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病院原価管理の導入と部門ミーティングの
実施による経営改善の取組みについて

平成27年10月３日

小田原市立病院
経営管理課 武井章哲

小田原市立病院では、平成26年度から、部門別病院
原価管理と部門ミーティングを取り入れ、本格的な
経営改善に取り組んでいます。

*経営改善を必要とする主な要因

内的要因

医業収益の減少
診療材料費等の医業費用の増加
職員個人の経営に対する意識が低い

新公営企業会計制度の適用により、退職給付引当金
の義務化など、赤字増が見込まれる

建設後３０年が経過し、大規模修繕が増加している
早期建替えを求める答申を受ける

外的要因

このままでは病院事業の健全な経営が困難

経営改善を要する主な要因として、内的要因と外
的要因の２つがあります。

内的要因としては、職員の経営に対する意識が低
く、損失が増えている。外的要因としては、平成26
年度からの新公営企業会計の移行により、退職給付
引当金の義務化となり25億円程度の引当額が必要で
あるなど、赤字が増加する要因ほか、建設後30年が
経過し、大規模修繕が増加している、建替えに係る
費用の問題など、健全経営を阻害する大きな課題が
山積しています。

*部門別病院原価管理の採用

原価管理を行うことで、職員一人ひとりが働いたことによる
収支を可視化

職員の経営に関する意識の醸成のため、全員参加型

部門別原価管理の導入を決定

病院原価管理の導入で収支を「見える化」
部門別の原価管理の仕組みで、全員参加経営の実現
収入を部門管理とすることで、各職員の経営意識の向上

期待できる効果

組織の変革・健全経営の実現

経営改善に当たっては、まずは職員自らの発案と
取り組みで経営改善につなげていきたいと考えまし
た。そこで、病院の経営分析を行うために、収支が
見える原価管理で可視化を行うとともに、部門ミー
ティングを通じて職員の意識改革を図り、経営意識
を持つように部門別ごとの原価管理を導入すること
としました。

それにより期待できる効果は、部門ごとの収支を
職員に対して見える化し、その単位で収支改善に取
り組むことで全員が参加する経営を実現します。そ
れに関わることで、それぞれの経営意識の向上を図
ります。その結果、組織変革による、健全経営の実
現を目指します。

部門別原価管理とは、医業収入は、すべて医師の
収入とした後、検査や看護などの部門に、収入配分
し各科などの科単位でその収支を管理し、原価管理
表を作成します。その表をもとに、毎月、部門ごと
のミーティングなどを行って、自部門の経営改善の
取組を行います。
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*経営改善の進捗状況（H27.10現在）

H26.5～6

各部門長
へのヒアリ
ングによる
当院の問
題の抽出

平成２６年度は、医療技術部門、看護部門・事務部門で原価
管理表の作成と部門ミーティングを実施しました

H26.7～10

・中間報
告

・プロジェ
クトチー
ムの結成

・組織体制の
検討

・原価管理表
作成ルール
検討

H26.11

原価管理表
を用いた看
護部・医療技
術部門ミー
ティング実施

職員説明
会

部門別
リーダー
勉強会

H26.11～H26.7

部門別原価管理手法の導入

部門ミーティングで
収入増と経費削減、職員の経営意識の醸
成

H27.9～

部門ミー
ティングと

医師への
ヒアリング
開始

平成26年度は、医療技術部門、看護部門・事務部
門を中心に部門別原価管理の作成と部門ミーティン
グを実施しました。平成27年度も引き続き、部門ミー
ティングを継続するとともに、医師を対象としてヒ
アリングを実施しています。

*部門ミーティングの実施

部門ごとに重点項目シートを使用
した部門ミーティングを実施（看護
部１１部署、医療技術部門５部署、
事務部２部署、地域医療連携室１
部署）

現在は、看護部11部署、医療技術部門５部署、事
務部門２部署、地域医療連携室で、部門ミーティン
グを行っています。これは、写真は、看護部の外来
ミーティングの様子です。スライドのグラフは、部
門の経営改善効果を示すものとして、途中から、外
来看護師長自らが作成しミーティングで、配布した
ものです。

*部門ミーティングの流れ

重点項目シートは、質・安全、収入、経費、時間、協力の
区分ごとに取り組むべき課題や達成目標、具体的な取組
予定を記載し、部門内で共有し、実行

次月のミーティングで成果を検討し、達成度を評価する
とともに、次々月の予定を決定

毎月のカンファレンスに併せて、部門ミーティングを開催

ミーティングには、重点項目シートと実績評価表を使用

その部門ミーティングの流れを説明します。部門
ごとには業務打合せとして、これまでも毎月のカン
ファレンスを行っていました。これに合わせて、30
分程度の部門ミーティングを開催します。そこで、
自ら作成する重点項目シートと私たちが用意する実
績評価表を使用します。重点項目シートには、質・
安全、収入、経費、時間、協力の区分があり、その
区分ごとに取り組むべき課題や達成目標、具体的な
取組予定を記載し、部門内で共有し、実行します。
そして、次月のミーティングでその成果を検討し、
達成度を評価するとともに、それをもとに次々月の
予定を決定します。

