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飯田市立病院 第４次中期計画 2022(R4)～2027(R9) 

太字：現行計画から変更・追加した主な箇所 

 

Ⅰ 計画策定の趣旨 

１ 病院の概要 

飯田市立病院は1951（昭和26）年に開院し、1992（平成４）年に現在の地に新築移転しました。その

後、地域の医療需要に対応するため、診療科の増設、増床を繰り返し、現在では診療科目32科を標榜し、

一般病床403床と感染症病床４床の許可病床を保有しています。 

これまで計画的な施設整備、高度医療機器の導入及び医療スタッフの育成強化を図り、地域医療支援

病院、地域がん診療連携拠点病院、救命救急センター、臨床研修病院、災害拠点病院、地域周産期母子医

療センターなど様々な指定を受け、地域の急性期医療を担う中核病院として機能を充実させるとともに、

2017（平成29）年度には地域全体で構築を進める地域包括ケアシステムにおいて一定の役割を果たすため、

地域包括ケア病棟を設置し運用を開始しました。また、2020（令和２）年初頭から社会に大きな影響を

及ぼした新型コロナウイルス感染症に対しては、地域唯一の感染症指定医療機関として患者さんの治療

にあたるとともに、地域の迅速な検査体制の構築に寄与しました。 

経営状況については2017年３月に「飯田市立病院新改革プラン」を策定し経営改善に取り組み、2018

（平成30）年度には収支状況が大幅に改善し経常黒字が達成され、以降、健全な経営の維持に努めてい

ます。 

 

２ 地域医療を取り巻く状況 

団塊の世代が後期高齢者となる2025（令和７）年に向け2014（平成26）年に医療介護総合確保推進法

が制定され、効率的かつ質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステムの構築を通じて､地域における医

療及び介護の総合的な確保が推進されることとなりました。地域の医療提供体制の確保に関しては、地域

における将来の医療提供体制のビジョンである「地域医療構想」が県の医療計画の一部に定められること

になりました。地域医療構想は地域に必要とされる医療サービスの維持・充実を図りつつ、将来の医療需

要に応じた医療提供体制の構築に向け、関係者が自主的な取組を進めるための構想で、当県では2017年３

月に「長野県地域医療構想」として公表されています。地域医療構想は二次医療圏単位で構想区域が設

定され、当飯伊区域においては2025年に向けて、回復期機能の不足、開業医の高齢化による一次救急の

危機と二次三次救急の負担増等が課題とされました。 

その後、2021（令和３）年には医療法等が改正され、医師の働き方改革や医療関係職種の業務範囲の

見直し（タスクシフト）、地域の実情に応じた医療提供体制の確保を目的として、新興感染症への対応の

医療計画へ位置付け、外来医療の機能分化等が段階的に実施されることになりました。 

また、新型コロナ感染症の感染拡大を受け医療におけるデータの重要性が再認識される中、2020年に

決定されたデータヘルス改革に関する閣議決定に基づき、医療機関等における保健医療情報を確認でき

る仕組みの推進や電子カルテシステムの標準化の取組が厚生労働省を中心に進められることとされてい

ます。更に2021年にはデジタル改革関連法が成立し、デジタル社会の実現に向けて医療を含めた各分野

においてデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）が加速化されることとなりました。 

 

３ 中期計画について 

(1) これまでの経過 

当院では2004（平成16）年10月に初めて中期経営計画（2005（平成17）年度～2009（平成21）年度）

を作成し、病院機能の充実強化と経営改善に取り組みました。また、2009年２月には「飯田市立病院改革

プラン」を作成し、2009年度から2015（平成27）年度までは経常黒字となりました。 

その後、第２次中期計画（2013（平成25）年度～2018（平成30）年度）は地域の中核病院として医療

の質の向上や効率的な病院運営を目的として策定、現在の第３次中期計画（2019（令和元）年度～2021
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（令和３）年度）は地域医療構想の進展を見据え、地域の中核病院としての医療の方向性を明確化し良

質な医療を提供し続けることを目的として策定し、取組を進めてきました。 

 

