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土岐市病院事業（土岐市立総合病院）令和２年度実績に係る指定管理者評価シート（令和３年度実施）
(1)指定管理者

岐阜県厚生農業協同組合連合会（岐阜市宇佐南 4-1-3）

(2)指定期間

令和 2 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで

(3)業務の範囲

土岐市立総合病院

（協定書 14 条）

(1)診療及び検診に関する業務

評価の定義
5：事業実施や運営状況について、事業計画書及び協定事項を大幅に上回り、
非常に優れた成果を上げている。
4：事業実施や運営状況について、事業計画書及び協定事項を上回る運営がな

(2)施設及び設備の維持管理に関する業務

されている。

(3)利用料金の収受に関する業務

3：事業実施や運営状況について、事業計画書及び協定事項に沿って、適正に

(4)地方公営企業法第 33 条の 2 の規定により委託する手数料の徴収に関する業務

実施されている。

(5)前各号に掲げるもののほか、甲乙協議の上、甲が必要と認める業務

2：事業実施や運営状況について、概ね事業計画書及び協定事項に沿って、適

(4)事業方針

１

（事業計画書 P1）

・指定管理者制度へ移行後も医療機能を基本的に引き継ぐこととし、東濃厚生病院とともに急性期を中心とした医療機能を担い、地域医療水準の維持に努めます。
２

土岐市立総合病院の医療機能引継ぎによる地域医療水準の維持

正に実施されているが、一部に改善の余地がある。
1：事業計画内容が実施されていない、または協定事項が遵守されておらず事

地域連携の促進

業実施に支障があり、早急な対応が求められる。

・地域の医療機関との機能分担・連携による医療提供を推進するため、開業医との円滑な関係づくりに取り組みます。
・地域の医療・介護の関係者との連携を深め、東濃中部地域包括ケアシステムの構築に寄与します。
事業計画書の主な内容

