長野市監査委員告示第７号

地方自治法第199条第12項及び第252条の38第6項の規定に基づき、市長か
ら措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表
します。

平成１３年１０月２６日
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目１）
契約書の作成については「長野市病院事業の設
契約書の作成について
（報告書２８ページ） 置等に関する条例」及び規則・要綱において、長
野市民病院の管理・運営の委託先、業務内容、診
（課題）
療負担金の額、交付手続等を定めており、長野市
長野市民病院管理規則第 6 条及び「長野市 契約規則第 37 条第１項第７号の「…市長が契約書
地域医療のための診療負担金交付要綱」によ を作成する必要がないと認めるとき。
」を適用し、
り明記されている、委託の内容、委託金額の 作成を省略していた。
算定方法、支払方法を含め、監督・検査の方
法令・規則との合規性を再点検したうえで、平
法及び時期、危険負担、かし担保責任等、長 成 14 年度以降、契約書を作成する予定である。
野市契約規則第 36 条に規定された事項を網
羅した契約書の作成が必要である。
（生活部 市民病院課）

（項目２）
従前の「長野市民病院の公金収納事務取扱委託
契約の範囲について
（報告書２９ページ） 契約書」では、現実には公社へ委託している使用
料等の算定・決定、請求書の発行など徴収事務に
（課題）
ついての記載が無かったので、平成 13 年度契約か
実際の委託事務の範囲にあわせて、契約書 ら、実態に即した契約書（別紙１参照）を作成した。
の見直しが必要である。
（生活部 市民病院課）

（項目３）
市一般会計から市病院事業会計への補助金に関
補助金の範囲について
（報告書３２ページ） しては、地方公営企業法施行規則別表 5 号に定め
る様式に従い予算書への記載をしており、同予算
（課題）
案の審査を付託された常任委員会における補助理
負担金及び経営努力では到底まかなうこ 由等の詳細な説明・審議を経て、議会本会議の承
とができないものであるとの考えで補助金 認を得ている。
を支出するのであれば、地方公営企業法施行
しかしながら市民への行政の透明性確保の見地
規則別表第 5 号第 11 条の趣旨から、予算承 から、予算書へのより具体的な記載についても、
認を得る際に、補助を受ける金額及びその理 市財政課及び他公営企業会計担当課とも協議し
由をそれぞれより具体的に記載する必要が て、その方法について検討していく。
ある。
（生活部 市民病院課）
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目４）
平成 11 年の地方公営企業法施行規則改正に伴う
固定資産の耐用年数の変更について
（報告書３３ページ） 病院用建物（鉄骨鉄筋コンクリート造）の耐用年
数の 50 年から 39 年への変更が未処理であったが、
（課題）
既に、平成 11 年度増改築分については、平成 12
耐用年数の変更が必要である。影響額を試 年度決算において、耐用年数の変更とそれに対応
算すると、47,782 千円の減価償却が不足し する減価償却費の計上を行った。
ている。
残りの分についても、平成 13 年度予算に耐用年
（生活部 市民病院課） 数変更後の減価償却費を計上済みである。

（項目５）
病院開設準備段階から当初計画規模の経営が整
費用の計上範囲について
（報告書３３ページ） うまでの職員給与費については、当然として市一
般会計で負担してきた経過もあり、市民病院課５
名のうち３名分を、市一般会計で負担していたが、
（課題）
公営企業の独立採算性（地方公営企業法第 平成 14 年度予算から、５名分全て市病院事業会計
17 条の 2 第 2 項）、発生主義の原則に基づく に計上する予定である。
会計方式の適用（同第 20 条第 1 項）の趣意
に従い、病院事業の経営状況を適切に反映す
るため、病院事業にかかる費用は病院事業会
計にすべて計上すべきである。
（生活部 市民病院課）
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理）分
指 摘 事 項 等

措

置

状
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（項目６）
経営管理制度の構築について
（報告書３５ページ）
（課題）
市は、法令等の制約により増床が困難であ
ること等病院経営におけるさまざまな制約
を前提として、公社と協議のもと、経営方針
に基づき、設備・医療レベル等の目指すべき
方向性とその具体的な施策計画を総合的に
取りまとめた中期経営計画を策定すること
を検討すべきである。また公社は、市の策定
した中期経営計画をもとに、より具体的な年
度計画を策定することを検討すべきである。
上記の各種計画の実行にあたっては、計画
の実施状況を管理するため、公社が自ら予算
を作成して実績との比較分析等の予算管理
を実施すること、市が公社の年度計画及びそ
の執行状況の報告を受けて管理監督するこ
と、等の経営管理制度の構築が必要となる。
なお現在、「長野市地域医療のための診療負
担金交付要綱」に基づき公社の経費はすべて
市が負担している。このため、公社には損益
についての責任がなく、企業としての経済性
を発揮して収益の最大化と費用の最小化を
達成しようとするインセンティブが働かな
いおそれがある。効率的・経済的な病院経営
を行う上では、実質的に経営を行っている公
社に自主性を付与するとともに、損益責任を
課すことを検討すべきである。
（生活部 市民病院課）