(2) 第４次中期計画の策定の目的 
地域医療を取り巻く状況変化を見据え、地域の中核病院としての役割を確認するとともに、医療の方

向性を院内で共有し良質な医療を提供し続けるため策定します。 

 

(3) 第４次中期計画の位置付け 

当院の基本理念である「地域の皆さんの健康を支え信頼される医療を実践する」ことを長期ビジョン

とし、中期ビジョン（６年後に実現したい病院の姿）の実現により当院に求められる役割を果たし、「か

かってよかった病院」「働いてよかった病院」「地域にあってよかった病院」となるよう中期計画に取り

組みます。 

○中期ビジョン（６年後に実現したい病院の姿） 
＜実現したい医療＞ 

① 安全・安心で良質な医療を提供している 

② 患者さん中心の医療を実践している 

③ 地域の保健、医療、介護、福祉機関と密接に連携を図っている 

＜実現したい職場環境＞ 

④ 教育・研修機能が高まり、医療水準が向上している 

⑤ 職員が誇り・やりがいの持てる職場となっている 

＜ビジョン実現の土台＞ 

⑥ 健全な経営が推進されている 

⑦ 時代の変化に対応した病院づくりが進められている 

○当院に求められる役割（主なもの、順不同） 
・地域に必要な医療を継続し、地域医療を守る役割 

・質の高い医療の提供 

・地域医療構想を踏まえた医療圏の急性期医療を担う中核病院の役割 

・地域包括ケアシステムにおける役割 

・公的な医療機関として救急、がん、小児・周産期、高度医療等の不採算医療の提供 

・災害拠点病院の役割 

・感染症指定医療機関の役割 

・地域医療支援病院の役割 

・臨床研修病院の役割 

・公立病院の役割 

・一事業体としての社会的責任、社会貢献 

 

(4) 計画の期間 

この計画の期間は2022（令和４）年度から2027（令和９）年度までの６年間とし、前期３年・後期３

年のスパンに分け、中間での見直しを予定します。また、病院の方向性に大きな影響を及ぼす国の政策

決定等の状況変化が生じた場合は、適宜、計画の見直しを行います。 

 

(5) 計画の進行管理 

中期計画に基づき、年度当初に行動計画を作成、一年間を通じて実行、年度末に評価し、次年度の行

動計画に反映するＰＤＣＡサイクルにより中期計画の進捗を図ります。 

また、病院機能評価機構が行う機能評価の受審やＩＳＯの認証等、第三者から評価を受ける機会を有
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効に活用し、日常業務の点検や継続的な改善に努めます。 

 