このPDCAサイクルを毎月行います。

*部門ミーティングの実施例（外来部門）

質・安全・・・減免対応インシデント・ゼロ、地域連携パス作成
外来から退院支援

→インシデント等の情報共有、パス作成

収入・・・管理料PEG50症例未満、紹介率逆紹介率UP
→院内PEG作成基準の見直し 、直接来院患者の受診調整と

かかりつけ医への逆紹介

経費・・・診療材料費削減、時間外勤務を振替に変更
→デッドストックの洗い出しと定数変更、外来勤務者の確保

時間・・・時間外勤務の１０％削減、年休取得20％UPなど
→フレックスの導入、協力体制の強化、年休取得の向上

協力・・・インシデントの共有、医師事務補助者への研修等で

質の均一化
→医事課と連携し医師事務補助者の育成

次に、意識改革の面で効果の多きかった看護部外
来を参考に部門ミーティングを説明します。５つの
区分でテーマと実際の取組内容を決めます。スライ
ドは実際に行っている内容をまとめたもので、赤字
は、取組内容となっています。例えば、４番目の時
間の区分では、時間外勤務の10パーセント削減、年
休取得20パーセントアップなどを目標に、フレック
ス勤務の導入や、チーム間の協力体制の強化、外来
内で複数科を対応できる人材の育成に取り組みま
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す。

*部門ミーティングの効果（外来部門）

取組の効果

予定の計画的な実行に取り組むとともに、課題の
クリア後に新たな目標の設定ができた

時間外勤務を削減できた（5月：310hr →8月:182hr）

看護師長自らが削減の結果をグラフ化して、
ス タ ッ フ に成果を 確認するよ う にな るなど 、
改善効果を見える化に取り組むようになった

外来部門の多職種との連携ができるようになった

次に評価の部分ですが、毎月達成評価を○×など
で評価しますので、予定の計画的な実行に取り組み、
目標をクリアすることで改善効果があります。ここ
まで実施した部門の中では毎月同じ目標を掲げて、
目標達成に取り組むところもありますが、この部門
は、毎月行う中で、一定期間、改善が図れる状態が
維持できると、新たな目標を設定して、更なる改善
に取り組んでいます。また、実際に時間外勤務が５
月で310時間あったものが８月には182時間に削減さ
れています。この取組みは、これまで救急外来に土
日に出勤した分を平日休みがとれないので、時間外
勤務としていたところを振替勤務に変更したりして
いるのですが、そのために、フレックスで働く時間
を調整したり、外来内の協力体制を強化し振替日の
人数確保や年休取得を進めることで、休みやすい環
境を作るなど、部門スタッフの負担を増やさず、む
しろ休みがしっかりととれる体制を整えています。
さらに、部門ミーティングの複数回実施する中で、
看護師長自らが削減の結果をグラフ化して、スタッ
フに成果を見せて、取組による改善効果を見える化
し、スタッフのモチベーションの向上を図っていま
した。

*部門ミーティングによる効果（全体）

 病院の損益や収支に関して、意識するようになった

 課題に対して、解決のための様々な提案がでるようになった

 部門長やスタッフが経営意識を持ち、各部門での経費削減・収入増に取り
組むようになった

 救命救急センターは、医師も含めたミーティングを行い、取漏れの加算
把握や経費節減に取り組んだ

 自らの課題と、その解決に取り組んだ

 採用試験受験者数が減少している部門は、その原因と対策についての
取組をはじめた

 医事課の職員が部門ごとに診療報酬の勉強会を実施し、診療報酬への
知識が深まった

 事務職員が公務員的な発想から脱却し、収支改善に取り組む意識が
高まった

 栄養部門は意識が変わり、積極的に病棟で活動するようになった

 同じ取組を実行しているので、他職種、他部門からの協力依頼には
積極的に取り組むようになった

次に部門ミーティング全体の取組効果をご紹介し
ます。

まずは、病院の損益や収支に関して、意識するよ
うになったこと、課題に対して、解決のための様々
な提案がでるようになったこと、部門長やスタッフ
が経営意識を持ち、各部門での経費削減・収入増に
取り組むようになったことがあります。救命救急セ
ンターでは、途中から医師も参加をし、取漏れが発
生している加算を把握することができ、その解決に
取り組むことができました

採用試験受験者数が減少している部門では、その
原因分析をするため少人数の検討チームを作り、話
し合いをして、実習生の研修内容を見直したり、見
学生への説明を部門長から若手に変更するなどの取
組をはじめました。現在は、ホームページの改善の
話し合いをしています。

また、部門ミーティングで、どういう加算が取得
できるのか内容がわからないので、説明してほしい
との意見が多くなったので、医事課の担当職員が部
門ごとに診療報酬の勉強会を実施するようになり、
経営への意識向上が確認できるだけでなく、診療報
酬への知識が深まりました