平成 12 年度末に制定した設置要綱に基づき、経
営指針、経営計画、医療の目指すべき方向、設備、
医療レベル等、市民病院の今後の方向性を総合
的・中長期的に協議するため、助役以下市関係課
職員と病院長以下公社職員で構成された「長野市
民病院経営管理検討会（別紙２参照）
」を、平成 13
年５月に設置し検討を開始した。
公社の損益責任の有無に関しては、これまでも、
病院運営に用した経費をただ単に何の制約も無く
市から公社へ負担金を交付するのではなく、当初
予算編成における単年度損益の初期目標の設定、
定期的な期中執行状況の把握、経費節減等経営改
善努力など、常に市病院事業会計担当と公社特別
会計担当は協議しており、実質的にその責任を共
有している。
平成７年の開院以降、公社職員も業務に習熟し、
病院経営も軌道に乗ってきたこともあるので、公
設民営のメリツトを充分踏まえ、より公社の自主
性が発揮できるような経営管理制度の構築につい
て検討していく。
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措
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（項目７）
予算編成の充実について
（報告書４０ページ）
（課題）
中期経営計画に基づき、病院全体として総
合的に予算を編成する仕組みの構築を検討
すべきである
（長野市民病院 総務課）

（項目８）
予算統制の実施について
（報告書４０ページ）
（課題）
業績評価単位ごとに予算の設定権限と予
算を達成する責任を与え、その結果を今後の
対応に資する管理制度の構築を検討すべき
である。
また、予実分析が業績評価単位として機能す
るよう、科別、疾病別、患者別等の原価計算
制度の構築を検討することが望まれる。な
お、原価計算制度はクリティカルパスに基づ
く原価管理の実施及び今後導入が予想され
る DRG/PPS への対応においても重要であ
る。
（長野市民病院 総務課）

総合的な予算編成の第一段階として、平成 13
年度の収入予算については、受入予定患者数な
ど業務目標値を部門（科別）ごとに設定した上
で、予算編成を実施した。
さらに今後は、平成１５年度の予算編成に業
績評価単位ごとの予算と実績の比較分析による
改善努力目標が反映できるよう、予算管理の責
任単位である業績評価単位の設定、平成１３年
度決算における部門別原価計算の実施などに着
手しながら、中期経営計画の策定及び経営管理
制度の構築と併せて予算編成制度・予算管理制
度の構築を検討していく。
なお、業績評価単位が予算原案を作成するこ
とについては、たとえば診療部門のドクターに
予算作成実務等の事務手続きが行えるかなど、
現在の病院組織・人員体制の実態を考慮しなが
ら研究していく。

（項目９）
予算に関しては平成３年制定の「財団法人長野
予算管理規程の整備について
（報告書４１ページ） 市保健医療公社財務規程」にて、予算の作成・流
用等アウトラインを定めているが、予算管理組
（課題）
織・予算編成等の運用手続きについては未整備部
予算制度を円滑に行うため、運用ルールの 分があるので、予算編成制度及び予算管理制度の
制定を検討すべきである。具体的には、予算 構築と併せて明文化していく。
管理規程を設け、予算管理組織、予算編成・
予算統制・予算修正等の手続きについて明文
化することを検討すべきである。
（長野市民病院 総務課）
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等
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（項目 10）
組織、職務権限及び事務分掌については、平成
組織規程、職務権限規程、業務分掌規程等
３年制定の「財団法人長野市保健医療公社処務規
諸規程の整備について
（報告書４２ページ） 程」において規定されているが、内容に現在の実
態と即していない部分があるので、今後、規定の
（課題）
規程を体系的かつ有機的に整備すること 整備をしていく。
により、業務の相互関連性及び各職員の役割
が明らかになり、職員の相互理解と協調が促
進される。また、指揮命令系統が明らかにな
り、方針・指示の周知徹底も図られる。その
結果、業務手続きの脱漏や重複を防止するこ
と等が可能となり、医療サービスの向上や業
務の効率化に寄与することができる。
経営活動の適正化・合理化・円滑化を図るた
め、組織経営の骨格となる組織、職務権限、
業務分掌にかかる規程をはじめとして、業務
運営に関する規程・マニュアル等の整備を検
討すべきである。
（長野市民病院 総務課）

意識付けの徹底については、平成 12 年 10 月 13
（項目 11）
日に外部講師を招いて、全職員対象の研修会を開
病院全体としての制度の充実について
（報告書４３ページ） 催した。また、平成 13 年 4 月 2 日には、医療事故
予防対策委員会の委員が講師となり、新人職員対
象の研修会を開催した。更に、従来から行ってい
（課題）
長野市民病院では、医療事故防止対策委員 る医療事故報道等による医療事故情報の職員への
会を発足して対応を図っているが、安全性を 配布は継続させるなど、意識付けの徹底を図った。
より強化する観点から、意識付けの徹底、課
課題把握の方法、課題への適時対応策について
題把握の方法、課題への適時対応策、等を再 は、平成 13 年 6 月に、院内 LAN の端末機から直接
検証し、医療事故防止に対する管理制度のさ 入力が可能な「インシデントレポート収集システ
らなる充実を検討すべきである。
ム（別紙３参照）」を導入した。これにより、全職種
（長野市民病院 医療事故予防対策委員会（総務課）） で統一様式によるレポート報告が行われ、医療事
故予防対策委員会で効果的な分析・検討が実施で
きることとなった。
更に、平成 13 年 4 月には、医療事故発生時の対
応について、統一的な方針を策定することにより
迅速かつ的確な対応を確保するとともに、その後
の事故防止策への反映を組織的に図るため「長野
市民病院における医療事故発生時の対応方針（別紙
４参照）」を策定し、医療事故防止に対する管理制
度のさらなる充実を図った。
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目 12）
総合的スケジュール管理システムについて
現在使用している医事、オーダリングシステム
（報告書４６ページ） は平成７年に導入されたものであり、病床管理や
診療・検査予約受付等の機能が低い。
このため、看護婦や受付事務員などの人手によ
（課題）
診療資源を有効活用するために、病院全体 り運用している部分もあるが、その情報量の多さ
のスケジュール情報の一元的管理及び全部 から限界である。
よって、現在検討中の次期システムで改善を図
門への一元的提供を目的とした ERP、SCM の
導入を中長期的な視野から検討すべきであ っていく。
る。そして、統合的な管理のもと、病床・手
術室・医師・高度医療機器等の個々のスケジ
ュール管理をさらに充実することを検討す
べきである。
（長野市民病院 医療情報課）