Ⅱ 中期ビジョン（６年後に実現したい病院の姿）を実現するための取組 

１ 安全・安心で良質な医療の提供 

当地域に必要な医療を確保するため、飯田下伊那地域の急性期医療を担う中核病院として、当院の診

療体制等の充実を図るとともに、地域医療機関との連携を強化します。 

(1) 診療体制の充実 

①医師、看護師をはじめとする医療従事者の確保 

・医療従事者にとって魅力ある病院づくりや臨床研修医に選択されるような取組の充実を図ります。 

・医師が不足している診療科の医師の招へいに取組みます。 

・医師の負担軽減を図るため、パートを含む医師の確保に努めます。 

・看護職について診療報酬算定に適する人員確保を継続し、一般病棟での看護師４人夜勤の実施を検討

し、特殊部門における夜勤時間の短縮を目指すことで、負担軽減を図ります。 

・人員確保が困難な薬剤師など他の医療従事者についても、計画的な人員確保を行います。 

②急性期病院として必要な設備、技術による医療の提供 

・地域の急性期機能、高度急性期機能を担う中核病院として必要な機器設備等の整備を計画的に実施す

るとともに、必要な医療を提供できる技術・技能の向上、確保に努めます。 

③周産期センター、小児・新生児医療の充実 

・地域母子周産期医療センターとして施設及び体制を維持します。 

・開業医、助産院、保健師等と連携して地域の分娩、育児を支えるため、産科電子カルテ連携システムに

て患者情報を共有し、安全な医療を提供します。 

・産後健診、産後ケア事業、院内助産など、周産期の支援体制の充実を図ります。 

・小児医療における地域の関連機関毎の役割の明確化とサポートシステムの具体的検討に協力します。

そのうえで発達障がい児への当院リハビリテーション科や科内各部門の役割を明確化し、必要な体制

整備を継続します。 

・ハイリスク新生児、発達障がい児、医療的ケア児への医療的リハビリテーションの提供体制を維持し

ます。小児リハの提供量を確保するため、実践できる人材を育成します。同時に業務内容を見直し、

効率化を進めます。 

・出前授業を進め、命の大切さや少子化への啓発活動を行います。 

④チーム医療の推進 

・患者さんを中心に複数の医療専門職が連携し、患者さんに満足していただける治療やケアを行います。 

・緩和ケア、ＮＳＴ（栄養サポートチーム）、褥瘡対策、呼吸ケア、認知症、ＡＳＴ（抗菌薬適正使用チ

ーム）、排尿ケアなどのチーム医療を推進します。 

・チーム医療に貢献するよう、各人が各領域の介入チームや委員会活動に参加するとともに、必要とさ

れる専門資格等を取得する取組を継続します。 

・慢性心不全患者に対し多職種参加で退院前カンファレンスを実施します。従事する人員の充実と認定

資格の取得を目指します。 

⑤タスクシェア、タスクシフトの推進 

・タスクシェア、タスクシフトを推進し、特定の職種（医師･看護師）への負担の軽減し、良質な医療の

継続を図ります。 

・特定行為看護職員の充実・業務拡大、医師事務作業補助職員などの有効活用等を行います。 

・看護補助者について、診療報酬算定の要件を満たす人員の確保を継続します。 

・手術室に薬剤師を配置し、医師・看護師の負担を軽減するとともに医療安全の向上に努めます。 

⑥急性期リハビリテーション、内部障害（心臓・呼吸）リハビリテーションの充

実 
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・急性期から安全に実施するための標準化として疾患別リハビリテーション治療のプロトコル化（リハ

パス等）、入院１患者あたりの疾患別リハ単位数の増加、高度急性期を担う人材育成に継続的に取り組

みます。 

・入院患者さんの嚥下障害のリスクを評価し、多部門と共有することで、安全な食事の提供を支援しま

す。 

・外来ハンドセラピィ部門を維持・継続します。 

⑦良質かつ安全な薬物療法の推進 

・患者さんの状態に応じて、個々の患者さんの医薬品安全の確保に努めます。患者さんにとって最適な

薬物療法を提供するため、有効性と安全性のバランスを考えながら適切な情報提供に努めます。 

・薬剤師外来の設置を実現します。 

⑧栄養食事指導の推進 

・慢性疾患の増加に伴い、予防、治療面から栄養食事指導を進めます。 

・入院前の栄養状態の確認と入院時に適切な食事を提供できるよう、患者総合支援センターと連携し入

院前栄養相談を行います。 

・がんや慢性疾患の外来患者さんに、継続的な栄養食事指導を行います。 

⑨在宅医療の推進 

・在宅人工呼吸療法、心臓ペースメーカ等の植え込み患者さんに対して、情報通信機器を用いて患者情報

の遠隔モニタリングを行い、異常の早期発見や診療待ち時間の短縮に努めます。 

・在宅酸素療法・在宅人工呼吸療法・在宅輸液療法等の患者さんの退院指導、在宅環境整備、在宅医療機

器管理を行い在宅医療患者さんを支援します。 

・在宅でのⅩ線検査、超音波検査を実施し、来院することなくオンライン診療を実施することで、患者

さんと家族の負担軽減に努めます。 

⑩臨床検査国際規格ISO15189の認定維持 

・臨床検査の国際規格であるISO15189認定を継続し、臨床検査精度の維持向上に努め、認定範囲拡大

（病理部門）を目指します。 

⑪入院関連機能低下（ＨＡＤ：Hospitalization-Associated Disability）の予防推進 

・ＨＡＤの認識を高め、ＨＡＤを予防し可能な限り入院前の能力を維持することを掲げ、急性期から必

要なリハビリテーション医療の提供を実践し、関係部署が連携しＨＡＤ予防の取組を推進します。 

・療法士と管理栄養士が協働し、重度栄養障害のある患者に対して適切なリハビリテーションが提供で

きる体制づくりについて検討を開始します。 

⑫多様化する医療ニーズへの対応 

・地域において当院に求められる役割を踏まえる中で、多様化する医療ニーズへの対応を検討し、必要

な診療機能の充実を図ります。 

 

