業部が求める人材育成のための OJTの強化 

（接遇強化、係長・中堅層に対するマネジメント能力向上） 

（エ）派遣・パート職員に対する教育の強化 

（オ）営業部門と健診運営部門との組織体制見直し 

 

４．安全安心の追求 

（ア）リスクマネジメントの強化（業務の標準化と情報の一元化） 

（イ）検診車更新による利用者アメニティー向上ならびに職場環境の整備 

（ウ）医療機器、検診車のメンテナンス体制の強化 

 

５．連携の強化 

（ア）保健事業部スタッフの効率的な協力体制 

（イ）保健事業部各施設での一次・二次健診のスムーズな受入れ体制の構築 

（ウ）地域医療機関との連携による二次精密受診率の向上 

（エ）沼津健康診断センターを含む健診システムのネットワーク化 

（オ）静岡県中部地区進出に向けての計画推進 

（サポートセンターShizuoka、沼津健診との連携） 

 

【数値目標】 

一般健診 婦人科健診 特殊健診 合計 医業収益 職員数 

222,864名 26,576名 32,761名 282,201名 2,015,525千円 130名 

 

 



聖隷健康サポートセンターShizuoka 

 

2010年開設以来、利用者の確保を第 1目標として取り組んできているが、予算未達成が続いて

いる。しかし、契約団体数、利用者数は増加しており、認知度は確実に上がってきている。 

2012年 6月から人間ドック利用者に対しアンケートを実施し、顧客満足度の把握に努めてきた。

職員の接遇は 2011年度に引き続き評価され、目標の 1つであったマナー向上が推進できた。結果、

90％以上の方が、翌年も健康サポートセンターで人間ドックを受診したいとの答えにつながって

いる。 

2013年度は、引き続き経営基盤の安定を図ることが第 1目標となる。2013年 4月には静岡地区

組織再編を行い聖隷静岡健診クリニックとの経営の効率化、契約団体拡大が進められる。他施設

への利用者流出を最低限に止め、利用者確保に努めて行く。また、2014年 4月には、地域企業健

診センターの静岡県中部地区への進出が予定されており、当施設での受け入れ体制の構築を進め

ていく。合わせて、「ご利用者様に満足していただき、選んでいただく施設」であり続けるため、

接遇・サービスの向上も引き続き推進して行く。 

 

【事業・運営計画】 

１．ご利用者様の目線にたった質の高いサービスの提供 

 （ア）利用者のニーズに合ったサービスの提供 

   ①健診コース・オプションメニューの充実を図る 

   ②利用者からの要望に迅速に対応できる仕組み作り 

   ③静岡 2施設を効果的に予約できる体制作り 

 （イ）再検査、精密検査の受け入れ体制を整え、1 次から 2 次、専門医への紹介までのフォロ

ーを徹底する 

   ①精再検受診率の向上→土曜再検外来の検討、二次検査予約の検討 

 （ウ）顧客満足度向上と利用者ニーズを把握する為に、アンケート調査を継続する 

 （エ）保有健診データの管理・分析を推進し、精度管理の向上、学会発表、経営戦略において

有効利用する 

   ①課を超えた症例検討会を継続し、予防医療の専門性を高めると共に情報の共有を図る 

   ②ヘルスアセスメントを活用し、事業所別の分析をして報告する 

 

２．経営基盤の安定 

（ア）静岡地区再編後の実績評価と検証を行う。 

（イ）静岡地区のリピーター率 80％達成を目指す。 

（ウ）設備、時間帯を有効活用し、エビデンスに基づいた新商品を開発する。 

  ①午後の時間帯の有効活用→午後からの人間ドックを実施等 

（エ）ＩＳＭＳ認証取得の効果を検証するとともに外部へ積極的にアピールをする 

  ①情報漏洩アクシデント件数を半減させる 

  ②外部看板等での認証取得のＰＲ 



（オ）公開講座の継続と発展 

①公開講座をより発展的に行い、保健事業の啓発活動を行うとともにサポートセンターの

周知を図る 

②ビデオをドックラウンジで放映するなどして、講座をより効果的に利用する 

 

３．人材の育成 

（ア）学会発表に積極的に参加し、予防医療の専門性を高めセンター内にフィードバックする 

  ①人間ドック学会で各課 2題以上の発表を目指す 

（イ）目標参画システムの積極的な活用により自立した職員を育成する。 

①目標参画システムに連動した各課のラダー作成 

②世代別ミーティングを行ない横のつながりを密にし、様々な意見を業務に取り入れる 

（一人ひとりが意見を出すことが大切） 

 （ウ）研修医や実習生の受け入れ体制を整える 

 （エ）勉強会の年間計画を作成し職員が課を越えて広い知識を得る機会を提供する 

 

４．健康経営の実現 

（ア）職員一人ひとり働きやすく、魅力を感じる施設作りを目指す 

  ①Ｓ診断、ＥＳアンケートの実施 

（イ）衛生委員会を中心にウォーキングイベント等を推進し、職員の健康意識を向上する 

 

５．連携の強化 

（ア）静岡市、市内健保企業等、健診機関、医療機関との連携を進め、地域の健診受診率の向

上に努める 

（イ）地域のイベント等へ積極的に参加し、地域との繋がりをより密にする 

（ウ）静岡中部地区への出張健診進出にあたり、地域・企業健診センター準備室を開設する 

 

【数値指標】 聖隷健康サポートセンターShizuoka 

１日ドック 一般健診 特定保健指導 婦人科健診 特殊健診 

15,892名 32,595名 1,180名 13,375名 977名 

外来 合計  医業収益 職員数 

10,330名 74,349名  1,344,980千円 109名 

 

医業収益内訳 : 聖隷健康サポートセンターShizuoka   1,043,830千円 

        聖隷静岡健診クリニック          301,150千円 
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