（項目 13）
平成１２年１１月から、個別の待ち時間につい
外来診療の現状分析について
（報告書４８ページ） てのデータ収集・分析を随時行いながら実態の把
握に努めている。また、平成１２年４月には初診
患者の多い内科に初診担当医師を増員し、外来業
（課題）
患者から寄せられた意見が、事実として病 務の適正化に努めている。
この結果、平成１３年１月〜７月の間に１２６
院全体で慢性的に発生しているかどうか実
態調査のため、データ集計が必要である。そ 件の皆さんの声が寄せられているが、外来の待ち
の上で待ち時間短縮のための原因分析・改善 時間に関する苦情は３件に留まっている。
を検討すべきである。
（長野市民病院 医事課）

（項目 14）
平成 13 年 7 月度の運営会議にて、病診連携に関
初診への予約制度の導入について
（報告書 48 ページ） わる紹介患者については、原則的に予約を受け入
れることとするが、各科の実状に応じた対応もあ
り得るとの方針が確認された。
（課題）
なお、紹介患者の当日受付については、一般患
予約により待ち時間の短縮が期待される
ことから、患者の利便性の向上のため、初診 者とは別に専用窓口を設置して直接受付を行い待
患者のうち特に病診連携との兼合いから紹 ち時間の短縮を図ることとした（別紙５参照）。
介患者においては予約制度の導入を検討す
併せて、紹介業務が円滑に行われるように、紹
べきである
介医療機関と意見交換などを充実させることにな
った。
（長野市民病院 医療情報課）

7

措置の通知書
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（項目 15）
外来診療の現状分析、また、科ごとの適正枠数
予約枠内の予約数の制限について
（報告書４８ページ） の算出した上で、患者需要のバランスを考慮し、
運用の可否を検討する予定である。
（課題）
適切な診療時間を見積もり予約枠ごとに
診療可能患者数を設定し、予約枠ごとに診療
可能患者数以上の予約をシステム上制限す
ること等により、予約制度を適正に機能させ
ることを検討すべきである。
（長野市民病院 医事課）

（項目 16）
初診・再診の時間区分は、医師が１人であるた
予約制度の範囲について
（報告書４８ページ） め、患者サービスの低下につながる恐れがある。
今までは、悪性疾患・術後・就学者等の患者のみ
の予約であったが、患者サービスの向上を図るた
（課題）
予約対応の時間と初診対応の時間を区分 め、平成 13 年 10 月 1 日から、再診の必要性のあ
し、再来予約を受け付ける等の対応を検討す る患者は、予約をすることで改善を図った。
べきである。
（長野市民病院 耳鼻科外来）

（項目 17）
病床利用の全体での最適化
現在のシステムでは病床管理システムが提供さ
（報告書 50 ページ） れていないため、次期システムで対応していく。
（課題）
各診療科からの入院待ち情報と各病棟か
らの病床利用状況及び翌日以降の空病床状
況について一元管理し、病床利用スケジュー
ルの最適化が図られる体制の構築を中長期
的な視点から検討すべきである。
（長野市民病院

医療情報課）

8

措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目 18）
人為的ミスの削減

現在のシステムでは病床管理システムと連動し
（報告書 50 ページ） た入院予約システムが提供されていないため、次
（課題）
期システムで対応していく。
病床に関する情報集約の容易性を高める
とともに、転記作業の軽減や人為的ミスの防
止を図るため、上記管理体制の構築と合わ
せ、システム導入を中長期的には検討すべき
である。
（長野市民病院 医療情報課）

（項目 19）
手術室の効率的利用について
「週間手術予定表」が手術室を効率的に利用す
（報告書５３ページ） るための管理資料として有効に利用されていない
ということについては、日別の時間・部屋割りス
（課題）
ケジュールが各診療科へ公開されていないことに
手術室の効率的利用の管理指標のひとつ よる手術室の空き情報の不足が原因であったた
として空き情報は重要である。
め、手術部運営会議（平成 13 年 6 月 13 日）にて
救急患者への対応を考慮し、時間帯別に効 検討し、時間・部屋割りスケジュール表を週間手
率的と考えられる利用率の目標を設定する 術予定表とともに診療科へ公開することで改善を
とともに、勤務時間内に空きがあるにもかか 図った。
わらず、勤務時間外での手術室の利用が行わ
さらにリアルタイムでの空き情報の管理・伝達
れた場合等、時間外手当ての増加等の効率性 については、院内情報システムの入替え時に抜本
に反する状況を把握し、管理する体制の構築 的な改善を検討していく。
を検討すべきである。
（長野市民病院 手術部運営委員会（手術部））