評価対象事項（※協定書、仕様書の内容

指定管理者

を踏まえて）

（取組状況等を記載）

※青字は別紙

【診療体制】

【診療体制】

･東濃厚生病院との連携を密にするため「東濃中部救急医療提供体制対策

･職員配置（令和 3 年 3 月 31 日時点）

土岐市立総合病院の医療機能引継ぎによる

市民ニーズや他の医療機関との役割分担

会議」を令和 2 年 10 月と 12 月に開催した。

1-①

医師・看護師・技師の確保の状況

※協定書

地域医療水準の維持

を踏まえた医療の実施について

･整形外科常勤医師が令和 3 年 3 月末をもって退職となったが、名古屋大

1-②

診療科別医師数

19 条、仕

【職員配置(人)】

急性期を中心とした外来及び入院診療を

学より毎週木曜日に代務医師の派遣を得られ、近隣医師の協力等により水

･外来診療体制及び外来患者数

研修医 9 名を受け入れるなど医師の確保に

様書第 4

令和２年度の職員体制は、令和元年度の体制

提供するため、医師の充足等について

曜日以外は診療を継続している。

1-③

努めた。

関係

を基本に医療従事者の確保に努め、適正な職

･職員配置

･名古屋大学からは腎臓内科に毎週金曜日に医師派遣の協力を得られた。

･入院診療体制と入院患者数、手術件数

JA 岐阜厚生連の関連病院の強みを活かし

員配置を行う。

令和 2 年度厚生連からの人事異動：医師 1、看護師 4、薬剤師 2、検査技

1-④

入院患者数

て、救急医療を軸に二次救急医療提供体制

医師：常勤 20、非常勤 14.2 / 看護師：常勤

師 3、放射線技師 1、管理栄養士 2、理学療法士 1、事務職員 9

1-⑤

手術件数

に関し東濃厚生病院との更なる連携を深め

1.医療
機能

99（うち准看護師 4）
、非常勤 20.4（うち准

自己チェック

コメント

一般社団法人が行う入院患者・外来患者にアンケートに厚生連病院とし

看護師 4.2） / 技師：常勤 44、非常勤 8.4

て参加した。

令和 2 年度の主な実績

評価結果 ( )は前年度
市

委員会

３

３

【市】
関連大学から医師の派遣を受けたり、関連
病院との連携を図った。

外来患者数

ることができた。

･外来単価及び入院単価
1-⑥

市及び委員会の評価

外来単価・入院単価

【外来診療】

市民の医療需要に対応した専門外来等の

･発達障がい児の診療の充実に向け、専門医師の診療日を週 1 日から 2 日

【市】

外来患者数 94,770 人

実施について

とし診療体制が充実した。

･外来診療体制と外来患者数、外来単価

･毎週水曜日に血管外科の専門外来を開設した。

血管外科等の専門外来を開設し、発達障が

･新型コロナウイルス感染症の流行拡大による受診抑制のため、外来患者

い児の診療日を増やすなど診療体制の拡充

数の減少がみられ、特に小児感染症患者の減少、整形外科患者が減少した。

に努めた。

３

３

コロナ禍の影響により、患者数が減少した。

【入院診療】

入院診療は急性期疾患を主体とし、併せ

･地域包括病床実稼働ではレスパイト入院（要介護者等を対象とした短期

入院患者数 47,450 人

て回復期など市民ニーズに対応した医療

入院）の積極的な受入れ等により年平均 70％以上の稼働率となった。

【市】

の提供について

･開業医、ケアマネージャー、訪問看護ステーション等にレスパイト入院

した。レスパイト入院の積極的な受入れ等

･入院診療体制と入院患者数、手術件数、

のパンフレットを作成し配布した。

により入院患者の受入れに努めた。

入院単価

新型コロナウイルス感染症の流行拡大による入院患者の減少。特に小児感

３

３

コロナ禍の影響により、入院患者数が減少

染症患者の減少、高齢者の外出控えにより転倒等整形外科入院患者が減少
した。
【安全管理・倫理管理】

【安全管理・医療倫理】

･予期せぬ死亡を疑われる事案について症例検討会を開催した。

【安全管理・倫理管理】

安全で満足できる医療を提供

安全管理・医療倫理に基づく医療の提供

･防犯カメラの増設、今まで出入り自由であった部門への暗証番号による

･医療安全

人間尊重の医療に努める。

について

電子ロック式に変更した。

（安全指針あり、安全管理委員会 12 回開催、研

切に実施された。

･新型コロナウイルス感染症の対応のため、非接触型検温器を玄関他に設

修会 2 回開催、ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ・ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ報告件数 536

機器の整備も含め、コロナウイルス感染防

･安全指針の策定

･安全管理委員会の開

【市】
３

４

安全管理・医療倫理等の対策について、適

置。職員が交代で玄関に立ち対応。正面玄関の開錠時間を変更した。また、 件）

止対策に努めた。

･院内感染防止指針の策定（委員会の開

職員が交代で玄関に立ち、発熱者の来院に対応した。正面玄関の開錠時間

･感染防止（院内感染防止指針あり、院内感染防

【委員会】

催、･院内感染対研修会の開催）

を変更した。

止委員会 12 回開催、研修会 2 回開催）

指定管理者自己チェックコメントに記載が

･医薬品安全管理（医薬品安全管理者あり、研修

あるように防犯カメラの増設等施設の管理

会 2 回開催）

が改善され、また、来院者の健康管理を徹

催

･安全管理研修の実施

･医薬品安全管理者の配置
全使用研修の実施

･医薬品の安
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土岐市病院事業（土岐市立総合病院）令和２年度実績に係る指定管理者評価シート（令和３年度実施）
事業計画書の主な内容