(2) 救急医療の充実 

①救命救急センターの機能の充実 

・飯伊医療圏の救命救急センターとして広域消防等の機関と連携し、地域の救急医療の充実、救急体制

の構築に貢献します。 

・救命救急センターの安定した運用を進めるとともに、救急患者を断らないために、病院全体で協力し、

的確な入院の受け入れと適切な病床管理を行います。 

②ドクターカーの適正な運用 

・病院前救急として設置したドクターカーについて、定期的に検証会議（症例検討会）を実施し、適切な

運用に努めます。 

③24時間安定して受け入れられる体制づくり 

・救急医療の充実のために、救命救急センター・手術室・血管造影室・内視鏡センターに適切な人員を
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配置し、24時間安定して受け入れられる体制を作ります。 

 

(3) がん診療の充実 

①地域がん診療連携拠点病院としての機能の充実 

・がん看護専門看護師や各領域の認定看護師が連携することでチーム活動を実施します。 

・精神科医師及び専従の薬物療法医師の確保に努めます。 

・地域の保険薬局と連携を図り、がん薬物療法の切れ目のない関わりを図ります。 

・がん化学療法に関わる薬剤師の研修を積極的に進めます。 

・がん患者の周術期等口腔機能管理数の増加・充実に継続的に取り組みます。 

・ＰＴ（理学療法士）、ＯＴ（作業療法士）、ＳＴ（言語聴覚士）全員が、がんリハ研修を修了し、がん

のリハビリテーションの充実を図ります。 

②緩和ケアの充実 

・必要な人材の配置を進め、緩和ケアの提供体制の充実を図ります。 

・緩和ケアに関わる職員がアドバンス・ケア・プランニング（将来の治療・療養について患者・家族と

医療従事者があらかじめ話し合うプロセス）の概念を理解し、取組を開始できるよう努めます。 

③情報の発信 

・行政などの関係機関と連携して、がんに関する情報を発信します。また、地域を対象に緩和ケアやがん

教育をはじめとするがんに関する知識の普及啓発に努めます。 

④標準に沿った適切ながん登録 

・がん診療の質と治療成績の向上のため、院内がん登録体制の強化と結果の公表を行います。 

⑤がん関連施設認定の取得 

・標準治療が終了した患者さん又は希少がんの患者さんに治療効果が期待できる治療薬を検索するため

のがん遺伝子パネル検査の実施を当院で可能にするため、がんゲノム医療拠点病院である信州大学の

連携病院としての要件を得るとともに、その機能を拡充します。 

・遺伝性乳癌卵巣癌と診断される患者さんに対して質の高い医療を提供するため、本疾患の基幹病院で

ある信州大学医学部附属病院の協力病院となるよう取り組みます。 

・将来的に、リスク低減乳房切除術、リスク低減卵管卵巣摘出術も施行可能な連携施設の指定を受ける

ことを目標とします。 

 

(4) 新興感染症への対応 

①新興感染症の診療体制の確保 
・飯伊医療圏唯一の感染症指定医療機関として、保健所を中心とした地域の関係機関と連携・役割分担

して診療にあたります。 

②地域におけるウイルスの迅速な検査への寄与 
・感染症の拡大抑制には迅速なウイルス検査の実施が重要であり、検査依頼に応えられるよう検査機器

の整備や職員の知識技能の向上に努めます。 

③院内感染の防止と通常医療の継続 
・当院には地域の中核病院として救急やがん治療、分娩などの地域医療を守る役割があり、その役割を

果たすため、感染症の拡大期においては院内感染の防止を最優先の課題として院内一丸となって取り

組みます。 

・院内感染防止のため必要により院内対策会議を開催し、感染症の拡大レベルに応じた対策を実行しま

す。 

④ワクチン接種への対応 
・職員や他医療機関からの紹介による患者さんへのワクチン接種にあたるとともに、飯田市が行うワク

チン接種へも協力し、地域における迅速なワクチン接種の進捗に貢献します。 
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(5) 医療安全の推進 