（項目 20）
救急医療の現状把握について
（報告書５４ページ）
（課題）
救急医療の充実を図るため、救急患者の受
入状況や医師等の救急医療従事者の負担状
況等の現状把握と分析の実施を検討すべき
である。
（長野市民病院 救急部運営委員会（総務課））

救急患者の受入状況については、救急搬送等に
より受け入れた患者に関して記録されデータ化さ
れているが、満床等諸事情により受け入れが困難
であった患者に対する記録が不備であるため、記
録方法、書式等について検討していく。
医師等の救急医療従事者の負担状況等の現状把
握については、当直日誌、検査実施記録等が各担
当部署において作成されているが、横断的な統合
が行われていないものであったため、各記録内容
を横断的かつ時系列的に統合することにより改善
を検討していく。
以上のデータを累積し、救急部委員会及び運営
会議において定期的に検討していく。
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

（項目 21）
病診連携の充実
（報告書 57 ページ）
（課題）
公的病院として患者へのより適切な診療
サービスを提供し、地域全体の患者に対する
利便性・安全性をより充実させる観点から、
地域医療機関とのネットワークの構築、患者
及び地域医療機関への紹介によるメリット
のＰＲ、紹介率等の数値目標の設定と実績と
の比較分析、等のより具体的な病診連携の推
進を、中長期的な視点から検討すべきであ
る。
なお、病診連携の促進は、診療報酬制度上
も優遇されており、患者へのより適切な診療
サービスの提供と同時に、病院事業の損益面
においてもメリットがあり、積極的な対応が
望まれる。
（長野市民病院 医療情報課）

（項目 22）
セキュリティー方針

措

置

状

況

病診連携の推進については、平成１２年度に医
療情報課を新設して、担当業務の一部としている。
内容的には、紹介状の集中管理とこれに対する返
書等の徹底や、逆紹介を推進するための関係医療
機関の所在地や専門科情報の提供と各種紹介状況
の把握及び院内情報メニューへの掲載などであ
る。また、紹介率については現在 18％前後である
が、当面 20％を越えることを目標とし、患者への
広報や紹介患者の予約、院内における当事業への
理解や協力体制の整備を図るなかで、紹介患者の
当日受付をスムースに行うための専用窓口（別紙５
参照）を設置した。

診療情報の管理については、医療情報システム
（報告書 59 ページ） 委員会にて「医療情報管理規程（別紙６参照）」（平
成 13 年４月１日）を、整備した。

（課題）
セキュリティ方針及びその具体策につい
ては、関係部署への周知徹底を図るために、
情報管理規程の整備に含めて検討すべきで
ある。
（長野市民病院 医療情報課）
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目 23）
医療情報等に対する不正アクセスやウィルス感
医療情報の漏洩・消失・改ざんリスクへ
染等を防止するため、前システムより高性能のフ
の対応（報告書 59 ページ）
ァイアウォールとアンチウィルスソフト及び独自
のメールサーバを導入した（平成 13 年４月１日）。
（課題）
費用対効果を分析し、医療情報の漏洩・消 併せて、医療情報システム委員会にて「ネットワ
失・改ざんリスクへの対応策を再検討すべき ーク管理規程（別紙７参照）」
（平成 13 年４月１日）
である
を整備してネットワーク管理者による運用・監視
（長野市民病院 医療情報課） 体制を整備した。
なお、現在使用中の旧式な医療端末については、
機能が脆弱であり有効対策を施すことが出来ない
ため、新システムを導入する際に不正アクセスや
ウィルス感染等を防止できるように検討してい
く。

（項目 24）
現在使用中のシステムは医事、オーダシステム
システム停止リスクへの対応
（報告書 60 ページ） を１台のホストコンピュータで運用しているため
ハード的な故障による全面運用停止の可能性があ
るが、システムも陳腐化しており費用対効果面か
（課題）
費用対効果を分析し、システム停止リスク ら見ると、増設することは得策と言えないため、
現在検討中の新システムで対策を講じたい。
への対応策を検討すべきである。
また、電算室の消火、水漏れ、機器倒壊防止設
また、システムが停止した場合への対策と
しては、代替処理機能の充実、例えばデュプ 備については、大規模な改修工事が必要となり費
レックスシステムまたはデュアルシステム 用対効果面から、充分な検討をしていく。
さらに、年中無停止運転のシステムを工事のた
の導入が考えられる。
めに停止することは事実上困難であるため、この
（医療情報課）
方法について、充分な検討をしていく。
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目 25）
フィルムの閲覧方法について
デジタル化された画像データの有効利用につい
（報告書６０ページ） ては、平成 11 年 4 月 22 日診療録等の電子媒体に
よる保存についての厚生省通達によりフィルム以
（課題）
外での保存等のガイドラインが示された。
医療サービスの向上と保管コスト削減の
当院においても電子カルテの導入と併せて整備
観点から、費用対効果を分析し、デジタル化 が必要と考えるが、全体として多額のコストが必
された情報の有効利用を検討すべきである。 要であり、費用対効果の検証を行っていく。
（長野市民病院 画像診断部運営委員会（診療放射線科））