1.つづき

評価対象事項（※協定書、仕様書の内容を

指定管理者

踏まえて）

（取組状況等を記載）

･医療機器安全責任者の配置
全使用研修の実施

･医療機器安

･医療機器の保守点検

計画の策定及び実施

自己チェック

コメント

令和 2 年度の主な実績
※青字は別紙

評価結果 ( )は前年度
市

市及び委員会の評価

委員会

･医療機器安全管理（医療機器安全責任者あり、研修会 7 回開催）･

底するなど感染症対策の強化に努めた。

医療機器の保守点検計画あり
･倫理委員会設置あり

･倫理委員会の設置
2.政策的

【救急医療】

【救急医療】

･夜間・休日の救急患者の受入れについては、東濃厚生病院と 2 病院

医療

東濃中部地域の救急医療において重要を果

東濃厚生病院との輪番制による 24 時間 365

で輪番制により受け入れている。

※協定書

たすため、東濃厚生病院との連携のもと、24

日の第二次救急医療体制について

20 条、仕

時間 365 日の第二次救急医療体制を整備す

･地域医療機関への情報提供の実施状況

･毎週金曜日及び第 2・4 土日を当院の二次救急輪番日として対応。毎

様書第 5

る。

･救急患者数

週金曜日は県立多治見病院より当直医師 1 名が派遣され、三次救急で

新型コロナウイルス感染症に関する各種指

関係

救急患者数

･救急搬送件数

ある県病院との連携が強化できた。

定を受け、地元医師会と連携して感染症患

脳卒中センターの 24 時間 365 日の救急医療

･救急医療体制の状況

･脳卒中センターでは土岐市の他、瑞浪市・恵那市と消防署とのホッ

者への対応に努めた。

体制を整備する。

脳卒中センターの 24 時間 365 日の救急医療

トラインにて 24 時間 365 日患者を受入れている。また、医師が IPAD

【委員会】

体制について

で病院外でも画像を確認できるよう対応した。

コロナウイルス感染症という全く予期しな

･脳卒中センター救急患者数

･新型コロナウイルス感染症への対応として以下の指定を受けてい

い状況において、県の要請に応じ、診療検

る。

査医療機関や後方支援病床確保医療機関の

5,183 人

救急車による搬入人数は令和 2 年度 1,127 人

･救急患者数・救急搬送件数
2-①

時間外患者数・救急搬送件数

【市】
３

４

コロナ禍の影響により、救急患者数が減少

･脳卒中センター

した。東濃厚生病院との輪番制による夜

2-②

間・休日の救急患者の受入れに努めた。

脳卒中センター救急患者数

発熱外来 / 帰国者接触者外来 / 診療・検査医療機関 / ビジネス

指定を受け、感染症患者及び感染症疑い患

渡航等陰性証明医療機関

者の受入体制の整備にいち早く着手するな

･新型コロナウイルス感染症受入れの宿泊施設へ看護師を派遣した。

ど、地元医師会と連携して地域の感染症対
応に貢献した。

【小児医療】

【小児医療】

･令和 3 年 7 月から東濃地域医師確保奨学資金受給医師 1 名の赴任を

･小児医療体制

急性期から慢性期まで地域の実情に応じた

小児医療の実施について

予定している。

･患者数

【市】

小児医療体制を整備する。

･小児医療体制の状況

発達障がい児の診療拡充に向け大学の協力により代務医師派遣令和

2-③

･患者数

3 年 7 月予定している。

【リハビリテーション医療】

【リハビリテーション医療】

訪問リハビリテーションの拡充に向け増員を計画している。

･リハビリテーションの体制

脳血管疾患を中心とした地域に必要とされ

疾患別リハビリテーション及び小児リハビ

発達障がい児の受入拡充に向けセラピスト増員を図った。

･リハビリテーションの実施件数

る疾患別リハビリテーション及び小児リハ

リテーション医療の提供について

2-④

リハビリテーション実施件数（外来）

少した。

ビリテーション医療の提供を行う。

･リハビリテーションの体制

2-⑤

リハビリテーション実施件数（入院）

セラピストを増員するなどし、発達障がい

３

３

小児外来患者数・小児入院患者数・小

コロナ禍の影響により、患者数が減少した。
小児科の専門医の確保、発達障がい児診療

児救急患者数

の拡充を図り、小児医療体制を整備した。
【市】
３

３

･リハビリテーションの実施件数

コロナ禍の影響により、外来・入院とも減

児の受入拡充を図った。

【災害時医療】

【災害時医療】

災害訓練を消防署の協力により年 2 回実施した。

･災害時医療対応の取組

災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ

災害時医療対応の取組状況について

災害派遣チームを 2 チーム作成した。

（災害対応マニュアル整備済、災害対応訓練

及び搬出並びに被災地への医師・看護師の派

･災害対応マニュアル整備、ＢＣＰ（事業継

ＢＣＰについては見直しを検討中。

研修 2 回、ＢＣＰ（事業継続計画）整備済）

遣を行うことが可能な体制を整備する。

続計画）整備の有無

携帯電話を利用した緊急連絡網を整備中。

【地域医療機関との連携・協力】

【地域医療機関との連携・協力】

･令和 2 年 7 月に「東濃中部の医療提供体制の現状について」と題し

･実施した啓発活動

病院、診療所および介護事業所・施設との連

患者や市民への地域医療に対する啓発活

て瑞浪市議会委員と勉強会を行った。

（情報公開の実績 15 件、広報誌等の発行 2

※協定書

携強化に努め、紹介患者に対して高度・専門

動、情報提供活動等、地域医療全体の質を

･令和 3 年 3 月に東濃厚生病院と土岐市立総合病院再編説明会を瑞浪

回、年報作成あり、患者満足度アンケートの

る出前講座を行うなど地域医療に関する啓

21 条、仕

的な医療を提供する。

向上させる取組について

市と開催し「地域医療を取り巻く状況と両病院の現状について」と題

実施あり）

発活動に努めた。

様書第 6

病診連携の強化により紹介患者の受入れを

･実施した啓発活動

して瑞浪市文化センターで病院長が講演を行った。

･紹介率

コロナ禍においても実習の受入れを継続

関係

増やし、収益の確保に努める。

･紹介率

広報誌を年 2 回発行。病院年報（第 32 号令和元年度版）を作成、関

3-①

紹介率

し、各施設へ講師として派遣するなど地域

土岐市と協力して市民の土岐市立総合病院

医師、看護師、医療技術職員等の養成課程

係施設に送付した。

3-②

逆紹介率

に貢献した。

への健診受診を促進し、健診収益の確保を図

等のための実習及び研修施設として、学生

･コロナ禍により実習の受入れは限定されたが、東濃看護専門学校 85

･実習の実績

介護施設等 14 施設の協力病院となってい

る。

等の受入れについて

人、土岐准看護学校 106 人、他 15 人を受け入れた。

（受入人数：医師 8、看護師 199、リハ 7、XP2、

る。地域医療連携室を設置し、患者や家族

･実習・研修施設の状況

･4 月に研修医 4 名が赴任。年間を通して研修医確保に努力した。

実習内容等）

の支援を行った。

臨床研修病院の指定について

･東濃看護専門学校に職員派遣（3 人 7 回）

･臨床研修病院の指定状況

人間ドッグ等の実施件数が前年度比

･臨床研修病院の指定状況

･土岐医師会准看護学校に職員派遣（7 人 26 回）

（初期研修医受入人数：2）

39.6％増加した。

東濃看護専門学校、土岐医師会准看護学校

･認定看護師が地域の訪問看護ステーション等へ講師として訪問し出

･職員の講師派遣状況

【委員会】

へ職員を講師として派遣について

前講座を行った。

（派遣人数：医師 3、看護師 15、検査科 1、

指定管理に移行し、厚生連と一体化したこ

3. 地 域 医
療連携

【市】
３

３

災害訓練の実施、災害派遣チームの編成等
災害時の備えを着実に行った。

【市】
３

４

広報誌、病院年報の発行や認定看護師によ
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3.つづき

評価対象事項（※協定書、仕様書の内容を踏まえて） 指定管理者

自己チェック

コメント

令和 2 年度の主な実績

評価結果 ( )は前年度

市及び委員会の評価

（取組状況等を記載）

※青字は別紙

･職員の講師派遣状況

･皮膚・排泄ケア認定看護師が月 2 回東濃厚生病院の患者指導を実施。

リハ科 1、栄養室 1）

とにより、地域医療機関との連携が円滑に

開業医との症例検討会等の実施について

･近隣病院・施設でのコロナクラスター発生時には感染認定看護師を感染対策

･症例検討会等の実施状況

機能した。

･症例検討会等の実施状況

の為に派遣。

（検討会開催なし、症例検討件数 0）

健康寿命の延伸に視点を置いた健康管理事

公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機

･病院機能評価については令和 4 年 6 月更新受審予定。病院機能評価員会を立

･病院機能評価の認定あり

業を積極的に展開し、人間ドッグ等の受診

能評価の認定について

ち上げ受審に向け取り組み中。

･協力病院となっている施設の一覧、相

者数の大幅な増加を図った。

･病院機能評価の認定状況