①医療安全の推進 

・全職員が医療安全に参加する安全文化づくりに取り組みます。 

・全職員は、安全を最優先に考えて業務に取組みます。 

・全職員が一定レベルの医療安全研修を受講し、医療安全の水準を向上させます。 

・患者さんとの対話を心掛け、患者さんも参加する安全な医療を行います。 

・インシデントを報告しやすい環境づくりを進め、報告された事例を分析し、得られた改善策を職員全

員で学び、実践していきます。 

・多職種が使用する院内医療機器を安全に使用、管理します。医療機器は年々高度化、複雑化しており、

それぞれの医療機器の管理部署を明確にし、安全使用のための保守点検を実施します。 

・予期せぬ院内急変に対応するため、ＲＲＳ（Rapid Response System：院内救急対応システム）を活用

し、安全で良質な医療を提供します。 

・医療安全の推進に必要な人材の育成や確保に取り組みます。 

②個人情報の保護と情報公開への適切な対応 

・関係法令やガイドラインに基づき患者さんのプライバシーの保護、診療録等の個人情報の保護及び患者

さんへの情報開示を適切に取り扱います。 

・診療録等の適切な記載によって、記録の妥当性を向上させます。 

③医療事故などに対する適切な対応 

・苦情や医療事故に対しては、速やかで誠実に対応するとともに、確実な改善を図ります。 

④感染防止対策の徹底及び推進 

・すべての職員が感染制御に関する知識を持ち、感染予防に積極的に取組み、院内感染予防のシステムが

機能的かつ組織的に確立、運営され、安全で質の高い医療が行われるように努めます。 

・感染症の予防や対策、診療を行うために必要な人材の育成や確保に取り組みます。 

・医薬品の開発とともに新たな薬剤耐性菌が出現し、院内感染の危険性が増加していることから、薬剤耐

性対策アクションプランを推進し、「適切な抗菌薬」を「必要な場合に」、「適切な量と期間」使用する

ことを徹底します。 

 

(6) 外来機能の見直し 
・国が進める外来医療の機能分化等の動向を踏まえ、当院の外来機能の明確化を図り、患者さんの待ち

時間の短縮や医師の働き方改革の実現等へ繋げます。 

・外来手術受付センターを設立し、日帰り手術、外来手術や外来処置を集約する事で、外来診療の充実

また手術枠の拡大を図ります。 

 

(7) 地域医療構想を踏まえた病棟運営 

・2017年度に設置した地域包括ケア病棟を、退院支援の病棟として適切に運用します。 

・地域包括ケア病棟の運営について、入棟から退院までの目標を明確化し、入棟と同時に退院支援、リ

ハが提供できる体制を強化します。 

・地域包括ケア病棟において、ＯＴ視点のＡＤＬ（日常生活動作）支援と退院支援への連携や協力をよ

り一層図るため、ＯＴ部門から病棟専任者の配置（病棟運営46床、ＯＴ人員増）を検討します。 

・紹介患者や緊急入院の受け入れに対応できるよう病床を調整します。 

・必要な患者さんには退院後訪問等を積極的に行います。また、地域包括ケア病棟を中心に、在宅医療を

提供しているかかりつけ医の後方支援のための入院（サブアキュート）を受け入れる体制を整えます。 

 

(8) クオリティ・インディケーター（医療の質の評価）の活用 
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・医療の質をさらに高めるために、その指標であるクオリティ・インディケーター（ＱＩ）を一つのツー

ルとして活用し、結果を公表します。 

 