（項目 26）
カルテの電子化

電子カルテの導入には、Ｘ線撮影フィルムや生
（報告書 60 ページ） 理検査及び内視鏡検査などの画像データ処理シス
テムの整備も必要となり、トータル的に莫大な費
（課題）
用が必要となるため費用対効果の検証を行ってい
費用対効果を分析し、中長期的な観点から電 く。
子カルテの導入を検討すべきである。
（長野市民病院 医療情報課）

（項目 27）
受託業者が行うマニフェストの発行・回収業務
免責範囲の明確化について
（報告書６３ページ） 遂行状況の管理監督については、平成１３年度か
ら電子マニフェスト導入により対応している。
（課題）
公社の免責範囲を明確にするために、分別
収集・運搬・処分の各段階におけるチェック
等産業廃棄物の取扱い業務及びその責任範囲
を契約書に明記するとともに、業務遂行状況
を管理監督する体制を整備する必要がある。
また、外部業者への委託に際しては、コン
トロールが可能かどうかや外部業者の業務
遂行能力・信頼性等の観点から委託するか否
かを検討することが重要である。
（長野市民病院

施設課）
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目 28）
保険診療ガイドラインの整備については、医療
教育制度の充実について
（報告書６７ページ） 情報課の立ち上げなど、内部組織の編成替え等に
よって遅れを生じているが、整備に向け対応して
いく。
（課題）
「保険診療ガイドライン」の規程化、病院全
体での教育制度の導入を検討すべきである。
（長野市民病院 保険請求対策委員会（医事課））

（項目 29）
入力チェックについて
現行システム更新に併せ、入力チェックが容易
（報告書６７ページ） かつ強力に行えるシステムの導入を検討する。
（課題）
入力チェックを容易とするシステムの導 （項目 29・30・32 関連共通の措置）
入、第三者による入力チェック等を、費用対
効果を考慮して検討すべきである。
レセプト入力に関しては、病棟単位で 1.5 名の
クラークを配置し、相互の業務に対してチェック
（長野市民病院 医事課） を行っているが、今後、病棟の増員体制を検討し
ていく。
（項目 30）
また、平成１３年度内に、専門の医事コンサル
クラークの入力ミスに対する受託者責任 業者にレセプト精度調査を委託し、システムのチ
の追及について
ェックと入力精度チェックを行い、業務の管理監
（報告書６８ページ） 督の強化を図る。
（課題）
抜き取り検査等により業務遂行の適切性
を検査し、必要な損害賠償の請求を検討すべ
きである。
（長野市民病院 総務課）
平成１４年度から、業務履行の検査・監督の手
続きとして、抜き取り検査を実施する。
なお、委託業者の過失により被った損害につい
ては賠償請求していく。
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目 31）
科別診療情報との照合について
現在策定を進めている中期経営計画・経営方針
（報告書６８ページ） に沿い、他システム導入を含めた全体的な費用対
効果の検証をした上で、レセプトの電子化等シス
レセプト点検業務では、科別に診療情報等 テム構築を中長期的に検討していく。
と照合することにより、その異常点チェック
の精度向上が期待される。システム対応が必
要となるが、費用対効果を分析し、科別に診
療情報等との照合が可能となるようなシス
テムを構築することを検討すべきである。
（長野市民病院 医事課）

（項目 32）
点検の管理責任者の設置について
これまでも高額請求なものについては、随時、
（報告書６８ページ） 医事課職員による内容のチェックを行っており、
点検作業の精度向上を促しているが、平成１４年
管理監督行為の制度化と充実を検討すべ 度から、定期的に抜き取り検査を実施し管理監督
きである。
の徹底を図る。
（長野市民病院 医事課）

（項目 33）
保険者審査で査定減となったものについては、
事由分析の充実と対策について
（報告書６８ページ） その傾向等を周知し、再請求をしているが、より有
効な症状詳記の作成マニュアルの作成が可能か否か
医療サービスの充実と効率的・経済的な業 を検証し、査定減の縮小に対応していく。
務運営の両側面から検討を進め、過剰による
減点を減らす対応策等を含め、有効な手段を
検討すべきである。
なお、長野市民病院の請求否認率は 0.17%
と全国平均 0.25%（出所：社会保険診療報酬
支払基金）に比べると低いが、極力抑える必
要がある。
（長野市民病院 医事課）
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目 34）
管理業務の見直しについて
現行のシステム上の欠陥から、完納となるまでは入
（報告書６９ページ） 金入力ができないことが、総務課の業務範囲にある未
収金残高と医事課の業務範囲にある未収台帳等管理
請求漏れ未収金、回収不能未収金の計上及 帳簿との差異の一因であるが、今後、両業務の関連
び未収金の計上漏れを防止するための、職務 性・整合性の再点検を実施した上、諸規定の整備と併
分掌及び業務内容の見直しを検討すべきで せて、職務分掌及び業務内容の見直しを図る。
ある。
（長野市民病院 医事課）

（項目 35）
出庫データーより実際の使用状況の追跡調査の強
データの精度向上について
化を行い、改善した。
（報告書６９ページ）
差異の原因分析のために、データの精度向
上を検討すべきである。
（長野市民病院 医事課）

