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第2　住民に提供するサービス及びその他の兼務の才の向上に間する■項
1地域で担うべき医簾の提供

中 期 目 欄 ���(�ｩ�7��Y�ｩnX�95��*ﾓ8�ｨｷ霍ﾘ�9���ｼ�/���邵+x.�+�,h�"�

♯3期中期計面 �24年度計画 剪�� ��コメン 

ためとるべき許t � 剪�� �� 

1地域で　べき　　の � ��&���,X����-x*ｸ�8��,ﾈ��ｹ����1地　で　べき直　の 

供を緋十も 医で対応していく。 � �.��B���の 区分実■檀平日椚平別傭堕 妃入院患珊40・125人40・8（旧人41・356人新人 入妙■単価32・656円32・弼円32・491円＿詰娼 延外爽患者数61・308人軋600人611422人‾壬汚人 外来診■摘－4・88叩14・700円151121円紛－ 平均在院白敷け5日17・3日1617日一一一一一一一一三寵 �2�C �?ﾈ���X､�斡��Eﾈ/�+�.ｨ-ﾈ,X,b�+X��&闔h�j��,��.�+X+ﾘ�2��/�/�ｹ�+X,B�ﾉ9eｹxｨ���霹��､����Eﾙ��9��､�������>��怦,ﾉiﾙ�ｸ�ｫ2�,�,(*(,H.�����/�査鰄+X,B�

（2）ホ度・専門医■ 【呼吸蓼内科】 女を行う． 【樋環蓼内科】 【消化匪内科】 川帽晒胴】 【外科1 �� ���(�ｨﾘ)7��Y�ｩnX�9]��,ﾈﾏﾈ�8/�ﾗ8*H�"��侘Hｷｨｮﾙ>�怦�｢��凭Hｬ.O�>�怦�｢��傲�嶌ﾈ)>�怦�｢����x��>�怦�｢�辷*h.��B��丶���｢�,�*�+ﾘ.��"� ��（2〉ホ度・専門医療 　の 区分平実芸償目付平榊伸一棚L一 M剛検壬装t利用件蝕740件8m件810件欄－ CT機董荘t利用件数3・747件410DO件3・589件・ノーーづ駐－ �2�C �8踪�X�9|85��5�6(7H,ﾈﾊH�8/��ﾗ8*(��8�2�ﾉ8���ｩnX�9|2�/�ﾇ���+X���2��ﾈ,ﾈﾏﾈ�8/�+8.r�*ｸ+ﾘ*(�"�



（3）救急医療 �� ���8�ｩW�8y�ｩ|2�mｨ輾+x�"� ��（3）救急医＃ 区分■i平日諸相平実芸値一蝿生麦 救急■搬送受入柵613件62D件62，件占 諾認諾重器諾人中】旭95・0％95憫95・0軒－－－詣－ �2�C 仂颶X�8,iO����ｼ闔8踪/�(i�2�,h,ﾈﾌ�.x.ｨ+ﾘ5��5�6(7H,ﾈ,�*�,R�,ﾈｷ雹ｹxｸﾏx-b�,ﾉ�陌�,�7x-��.x.ｨ,H*(.��Hﾚ��ﾎ8.�ｷ霍ﾘ�9|2��ﾉ�x/�査鰄*"�*(�"�

も。 �� 俎8,�,H*(.�� ��への 区分　平実謡償　平日4仲　平榊傭　一組 韮�D �<�.伊)�h.)<��.云ｸﾉ(輾ｯh,ﾂ���邵,ﾈ+ﾘ-�,ﾂ��h+ﾘ,�;ﾘ框]ｲ�ﾉ(踪,ﾈｦﾉ;�,��+ﾘ*(�"�

への �2�C 俤�ｹﾈ/��ｩ.�+X���6�4�5��ｸ7x8ｨ,X,ﾂ�L��ywﾙy9_x���邵+8.ｨ,H*(.��"�;ﾘ�Hｦﾙ]ｹ�ﾉ�r�ｦﾙzx,ﾈ+ﾘ-���ﾚ��ﾎ8.�ﾊI��9�,�����4�,��ｸ���+X齪ﾌ位D綿,��+ﾘ*(�"�

区　分　　　素肌　　平日芸傭　　実…　一朋 

lハピIの 区分　細血平日詣確実■鑓良粗飢え 脳血管疾患単位（※）鈷13・92川也14・00川也15・－33単位一一」」師一 連齢鰯単位（※沌　7・73相性7・50相性1乙665単位諾耶－ 唐�B �98/�淤'ｨ昆5ﾘ+R��xﾟ(,h,ﾈｼ饑"�嶌/���.���yﾘｧr���d�齎��ﾞﾉﾆ"��ｨ躪齎/�+ｸ.｢�+ﾈ.ｨ�fﾄ�ﾈ��m｢�ﾟ(/��8��.傚��*ｨ�x�,H*(.��"���nY�ｸ*ｨﾘ(-��.x.ｨ.�.h*H,�5��5�6(7H,ﾈﾊI]�/��ﾗ8*(��ﾝﾙ��-h,ﾂ�;8ｴ�迚�ｸ,兀��*(�"�

さ提供すも �� ���,ﾂ���ｾiZｨ���h��H��[ﾙ?ｩ|影���x���v3��Y��奉���&�ﾈ��,�.���Cs�¥h��S��ﾈ���Scxﾈ���ﾔH爾�8 唐�訪問件数など 目横を上回る 実績を上げられ た。今後も安定 した在宅サービ スの提供に舞 い。 



中 期 目 積 ��

2 �,ﾈ8ﾒ� �"�のb する。 ��2 �,ﾉ+��^(�/�ﾗ8,�+ﾘ�"�5��X��x,ﾂ�ｾiZｩ[ﾙD�v)[ﾙ?ｩ;y[ﾘ�iwx��ﾈ+X及I闔ｨ�ﾂ����u倡H,ﾈｦﾙ]ｹ�H�ﾃIkﾃ�Ikﾃ�9kﾈ�h���}X��ｴ�9�ｨ踪,ﾈｦﾙ]ｹ�Imｩkﾉmｩkﾃ��kﾈ�ﾈ���ﾂ�}X��ﾔ右97�,ﾉIY���kﾃ)kﾃ�kﾈ�����劔僂 �2�洋学■金の♀ し付けを行うな どスタッフの確 保に努められて いるものの目嘲 値を下匡】ってい る。 帰来の医療ス タッフ確保の基 盤作りを行い、 さらなる匿♯ス 男め、医療水 事の向上をE 指して頂きた い。 

努めた。 劔＝薬剤師内外、病 術欄】旗の向上を マーカー、甲状脾間 ヒ共同研究では正 して指導者として ＝研臓を受講しても ���2�C 丿X��,ﾉ�ｩnYZ｢�ｼ�4�,綿靖��+r�.侈H�(檍�Y]xｺﾒ�檍�Xｧx檍,��ｸﾈﾂ�+X��+ｸ,ﾉ�ｩnY&ﾒ�E�,ﾈ靖;�,hｵ｢���,ﾈﾏﾈ�8,兀��*(�.O�+ﾘ����nR�hｦ�,ﾈ竧ﾖｨ,��7x-���Yﾘﾔﾈ*(����ﾘ鈷,��陌��+X���9|8ｵｨ��-b�,ﾈ5H7ﾈ�ｸ6y�ﾉ�r�/�7ｨ-�.�+�,h,��.h.委越i4��Xﾏ��惓4�,鰻����"��ﾈ��+�~ｹu�+X,H*"�

区　　分 兌ﾓ#2��i��ﾒ�l 目欄償 ��d綿46ﾂ�＿し馳＿ ��

の研　　iベ 畿 �(�Csc)kﾂ�2．250名 �(�Cc#Ikﾂ�－13も▼ 

の　　　蛙ペ垣】 畿 ���xﾏﾂ�100回 ���x��b�l l 

の研 加Rベ国数 �3����251回 �#亜��匝】 

の 奴′くl乱数 ��C����130【司 ��S����＿図 1十 

雫　士の　　　臼三 ベ匡1数 鼎C�8��40回 鼎X���■「‾□ 

の研　　延 べ回徹 塗ﾏﾂ�10回 ��S����l司 

エ　士の研 瓦ペ回数 ��X���1Dl司 ��8���　匝1 －㌢ 



の 区分平別傭目標傭細健一L馳 ケアマネージャー12名12名目名一一一一一一一一1－ 内視鏡認定技師　5名5名6名・一一・■一一一一一1－ �� ��

を提供する． �� �� ��た。 同無作為化試験一 ・のの○ 区分平別儀目傭平榊値 紺実施棚　0件1件0件－－一一一一寺－ �2�C �+x��ﾉ�Xｧx/�(b��8,h+x.滴ﾈ�,ﾂ��胤�ﾊHｸh,伜����+XｺI:�Hｸb�*ｨﾗ8,�.ﾘ.ｨ,B�*(.��$Vﾈ��ﾊB�ｸh�X��ﾋ�,�,(*"�,H����苓4�8ｸ�ｲ�|ﾘ+�.h.侈Hｸh�R�li�ｸ,�,x,做｢�ｼ僣ｨ+�竧.��r�-ﾘ����鈴�ｸ/�7｢�-��H�8��,ﾉJﾙ5r�

中 期 目 標 �*ﾘ.��(+�鑾ｨ,ﾈ淞�

3 ���耳5迂"�*ﾓ��ｩ�(+�隴H,ﾈ淤��� �2�－ビスの （1）持ち時間の改轡 を暮持する。 比較♯射すも ��3 ��ﾈ7(5��������ｨ鰄+�隴H,ﾈ淙���+ﾘ�"�,ﾈ���ｾiZｩ[ﾘ��wx�mｩ�Y[ﾘﾞXｨ闔ｩ�x,ﾘ+R�C �2�外来待ち時間 の1足度綱蓋 の絶臭として昨 年度肝虚と同 程度あり．工夫 により持ち1持間 対策をホじられ ている。ヰ楔も 待ち時間の短 縮等に努めて 

C �2� 

の綱暮を行う。 �� �.��"� ��攣鶴を行った。 ている． �2�C ��x�)EｩOi7�+"�ﾛ�,ﾈﾈｸ惠/�Z｢��ﾘ+X�Hｫ8�(���ｲ�7�,ﾈﾏﾈ�8,兀��*(�B�



（4）｝■の接遇向上 �2�C ��

確保していく。 �� �� ��区　分　　平実謡償　　目付　　平実芸値 �2�C �;ﾘ�����8ｬyyﾒ��(��檍ｷ�-����>�ｫI�Y�鞜H侯���檍/�､ｨﾜ8+X����鞜H,偃h.��ydｲ�.ｨ,H*(.��(+xﾎ2�.�ﾊH�(檠9�/����邵+X���鞜H,ﾂ�ｺﾘ嶌,�7x-�,B�

中 期 自 楕 ��

4 �,ﾂ� 釘� ��4 �,ﾂ�ﾈ6X484ｨ8ｸ6�5�,ﾂ�ｾiZｩ�(��o閏ﾙ?ｩy8�韲��ｩv)kｨ�ﾂ�5�ｽ(49�X6�5�,ﾉ4ｹw��Hﾈ���ﾈ�ﾈ���ｮ)��C �2�地域連携室を 中心lこ地域医 女への連携強 なされている． ◆後も地ttの 先生方、スタッ フへ向けて多機 な勉強会を覇 テイカルバスの 適用にも引き続 きたい。 

ヒ果たす。 �� �� ��（2）地域医療への文 た． �2�C 亶霍ﾘﾗX�檍/��､ｨﾜ8+x.�,�,x���&闔hﾅ)�ｨ-h,ﾂ�[hｯx+�7x-�.r�.ｨ,H*(.���ﾚ�ﾎ2�.�&闔h,h,ﾉ���ﾆx�Hｺi|ﾙ�ﾉ�r�/���ｾ�&闔h,��*�*(,ITｹ��,h*ｲ�.ｨ.冩�ｨH/�ﾙR�+ﾘ*(�"�

（1〉市の保欄巨医■福祉行政との連携
佐世保市における保鍵医♯橿祉の各間違施策の捜進にあたっては．積極的にこれに協力すること。



中 期 目 標 �����ｩ4x詹4�,案�ﾈ唏ｷｲ�

（4）医オ人材の書成 

第3期中¶計画 �24年憂計画 剪�� ��コ　ー 

1　　　　　　　　　　　　の � 冦����な � �� 

区　分　　平実桐　　日嬢　　平実れ傭　　－し粗壁 �2�C 俑�ﾎ8.�ﾆ�i�ﾒ�(h檠u�9�/�yb�z8+X��ﾏ越i4�,��ﾉ9k�戊ｪ�,�7r�*(�"�

回る。 �� �� �� �2�C �6�4�5��ｸ5�4�8��ｲ�4�,ﾃykﾈ,ﾉDi.��/��8*�,H*(.��"�ﾊHｵi9�/���邊�+X����鈴�ｸ,ﾈﾏﾂ�+�*ｸ+ﾘ*(�B�

ども考慮していく �� �� �� �2�C ��*ｹ��*ｸ5�6x8ﾂ�5�,�*ﾙ:ﾘ*�.�����ｨｬ(ｺｸ,�,�.�.b�*ｸ+ﾘ*(�B�

（4）医療人材の十戒 ていも �� ��滴�ｩ;ﾘ���ﾈﾝ�,ﾂ� ��（4）医♯人材の膏成 �2�C ��*ｹ��*ｸ�����h,ﾈ�8*�?ﾈ.｢�/�ﾗ8*(���9|9�ﾂ�ﾝ�,ﾈ裁ﾏｨ/��+ﾘ*(�B�



（2）t用のyl滅 �� ���(�ｨ��w�,ﾉ���� ��（2）■用の節減 劔剩2�C 俤驅�NIzh,ﾒ������7�.h.����C(7ﾈ48986r��8�V儂Izh.���霓�D�7�.h.����Ch7ﾈ48986x,ﾂ�ﾋ淫ﾘ,h,�,�,H*"�.��(�9o)�ﾈ���X�驅�,ﾈﾗy?ﾂ�,ﾈﾊ��8+Y9�/�.b�8ｨ�ｸ��ﾗ8*(ﾆ���,ﾉ���,�7x-��*(�"�

区　　分 兌ﾙ�ﾉ¥ｨｵ�7������48���平尿と即事上■ 目樗鑓 �8h6��ｵ､��.b��������－且樗＿ 　●什色好■ ��

5．3％ 度�3��2�6．8％ ��ﾃ��C#�.������爾�

材料t比率 �#X�C8�2�24．6％ �#H�C��6��‾埋＿ 

医薬品比率 ��H�C��2�13．2％ ��8�CH�2�＿r「R敬 

給与霊比率 鉄8�C��2�54．2％ 鉄8�Ch�2�…・ 

金利1担牢 ���3��2�日％ ���C��2�ー【・．・．lll．」・Lリ二 

謂公的痍配して地域に密机た筐■を捜軋ていくための緑営基盤を確保す舐め・鵬1富の改書及び細ヒを椎遺し・中期E標期附・こ桝暇比率甚100％以上にLJ金運用パラノスの儀全化を維持す軋

第3期中期計画 �#ID�7杏h枌�仆R��� �5(8�986r�

の ��1．の 円）に留める。 ��1．経のt十画 区分平紬什平目設備榊壇 区分平棄冊E欄傭平如Ⅷし姐ま一一 �"�β 傀9y�h,ﾙ?ｨﾖ�/���8ｺx.���鬨峪8"��H鰄+x.�+�,h*｢��x�,H*(.��(��擁�ｸ,�,(*(,B�,ﾘ��;ﾘｶ�y�b�zh��ﾆ�ｩy�b�zh�Hﾝ驅�NB�zh���9o)V儂B�zh�Hｸｹu蹣NIzb�,�,(*(,N4ｦﾈ娩+R�,H*�.��H+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾂ�轌Ut���,(*(,H,ﾒ�ｵ�D�7�,iNHｧ(+R�査鰄,h,�,�,H*"�.��"�,(*(,H,ﾘ��齪ﾌ���ygｹNIzh*｣��B�,H*(.��)K)�ｸﾜR�ｯｩ4ｸﾘyzh.�8�C���(�C�嶋,X*�.��*�.��)�Hｼ餒Izb�,C#cX�CH�8,R�*�.�*｣#���8撃��8,X*�.��H+ｸ.｢�+ﾈ.ｨ,ﾉ�I&ﾈ,ﾘ���d��ﾈ,h+X,H,ﾈﾞ��k��ﾉ�8,ﾈ���2��ｸ,ﾉ>�ﾘ/�麌+R�,H*(.��Hﾚ�ﾎ8.�+2�.x,�.假ｸ擁�ｸ,ﾂ�ﾏﾈ�8��ﾞ�k�>�9��,ﾈ淙��ｨ+�7x-�,B�

1限度執1億円
2　想定される短期借入金の発生理由

■首■迫金の受入れ遅延等によるt金不足への対応



決■において剰余金を生じた場合は、病院建物の整す、書き、医☆機醇等
の購入等に充てる。

第8．Jこ 1　ぴ � ��

2 

公営企書聖地方独立行政法人については、地方独立行政法人法第85条第2】書のとおり独立探■による軽重を原則とされている。本市においても、同条書1項の規定に基づき設t者が公営企義型地方独立行政法人に対して1姐すもものとされている鮭tを除いて、原則として設t

者は暮但しないということを踏まえ．さらなる財鞠体賞の強化策を検討実行し、ホ院経書の安定化を因ること。

（2）法令社会規範の遵守及び慣覿公開
地域住民に憮蟻される病院として、地域医療醜聞の機範的役割を果たしていけるよう法令や社会規範尊を遵守すること。また、1富の透明性の確保に努め、業務内容や■務1賞の改善等の情帽発情に柵極的に取切組むこと。

篤 度��+ｸ,ﾉ�ﾈ�������,�����.�������ﾘ��薦 度��+ｸ,ﾈ����������,�����.�H����ﾘ��

仙こ努める。 ��

する事項 

区分　別儀　平目諒傭　鮒鳳　雛是 匿師　　　　9名　8名　8名 



た． 