２ 患者さん中心の医療の実践 

患者さんの権利と意思を尊重し、地域住民から信頼される病院を目指します。 

(1) 患者さん中心の医療の実践 

①インフォームドコンセント（十分な説明のもとでの同意）を重視した医療の実

施 

・医療行為の内容とその効果、副作用・リスクについて患者さんに十分な説明を行いご理解いただいたう

えで、患者さんの同意のもと、最適な医療を提供します。 

②クリニカルパス（診療計画表）の活用 

・患者さんにより安心して治療を受けていただけるよう、治療内容とスケジュールを明確に示すクリニカ

ルパスの活用を図ります。 

・多面的な視点によるエビデンス（臨床結果などの科学的根拠）に基づき作成されたクリニカルパスを

活用することで、治療手順の標準化による患者ケアの質的向上、医療安全の推進、平均在院日数の適

正化を図ります。 

・クリニカルパスの実績のバリアンス（不一致）分析を行い、医療の質の改善に繋げます。 

③患者さんの立場に立った対応 

・患者さんと医療関係者との対話を促進し、両者のよりよい関係を構築するため、医療メディエーター

（医療対話仲介者）の研修受講者を計画的に増やします。 

④患者さんに喜ばれる食事づくり 

・喫食率の向上と、楽しみの持てる食事の提供を目標に、地域食材の活用の増加や、行事食、郷土食の充

実に取組みます。 

⑤患者総合支援センター（患者サポートセンターから改称）の機能充実 

・入院決定時から多職種が関わり、「入院生活」、「退院」、「退院後の生活」を見据えた支援を行い、入

院・治療に関する患者さんの不安を軽減します。 

⑥ＷＥＢ問診システムの導入 
・早期に情報を得ることで患者さん個々に合わせた介入を計画します。 

 

(2) 患者サービスの向上 

①患者さんの利便性の向上 

・患者満足度調査や意見箱により課題を把握するとともに、患者さんの意見を集約する窓口を一本化し

病院全体で情報を共有して、改善に向けた取組を進めます。 

②職員の接遇向上 

・病院で働くひとりひとりの職員が病院の「顔」であることを自覚し、患者さんに誠意をもって接するこ

とができるよう、全職員を対象とした接遇研修会を実施するなど職員の意識高揚に努めます。 

③外来待ち時間の改善 

・外来診療の待ち時間の検証を定期的に実施し、継続的に短縮を図ります。 

・臨床検査機器の更新に伴い、ＴＡＴ（検査所要時間）の検証を実施し、待ち時間短縮、業務改善につな

げます。 

④病院情報の的確な発信 

・地域の皆さんが的確な情報を得られるよう定期的に病院のホームページを見直すとともに、患者さん

が安心して治療を受けられるよう情報発信の充実に努めます。 

・導入した高度医療機器について多くの市民の方に知っていただけるよう、ホームページなどで分かり

やすく紹介します。 
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３ 地域の保健、医療、介護、福祉機関との密接な連携 