平成１１年度差異１１，２５４千円（薬剤）
７，６３５千円（材料）
平成１２年度差異 ５，９５９千円（薬剤）
１６５千円（材料）

（項目 36）
未収金管理については、増員により業務に専任でき
回収管理制度の構築について
（報告書７２ページ） る職員を平成１３年４月から増員配置し、重点的に取
り組むよう改善した。
定期的に未収リストの発行・理由分析を行い、訪問
未収金の発生原因別分析・滞留期間分析を
徴収、
督促状の発送、電話による督促など未収理由に
行い、発生原因別に督促方法及び督促スケジ
ュールをマニュアル化して、網羅的な督促業 応じた対応とするよう改善した。
務を実施するとともに、毎月その回収管理状
況を確認する制度の構築を検討すべきであ
る。
（長野市民病院 医事課）

（項目 37）
現行のシステム上の欠陥から、完納となるまでは入
分割回収の管理について
金入力ができない状況にあるので、
システム更新時に
（報告書７２ページ）
対応する。
分割払いの回収管理方法及び回収後の現
金の取扱いについて、検討すべきである。
（長野市民病院 医事課）
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目 38）
金銭授受の証跡について
金融機関を参考に担当交代時は、現金引継簿等
（報告書７３ページ） （別紙８・９参照）に日付、金種を明記し証跡を残
すよう改善した。
盗難・不正等のリスクを軽減するため、金
種別実査表等により現金授受を記録し、証跡
を残すことを検討すべきである。
（長野市民病院 医事課）

（項目 39）
現金過不足の処理について
現金過不足については、平成１３年４月から収
（報告書７３ページ） 納担当より所属長へ報告、所属長から総務課への
報告を行うよう改善した。
盗難・不正等のリスクを軽減するため、現
金過不足が発生した場合はその都度、医事
課・総務課へその内容を報告するとともに、
原因を分析する必要がある。
（長野市民病院 医事課）

（項目 40）
日次締めの証跡について
平成１３年７月から、日次会計締め後、医事課
（報告書７３ページ） 長は現金締付票（別紙９参照）と科別収入日報（別
紙１０参照）を照合し、確認の上、押印するよう改
実施状況を記録し、上席者による承認を受 善した。
ける体制の構築を検討すべきである。
（長野市民病院 医事課）
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目 41）
平成１３年８月から物流管理の新システムを導
システム利用について（発注業務）
（報告書７６ページ） 入し、発注点管理を開始した。
緊急発注時の現品と納品書との収受時差による
（課題）
二重発注の防止、季節要因による在庫調整など最
人為的ミスの削減・抽出作業の軽減を図る 低限必要な手作業部分を除き、システムの有効利
ため、帳簿在庫数量に基づいて発注点発注を 用が図られている。
行う自動発注システムの導入等、システムの
有効利用を検討すべきである。
（長野市民病院 総務課）

（項目 42）
システム利用について（検収業務）
平成１３年８月に、物流管理の新システムを導
（報告書７６ページ） 入し、発注書作成データを検収データとして再使
用することで重複入力とならぬよう改善した。
（課題）
入力作業の削減・誤入力の防止を図るた
め、VAN 発注データあるいは発注書作成デ
ータの消込により検収データを作成するシ
ステムの導入等、システムの有効利用を検討
すべきである。
（長野市民病院 総務課）

（項目 43）
現在の購買業務手続き・手順において、薬剤に
請求内容確認業務について
（報告書７６ページ） ついては仕入台帳⇔請求明細書とを、業者により
照合確認を実施しているが、診療材料については
（課題）
仕入台帳⇔納品書、納品書⇔請求明細書の照合確
請求照合作業軽減の観点も含め、入庫デー 認となっている。
タに基づき請求リストをサプライセンター
より正確な支払事務を行うため、事務効率が後
において作成し、これを業者に送付して、請 退しないことを前提に、対応策を検討していく。
求内容の確認業務を業者に実施させる等の
方法を検討すべきである。
（長野市民病院 総務課）
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目 44）
現在策定を進めている中期経営計画・経営方針
患者単位での出庫管理について
（報告書８０ページ） に沿い、他システム導入を含めた全体的な費用対
効果の検証を行うなど、中長期的に検討していく。
（課題）
患者単位での出庫・返品管理を実施するこ
とにより、薬剤の使用対象患者を特定できる
ことから、診療ミスや診療請求漏れの予防に
有効である。また、返品を適切に反映するこ
とにより在庫管理精度の向上が期待される。
新たな在庫管理システム導入が前提となる
ものの、費用対効果を勘案し、中長期的には
患者単位での出庫・返品受入管理の導入を検
討すべきである。
（長野市民病院 総務課）

（項目 45）
当面の策として、緊急使用が多い夜間の払出し
出庫処理の精度向上について
（報告書８０ページ） について、正規伝票を簡素化した「休日・夜間物
品払出記録表（別紙１１参照）」を作成し、運用する
（課題）
ことで、出庫手続きの漏れが無いよう改善した。
夜間の払出しにおける伝票の起票方法を
中長期的には、２４時間払出し対応が可能な新
検討するとともに、少なくとも翌日には払出 システムの導入を検討していく。
し品が確認できる仕組を検討すべきである。
（長野市民病院 総務課）