14 施設（とき陶生苑、瞬、ひざし、千寿の里他）特別養護老人ホーム・ケア

談状況

市の高齢福祉担当及び居宅介護支援事業所との連

ハウス等と急変時の契約を結んでいる。

･人間ドック等の実施件数

携及び介護老人保健施設、介護老人福祉施設等の協

地域医療連携室を設置し、医療相談及び入退院支援を行っている。

3-③

力について

入退院支援

･協力病院となっている施設の一覧、相談状況

他施設のケアマネージャー・相談員との介護支援に関する相談 59 件

市

委員会

人間ドック等の実施件数

1,647 人

人間ドック等の実施について
･実施件数
4. 医療従

【医療従事者の確保・育成等】

【医療従事者の確保・育成等】

･育児・介護休業法の改正に対応した規程の改正を行った。

･子育て支援制度

事者の

本会の教育研修計画に基づき、病院

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の

･変形労働時間制の採用により長時間労働の是正に取り組んだ。

･職員研修

確保・育

経営への参画、専門的な知識・技術

取り組み、子育て支援制度の整備について

･リフレッシュ休暇計画表を部署内に掲示し休暇を取得しやすい職場環境の

時間労働の削減に努める取組を行った。

成等

の向上、コンプライアンス研修等を

･子育て支援制度

実現につとめた。

関連病院へ積極的に訪問し、医師確保に努

行う。

医療機能の向上のための職員研修について

･長時間労働者については事務局長・所属長による面接を行った。

めた。

･職員研修

･ハラスメントに関する専用相談窓口を会内と外部に設置し職員に周知した。

階層別研修等、JA 岐阜厚生連主催による研

･医師確保については

修に参加し、スキルアップに取り組んだ。

名古屋大学に計 16 回（腎臓内科・産婦人科・呼吸器内科・消化器外科他）、

JA 岐阜厚生連の関連病院としての強みを

岐阜大学に計 5 回訪問（脳神経外科・小児科・精神科・病理診断科他）、その

活かし、関連する専門学校からの看護師を

他、名古屋市立大学・愛知医科大学・藤田医科大学を訪問し各教授と面談し

確保した。

※協定書
22 条関係

【市】
３

３

休暇を取得しやすい職場環境を目指し、長

医師確保に取り組んだ。
･病院案内、研修医募集、看護師募集のパンフレット及び動画を作成し確保に
努めた。
（コロナ禍によりガイダンスはほぼ中止となっており、WEB により参
加）
･JA 岐阜厚生連看護専門学校の病院推薦枠 3 名を確保。
･ＩＣカードを用いた就業管理システムを導入し、医師を含め職員の適正な労
務管理に努めた。
･本会主催による「働き方改革プロジェクト委員会」にて長時間労働の是正、
医師の働き方改革について継続協議している。
･本会主催の新採用研修・階層別研修・接遇研修等研修に参加（一部 WEB 開催）
看護部門ではクリニカルラダーなど東濃厚生病院と共同で教育の一元化に取
り組んだ。
･東濃厚生病院との合同新採用研修会を開催した。
5. 施 設 等

･高額医療機器の契約をフルメンテナンスから年 2 回の点検に変更、または契

･施設等の保守点検実績

の維持

保守内容の見直しを行い、フルメン

約を解除した。

･医療機器等の保守点検実績

管理

テナンス契約からスポット契約へ

･医療関連システムをハード・ソフト含めた保守契約からリモート対応のみに

厚生連の蓄積したノウハウやスケールメリ

の移行を検討する。

変更した。

ットを生かし契約内容を見直すなど、経費

･契約内容を見直し機器の点検回数を削減した。

を削減した。

※協定書

【施設等の維持管理】

･施設・設備管理の実施状況

24 条関係

【市】
３

３

適切に実施されている。

･年間約 1,600 万円の経費削減となった。
6. 利 用 料

【利用料金の収受・経費の収支状況等】

･指定管理前に発生した診療未収金の入金 15,000,536 円。

･過年度未収金の収納額・未収額

金の収

【利用料金の収受】

指定期間前利用料金の収受、手数料の徴収を指定管

･過年度未収金収納状況 15,037,789 円

･手数料の収納額

受

理者への委託について

過年度利用料金の収納額 13,510,700 円（土岐市への支払額）

※協定書

･利用料金等の過年度未収金の収納状況

39 条関係

･手数料の収納状況

【市】
３

３

手数料等徴収事務に関する委託契約に従
い、手数料及び指定管理期間前の使用料の
収納管理を適切に行った。
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7. 事 業 報