地域の中核病院として、急性期病院の役割を果たすとともに、地域医療支援病院として関係医療機関

などと連携を図ります。 

(1) 地域医療連携の推進 

①医療情報の共有化 

・地域の医療機関等と患者情報を共有するために、飯田下伊那診療情報連携システム「ism-Link」など、

ＩＣＴネットワークの活用拡大を推進します。 

・疾患別医療連携として、がん・脳卒中・大腿骨近位部骨折に係る地域連携パスの運用を更に進めるとと

もに、糖尿病・緩和ケアの地域連携パスの作成及び運用に向けて関係機関との連携を強化します。 

・がん診療連携拠点病院として、がんに係る地域連携パスの運用を進めるため、乳がん、胃がん、大腸が

んを先行して、地域医師との学習会を開催し、理解を深めていただきます。また、広報紙等により地

域住民に周知します。 

②紹介率、逆紹介率の向上 

・地域医療支援病院として、紹介患者さん中心の医療を提供するために、かかりつけ医等への患者さんの

逆紹介を進めます。 

・慢性期疾患の患者さんにかかりつけ医を持ってもらうための取組を継続します。 

・入院患者さんのかかりつけ医の確認と退院時の診療情報提供書発行をシステム化し、退院時診療情報提

供書の発行率100％を目指します。 

・「紹介受診重点病院」としての外来機能を明確にし、上手な医療のかかり方を推進します。 

③退院支援の推進 

・入院前や入院早期からの多職種による介入により、スムーズな退院（在宅復帰）や転院・入所に係る支

援を積極的に行います。 

・重複障害を有した患者さんや、終末期や難病等の患者さん、医療的ケア児に対し、在宅を想定した関

わりが出来るＰＴ・ＯＴ・ＳＴを育成します（配置・研修受講等）。 

④在宅療養の提供の推進に必要な支援の強化 

・登録医、訪問看護ステーションや介護保険事業所等との連携を緊密化させるため、情報提供を行います。 

・入院治療後リハビリテーションを継続して必要とする患者さんに対し、訪問リハへの移行を推進しま

す。 

⑤病院併設の訪問看護ステーション等の連携 

・終末期、小児、難病等、医療依存度の高い在宅療養の方を中心に、病院併設型の居宅介護支援事業所・

訪問看護ステーションとして、サービスを提供します。 

・在宅患者さんの栄養状態の改善、ＱＯＬ（Quality of life：生活の質）の向上を図るため、訪問看護

ステーション等と連携して訪問栄養食事指導ができる体制を構築します。 

⑥研修会等による地域医療レベルの向上 

・地域医療支援病院として、地域の医療従事者の資質向上に寄与することを目的に研修会を行います。 

・特定行為研修修了看護師による地域医療レベルの向上の取組を進めます。 

 

(2) 地域の皆さんの健康を支える活動の推進 

・チーム医療の実践の中で各認定看護師や助産師を中心に、院内外で専門的スキルを実践（出前講座・組

織横断チーム・地域の活動等への積極的協力）します。また、教育の企画や支援を行い、地域の医療

や看護の質向上に寄与します。 

・地域の皆さんが保健、医療、介護、福祉に関心を持ち知識の向上に役立てていただくと共に、ご自身の

健康増進を図る一助となるために「出前健康講座」を積極的に実施します。 

・地域の皆さんに、がん検診をはじめ人間ドックや健康診断を定期的に受けていただき、二次検診を行
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い、早期治療に繋げます。 

・地域の児童・生徒がスポーツに楽しく取り組めるよう、特殊外来であるスポーツ外来のリハ体制を維

持します。 

 

４ 教育・研修機能を高め、医療水準の向上と誇り・やりがいの持てる職場づく

り 

地域の中核病院として、医療の高度化・多様化に対応できる人材を育成するため、病院人材育成方針

に沿った教育を進めます。また、働きやすい職場環境づくりに取り組みます。 

(1) 教育研修機能の充実 

①医療従事者の職務能力の向上 

・医療従事者の職務能力向上のため、先進的な医療機関への職員の研修派遣を行うとともに当院に必要な

専門資格取得や認定資格取得の支援をします。 

・多職種によるワークショップの実施などにより、人材育成とチーム医療の充実を図ります。 

②臨床研修機能の充実 

・病院の医師確保や県内の医師確保の観点から極めて重要である臨床研修医の確保・育成に努めます。 

・専攻医（以前の後期臨床研修医）について、内科及び麻酔科にて研修プログラムを実施します。 

③職員教育の充実 

・院内の全ての職種において、病院人材育成方針に沿った教育を進めます。 

・院内外の講師による、職員研修を計画的に実施します。 

・認定資格、学会発表、論文作成など目標に沿った人材育成やキャリアアップを図ります。 

・クリニカルラダーの運用等、教育体制の充実を図ります。 

・シミュレーションセンターの活用等による院内研修の実施や他の医療機関等が実施する研修へ職員の参

加を支援し、急性期病院職員として必須の医療技能の向上を図ります。 

・各部署及び院内委員会による学習会等の現状を把握し、職員が無理なく参加できる学習会の開催実施計

画を作成し、職員教育の推進を図ります。 

④医学生、看護学生ほか多職種の学生の受入れ 

・地域医療を維持するために、医学生、看護学生など多職種の医療従事者の育成が必要であり、当院でも

積極的に受入れを進めます。 

⑤治験等への積極的な参加 
・治験事業や臨床研究へ積極的に参加し医療の向上発展を図るとともに、研究・研修環境の充実を図り

ます。 

 