（項目 46）
従前は、システム上の問題により受渡しデータ
データ受渡しの精度向上について
（報告書８０ページ） に一部欠落があったが、平成１３年８月に物流管
理の新システムを導入し是正を図った。
（課題）
出庫管理の精度向上のため、システムの是
正が必要である。
（長野市民病院 総務課）
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目 47）
受託業者に対し、差異発生理由の究明・分析・
差異分析の実施について
（報告書８１ページ） 報告をさせ、現行の業務手続きに問題がある点は
改善し今後の差異を最小限に留めていくよう、指
（課題）
導徹底を図った。
差異分析の実施により差異発生理由を明
確にし、入出庫手続きあるいは管理手続等の
業務改善に役立てることを検討すべきであ
る。
（長野市民病院 総務課）

（項目 48）
棚卸差異の発生理由を明確にし、委託業者の過
責任の明確化について
（報告書８１ページ） 失により被った損害については賠償請求する。
（課題）
棚卸差異の発生理由を明確にし、外部業者
の過失に該当すると判断される損失につい
ては委託業者に負担させる等、費用負担関係
を明確にする必要がある。
（長野市民病院 総務課）

（項目 49）
時間外勤務報告書の検討について
今後、時間外勤務報告書の勤務内容の記載をよ
（報告書８５ページ） り具体的かつ詳細なものとするよう、指導徹底を
図る。
（課題）
なお、業務区分のコード化については、その有
責任者が時間外勤務の妥当性を検証でき 効性を踏まえ、今後検討していく。
るように摘要に時間外勤務の理由を明記す
ることを検討すべきである。また、時間外勤
務の業務分析資料として有効となるように、
主たる業務区分をコード化することを検討
すべきである。
（長野市民病院 総務課）
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目 50）
組織・職務権限等の規定化に併せ、平成１４年
承認者の適正化について
（報告書８５ページ） 度から、業務実態に即した適切な責任者を定める。
また将来的には、管理承認を受ける方向で検討
（課題）
する。
適切な業務責任者の承認を受けるべきで
ある。さらに将来的には、損益についての責
任者（科別の原価管理、損益管理を行ってい
る場合には科長職）を決め、管理・承認する
ことを検討すべきである。
（長野市民病院 総務課）

（項目 51）
時間外勤務業務分析の実施について
業務量及び人員体制を考慮すると、現在の時間
（報告書８５ページ） 外勤務の量は最低限必要と考えているが、その妥
当性を検証するための適切な業務責任者の管理承
（課題）
認など段階的な改善を図りながら、将来的に病院
上記課題を改善後、人件費の削減を念頭に 全体での統計の実施及び分析の実施を検討してい
時間外勤務分析を実施する必要がある。な く。
お、時間外勤務の業務分析においては現状の
把握、時間外勤務の要因調査、要因排除の検
討の各段階が重要である。
（長野市民病院 総務課）

（項目 52）
中期経営計画の中で、人員構成及び人事・給与
人事制度の再検討について
（報告書８６ページ） 制度の再検討をしていく。
（課題）
中長期的な視野に立った人員構成計画の
策定や人事・給与制度の再構築を検討すべき
である。
なお、具体的な検討項目例として、「職能給
の導入」
「パート職員の活用」があげられる。
この点については後述する。
（長野市民病院 総務課）
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目 53）
現在の給与制度は人事院勧告に基づく国家公務
職能給の導入について
（報告書８６ページ） 員の給与体系に準じており不合理性はないが、他
病院の状況等を調査研究し、メリット・デメリッ
（課題）
トを見極めた上、将来的に検討していく。
公平な評価制度及び評価基準を設定し、こ
れに基づいた能率給・能力給・職能給等の導
入等、人事・給与制度の再構築を検討すべき
である。
なお、科別原価計算・損益管理の導入による
各職員の損益又は業績への貢献度合の評価
制度や、人事評価シートの採用による各職員
の能力や勤務態度の評価制度を導入するこ
とにより、各職員の能力や努力に応じた評価
が可能となる。
（長野市民病院 総務課）

（項目 54）
パート職員の活用について
経営効率化のため、極力外部への業務委託を推
（報告書８６ページ） 進していることを考慮すると、決してパート職員
の採用割合が低くはないが、さらなる人件費削減
（課題）
を図るため、活用可能な箇所・業務には積極的に
適切な医療水準を考慮の上、人件費圧縮の パート職員を採用していく。
ため、積極的なパート職員の採用についても
検討すべきである。
（長野市民病院 総務課）

（項目 55）
契約規程の整備について
契約に関しては、平成３年制定の「財団法人長
（報告書８８ページ） 野市保健医療公社財務規程」において、長野市の
契約規則・事務手続きを準用する旨の規定がある
（課題）
が、業務の実態に即した運用手続きについて、今
契約事務手続及び決裁権限区分等を明文 後、規程の整備をしていく。
化し、適切な業務遂行基盤の整備を検討すべ
きである。
（長野市民病院 総務課）
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

（項目 56）
契約方法について
（報告書８８ページ）
（課題）
委託業者変更による混乱や業者の経験蓄
積による業務効率化の余地が比較的小さい
業務等、委託業務の性質に応じ、競争入札等
契約締結方法を変更することを検討すべき
である。
（長野市民病院 総務課）

置

状

況

病院運営形態を民営としたメリットである事務
処理の省力化・迅速化を損なわぬことも念頭に入
れながら、今後、契約規程の整備に併せて、１社
のみからの見積りによる随意契約とする場合は明
確な理由・メリットがある場合のみに限定するな
ど、極力、市場競争原理が働く契約方法を導入し
ていく。