評価対象事項（※協定書、仕様書の内容を踏まえて） 指定管理者

自己チェック

コメント

令和 2 年度の主な実績

（取組状況等を記載）

※青字は別紙

評価結果 ( )は前年度
市

市及び委員会の評価

委員会

【事業報告・経費の収支状況等】

【事業報告・経費の収支状況等】

･変形労働時間制の導入により長時間労働の是正と時間外費用の削減に取り

･収益の確保・経費の節減

告・経費

業務の合理化・効率化を図り、採算

所定の報告書が提出されているか

組んだ。

7-①

職員給与費対医業収益比率

の収支

性や患者数・収益に見合った人員の

･事業報告書（医療提供報告書・施設管理報告書・

･厚生連病院によるＤＰＣ担当者会議を定期開催。ＤＰＣリーダー（診療録管

7-②

材料費対医業収益比率

者数が減少したが、コロナウイルス感染症

状況等

適正配置を行う。

収支報告書）

理士）による訪問によりコーディングの向上に取り組んでいる。

7-③

経費対医業収益比率

の受入体制の整備に努め、国のコロナ対策

※協定書

経営改善のための短期・中期・長期

･財産目録

･コロナ禍により人間ドックは減少。肺機能検査、内視鏡検査の中止期間あり。 7-④

後発医薬品使用率

交付金等を受け入れることにより、当期剰

32 条、仕

計画を策定し、課題事項の把握とそ

･損益計算書

･従来、他施設で受診していた職員の健康診断を院内で東濃厚生病院の協力に

7-⑤

固定比率

余金を計上することができた。

様書第 12

れに対する具体的な対応策につい

･貸借対照表

より実施。

7-⑥

流動比率

公的医療機関としての経営ノウハウや JA

関係

て、継続的に評価・検証を行い、経

･キャッシュフロー計算書

･処置室中央化により、各外来の看護師の適性配置に取り組んだ。

7-⑦

酸性試験比率

岐阜厚生連のスケールメリットを活かし、

･検査技師・診療放射線技師の人事交流を実施。

R2 決算

営の健全化に努める。
収益の確保・経費の節減について

･常勤医師の協力による代務医師の削減。

収益

①病診連携の強化により紹介患者

･職員給与費対医業収益比率

･本会主催により後発品選定委員会を開催、厚生連病院が同じ後発品を採用す

の受入れを増やし、収益の確保に努

･材料費対医業収益比率

ることで費用削減。

める。

･経費対医業収益比率

･医薬品費については本会にて価格交渉。

事業外収益

②ＤＰＣのコーディング技術向上

･後発医薬品使用率

･院内物流システム（ＳＰＤ）の契約見直しについて継続的に取り組んでいる。

交付金等

922,164 千円

による請求漏れ、請求誤りをなく

･固定比率

･病院事業については新型コロナに係る交付金等によりプラス計上となり、当

法人税等

54 千円

し、収益の向上を図る。

･流動比率

初予算の経営基盤強化交付金 396,540 千円を市に返金した。

当期剰余金

③土岐市と協力して市民の土岐市

･酸性試験比率

健診収益の確保を図る。
(イ)経費の節減
①各部署の人員配置を見直し、費用
の削減を行う。
②厚生連のスケールメリットを生
かした共同購入を行い、医薬品・医
械等の費用削減を行う。
協定に基づく交付金の受入れ及び
指定管理者負担金の支払
R2 予算
収益

3,352,841 千円

費用

3,838,703 千円

損益

▲485,862 千円

４

４

コロナ禍の影響により、外来、入院とも患

収益確保と経費削減を図った。

(ア)収益の確保

立総合病院への健診受診を促進し、

【市】

2,869,236 千円

【委員会】

費用

3,499,957 千円

コロナ禍で経営的な評価は難しいがフレキ

損益

▲630,721 千円

シブルに対応し、交付金を返納できた。単

22,584 千円

313,973 千円

年度で見れば市の評価は妥当である。