また、事務職員についても、市役所は現金会計で
予算重視のため、年度という１年間の長いスパンで
収支を見るので、収入増や経費減の効果が見えにく
く、そのままの意識で仕事をしていましたが、薬価
交渉で具体的な削減効果が見えたり、毎月収入増が
見えることで収支改善に取り組む意識が高まりまし
た。金額は小さいのですが、設置してある郵便ポス
トからも土地の使用料を取るようになりました。栄
養部門でも、栄養相談を２階部分にある相談室とい
う部屋で行うことが多く、最初は、栄養指導件数を
増やるために部屋を増やしてほしいとのことでした
が、患者さんの移動時間を削減するために病棟のム
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ンテラ室を使ったり、言語聴覚士の訓練室が空いて
いる時間に借りて実施するなどで、改善をするよう
になりました。さらに、同じ取組を実行しているの
で、他職種、他部門からの協力依頼には積極的に取
り組むようになりました。これは、栄養部門の取組
みで、ムンテラ室の貸出しや、特別食加算の算定に、
看護部門が積極的に協力してくれたり、リハビリ部
門が、患者の送りを行ってくれるなど、それぞれが、
経営改善の取組みをしているので、積極的に協力し
てくれるようになったことです。

*その他の経営改善のための取組

地域医療連携の強化

地域連携室内の事務分担の整理（Ｈ２６）
前方連携、後方連携の仕組みづくりによる院内体制の確立
広報体制の確立とFAX予約機能の整備

継続的な薬品と診療材料の価格交渉による材料費の削減

経費の削減

施設の活用

自動販売機の設置を競争入札により実施
モニター広告の導入
財産の貸付の見直し
資金の運用
駐車場有料化の検討

その他の取組みとして、材料費の削減などに向け
て、他医療機関の状況を参考にした値引率の目標値
の引上げをするとともに、市立病院として、まだま
だ十分に機能していない地域医療連携を強化し、紹
介・逆紹介の徹底、地域の医療機関との連携強化に
向けて、取組を進めました。また、施設の活用とし
て、自動販売機の設置を競争入札により実施すると
ともに、モニター広告の導入など、財産の利用方法
の検討を行いました。現在は、資金の活用と駐車場
の有料化に取り組んでいます。

* 取組の効果

材料費削減について

薬価は、値引率の目標値の引上げにより効果が出た

平成２６年度の薬価、診療材料費の値引交渉で、約5,500万
円の削減

平成２６年当初値引率10.61％→平成２７年度前期14.22％

地域連携について

病院長の直轄組織に変更した
連携室の広報誌と医師紹介のパンフレットを手作りで作成

施設の活用について

行政財産の貸付については、競争入札の実施により、
1,200万円の収入増となった

入院セットの業者選定替えで、平成２６年度と平成２７年度
比較が、半期で200万円の収入増となった

薬品や診療材料費などの価格交渉は、平成26年度
で、価格費で5,500万円余の削減ができ、取組前に、

10パーセント弱だった値引率が、この９月の交渉
の概算値で14.22パーセントまで増加しました。平
成26年度の決算でも、医業収益に対する薬品費が、
14.0パーセントから、13.4パーセントに、診療材料
費が、12.5パーセントから、12.4パーセントになり
ました。また、連携室では、広報誌や、連携医療機
関向けの各科紹介のパンフレットを発行するなどを
行いました。自販機の設置料を、入札にすることで
1,200万円の収入増、患者さんへの入院セットの業
者変更で売り上げに対する使用料割合が上がり、上
半期の比較で、200万円の収入増となりました。

* 今後の課題

 原価管理表への理解を深め、部門ミーティングを継続していく
ための工夫が必要である

 月単位の収支は、大きな金額のため、自らが努力した結果が
見えにくい

 更なる収入増や経費削減の取組には、実際に診察をする医師
個人個人の意識 も変える必要がある

 原価管理表その他の資料の作成に工夫し、わかりやすいもの
にする

 部門長と進行方法を入念に打合せするなど、短時間の会議で、
より大きな効果を得るようにする

 医師に対しては、収支に関する分析結果を示しながら、診療
会議等を通じて、収入増や経費削減のための取組を促していく

今後の課題については、原価管理表への理解を深
め、部門ミーティングを継続していくための工夫が
必要である、月単位の収支は、大きな金額のため、
自らが努力した結果が見えにくい、更なる収入増や
経費削減の取組には、実際に診察をする医師個人個
人の意識も変える必要があるなどの課題があり、そ
のために、原価管理表その他の資料の作成に工夫し
わかりやすいものにしたり、部門長と進行方法を入
念に打合せするなど短時間の会議でより大きな効果
を得るようにする、医師に対しては、収支に関する
分析結果を示しながら、診療会議等を通じて、収入
増や経費削減のための取組を促していくなどで、継
続的に更なる改善を進めていきたい。

最後に、今回の取り組みで感じたことですが、経
営改善というと、収入の良い部分を伸ばしたり、悪
い部分を切り捨てるなど、まずは数字ありきになり
がちですが、それだけなく、部門ミーティングによ
る各部門の経営改善は、確かにスタッフにも負担を
かけていますが、職員個人個人の意識が変わること
で、更なる経営改善を生むだけでなく、リーダーの
経営手腕によって大きく違ってくることがわかり、
人財育成の必要性を感じました。