（項目 57）
競業業者の比較検討について
平成１３年度の業務委託契約では、補給物流管
（報告書８９ページ） 理業務、検体検査業務及び廃棄物処理業務におい
て、複数の業者からの見積書を徴取し金額の妥当
（課題）
性を検証した上で契約締結を実施した。
その他業務についても、今後、順次見積合せを
経費の適切な執行及び節減を図るために、
サービスの質・企業体質・信頼性等の観点よ 実施していく。
り一定水準以上の業務遂行可能な業者を少
なくとも年に 1 度は把握するとともに、複数
の業者による見積比較を実施し、価格面での
妥当性を検討すべきである。
なお、平成 12 年 7 月時点で競業他社数を調
査した結果は、現行委託業者を含め以下のと
おりである（出所：公社提出資料）。
医療事務
補給物流管理
患者給食業務
施設管理

2社
4社
8社
12 社

清掃業務
洗濯業務
検体検査
廃棄物処理

（長野市民病院

12 社
3社
3社
3社

総務課）
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目 58）
契約規程に監督・検査の方法等の手続きや管理
監督・検査の実施について
（報告書８９ページ） 監督部署を規定するとともに、各業務委託契約書
に具体的な監督・検査の時期、方法等を記載して
（課題）
いく。
委託業種ごとに管理監督部署を定めると
ともに、契約の履行中においては監督を、契
約の最終段階においては検査を実施すべき
である。
適切な監督・検査を実施するため、委託業
種ごとに具体的な管理監督項目・時期・方法
を設け、業務内容を評価・評点する体制の構
築を検討すべきである。
（長野市民病院 総務課）

（項目 59）
範囲の見直しについて
現在の委託業務を社内業務に転換するとすれば
（報告書８９ページ） 人員構成計画にも影響するので、中期経営計画に
併せた中長期的な研究課題としていく。
（課題）
なお積算見積書の入手については、業務委託金
積算見積書の入手により単価及び時間数 額の妥当性の検証の面からも、必要なものである
の見直しを行うとともに、社内業務とした場 ので実施していく。
合の積算方法を確立し、社内業務コストと委
託コストを比較できる体制を構築した上で、
費用対効果の観点から委託業務とすべきか
どうかを、定期的に判断する体制の構築を検
討すべきである。
（長野市民病院 総務課）
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措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

置

状

況

（項目 60）
薬品については、平成１２年度決算において棚
棚卸資産の計上について
（報告書９０ページ） 卸資産に計上した。
診療材料等については、平成１３年度から棚卸
（課題）
資産に計上する。
医療にかかる損益計算を適切に行うため
には、収益と、その収益を獲得するために要
した費用とを同一期間に計上することが必
要となる。よって、収益を獲得するために使
用されていない棚卸資産は、費用とせずに資
産計上することが必要である。
（長野市民病院 総務課）

（項目 61）
修繕引当金の計上及び取崩の基準については、
修繕引当金の計上根拠の明確化について
これまで明文化されていなかったが、平成１３年
（報告書９０ページ） ４月１日に「財団法人長野市保健医療公社引当金
に関する要綱（別紙１２参照）」を策定した。
（課題）
なお、重要な会計方針として計算書類へ記載す
修繕は数年に一度実施されるが、修繕が必
要となる資産の減耗は使用・時の経過により ることについては、平成１３年度から公社の会計
徐々に発生しており、減耗の発生に応じて毎 処理を市の病院事業会計と同等の企業会計方式に
期その費用負担は発生していると考えられ 変更するので、企業会計原則に則り実施していく。
る。この費用発生に応じて内部留保を積立
て、将来の支出に備える制度が修繕引当金で
ある。
修繕引当金を設定する場合には、本来の引
当金設定目的から外れた利益の平準化等を
目的とした引当金設定を避けるため、一定の
基準にしたがって実施する必要がある。公益
法人の設立許可及び指導監督基準の運用指
針（以下、
「指導監督基準運用指針」という）
に従い、重要な会計方針として計算書類へ記
載し、公社が将来負担すべき修繕内容を明ら
かにした上で、適切な会計処理を実施する必
要がある。
（長野市民病院 総務課）

24

措置の通知書
平成１２年度包括外部監査（（財）長野市保健医療公社における出納その他の事務の執行）分
指 摘 事 項 等

措

置

状
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（項目 62）
退職給与引当金の計上不足を生じていたが、平
退職給与引当金の計上について
（報告書９１ページ） 成１２年度決算において必要額の計上を行い、適
正化を図った。
（課題）
退職給与金の支給は労働協約等に定めら
れた場合、従業員の退職に際して退職給与金
の支払義務を負う。よって、退職金は労働の
提供に応じて発生する賃金の後払い的な性
質を有すると考えられ、毎期その費用負担は
発生している。この費用発生に応じて内部留
保を積立て、将来の支出に備える制度が退職
給与引当金である。
期間損益を適正に計算するため、会計方針
に従った適切な費用処理が必要である。
（長野市民病院 総務課）

（項目 63）
会計処理基準の統一について
会計処理基準については、平成１３年度から公
（報告書９１ページ） 益法人会計基準から企業会計基準へ変更する。
（課題）
病院経営を適切に実施するためには、病院
事業会計と同様の会計処理基準を公社に適
用し、その経営状況を把握、管理することが
望まれる。
公益法人会計基準の適用除外を申請し、公
社の会計処理基準を企業会計の基準へ変更
することを検討すべきである。
（長野市民病院 総務課）