(2) 職員が誇りややりがいを持てる職場づくり 

①職員の勤務意欲の向上 

・病院の基本理念や経営方針等をすべての職員が理解し共通認識を持てるような取組を進め、職員が目標

を持って業務を遂行できるように努めます。 

②働きやすい環境の整備 

・職員満足度調査をもとに、働きやすく意欲が向上するような職場環境づくりを進めます。 

・当院で実習を受けた学生等が、この病院で働きたいと感じるような職場づくりを進めます。 

③メンタルヘルスの推進 

・職員個々がセルフケアを推進できるようストレスチェックや研修会、カウンセリング等を実施します。 

・管理職がラインケアを推進できるように、管理職への研修を実施します。 

④ハラスメント対策の実施 
・働きやすい職場づくり、誇りとやりがいのある職場づくりに欠かせないハラスメント対策を実施しま

す。 
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(3) ワーク・ライフ・バランスのとれた働きやすい職場づくり 

①ワーク・ライフ・バランスの推進 

・全職員がワーク・ライフ・バランス本来の目的を理解し、活用しやすい環境を整えます。 

・職員相互の置かれている立場や背景を理解し、お互いに支え合える職場づくりを進めます。 

②時間外勤務の短縮 

・業務の見直し、効率化や組織を含めた仕組みを改善し時間外勤務の短縮を図ります。 

③院内保育所の効果的な運用 

・院内保育所の運営時間を検討し子育て中の職員の早期職場復帰を目指します。 

 

５ 健全な病院経営の推進 

国の新たなガイドライン（「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドラ

イン」に沿い、2022（令和４）年度に「市立病院経営強化プラン」を策定し、健全な病院経営を推進し

ます。 

 

６ 時代の変化に対応した病院づくり 
(1) 防災対策・災害対策の強化 

・災害拠点病院、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）指定医療機関として機能維持に努め、院内ＢＣＰ（業

務継続計画）に基いた訓練の実施や研修会等への参加、設備や備蓄品の更新、見直しを行います。 

・日常業務や訓練等からＢＣＰの見直し改善を継続的に行います。 

・大規模災害医療救護計画に基づき、飯伊地区包括医療協議会と連携した体制の整備を行います。 

 

(2) ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を踏まえた取組の推進 

・市の長期的都市像である「環境文化都市」を常に念頭に置き、地域の持続可能性や環境を重視した病

院づくりを進めます。 

・ゼロカーボンシティの実現に向け、エネルギー消費の抑制に繋がる取組を行います。また、環境に配

慮した設備や機器の導入を進めます。 

・院内で使用する消耗品や給食材料など、地元調達に努めます。 

 

(3) ＡＩ技術やＩＣＴの利活用等による院内ＤＸの推進 
・ＡＩ技術やＩＣＴの利活用等、診断や投薬などの診療面だけでなく、患者サービスの向上、業務の効

率化、医療安全、医療連携など幅広い分野で院内ＤＸを進められるよう研究・検討を進め、実現でき

るものから実施していきます。 

・デジタル社会の進展に対応し、オンライン面会・面談など病院へのニーズの多様化に応えられる院内

の環境・体制づくりを進めます。 

 

(4) 院内情報システムの整備推進と活用 
・電子カルテシステムを中心とした医療情報システムを安定稼働させるとともに、全職員が情報セキュ

リティに関する院内ルールを順守するよう研修等を実施します。 

・国のデータヘルス改革の動きを踏まえ、電子カルテシステムの標準化等へ対応していきます。 

・患者さんの利便性の向上や院内の業務効率化に資する情報システムの導入を検討します。 


