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Ⅰ 高松市新病院の基本理念・基本方針 

 

１ 基本理念 

高松市新病院の基本理念は，次のとおりです。 

 

高松市新病院は 

“市民に信頼される”  

“患者本位の医療を提供する” 

“地域に貢献できる” 

病院をめざします。 

 

２ 基本方針 

高松市新病院の基本方針は，次のとおりです。 

 

  ⑴ 患者が安心・安全に医療を受けられるよう，患者の視点に立った医療を提供

します。 

  ⑵ 高度な医療や救急医療をはじめ地域に必要な医療を提供します。 

  ⑶ 地域の医療機関や福祉施設等との連携を推進します。 

  ⑷ 一人ひとりの人権と生命の尊厳を尊重します。 

  ⑸ 市民の健康を支援します。 

  ⑹ 患者や家族が満足できる患者アメニティ※の創造に取り組みます。 

  ⑺ 地域における医療水準の向上に貢献します。 

  ⑻ 効率的で持続可能な病院経営に取り組みます。 

  ⑼ 病院運営に全職員が参画し，医療人として誇りを持って基本理念を達成しま

す。 

 

Ⅱ 高松市新病院の医療機能 

 

１ 高松市新病院 

高度で専門的な医療を提供できる本市の中核病院として，地域医療機関との連携の

下，次の医療機能の充実を図ります。 

 

⑴ 重点的に取り組む医療 

ア がん医療 

 

※アメニティ 

患者にとって，居心地の良い快適な療養環境や院内環境などのこと。 
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(ｱ) がん疾患（消化器系，呼吸器系など）に対する集学的治療や，緩和ケア医療※の

充実を図り，地域がん診療連携拠点病院※の指定を目指します。 

(ｲ) がん検診や人間ドック等の予防医療の充実を図ります。 
 

イ 救急医療 

本市の中南部地域の二次救急医療※の拠点として，脳卒中，心疾患および小児

疾患などの救急医療の充実を図ります。 
 

ウ 災害時や感染症に対する医療 

災害拠点病院※の指定を目指す病院として，災害時の傷病者や，第二種感染症

指定医療機関※として感染症患者への医療の充実を図ります。 

 

エ へき地医療※ 

新病院から附属医療施設へ診療応援ができる体制を整備し，へき地医療の充実

を図ります。 

 

⑵ 役割・機能 

ア がん医療 

(ｱ) 地域がん診療連携拠点病院の指定を目指します。 

(ｲ) 手術，放射線療法および化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療を実施

します。 

(ｳ) がん疾患（消化器系，呼吸器系など）に対し，内科系，外科系診療科が協働

して専門的医療を提供できる体制とします。 

(ｴ) 外来患者に対するがん化学療法室※を設置します。 
 
※緩和ケア 

 生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対し，疾患の早期より，痛みや
身体的問題などに関してきちんとした評価を行い，それが障害とならないように予防や対処を
行うこと。 

※地域がん診療連携拠点病院 
地域間の診療レベルの格差をなくし質の高いがん医療を提供するために，地域におけるがん診

療連携を推進する中核的な病院を指す。 
※二次救急医療 

入院治療を必要とする重症患者に対応した救急医療を指し，病院群輪番制病院などがこれに対
応する。 

※災害拠点病院 
災害時における初期救急医療体制の充実強化を図るための医療機関を指し，傷病者の受入れ拠

点になるための院内スペースの確保や，耐震構造，備蓄倉庫の整備などの指定要件がある。 
※第二種感染症指定医療機関 

ジフテリア，細菌性赤痢など，第二類に区分される感染症の患者を収容するための医療機関を
指し，二次医療圏ごとに１か所ずつ指定される。人口 30 万以上 100 万未満の場合，指定医療機
関の感染症病床は６床とされている。 

※へき地医療 
医療機関のない地域やそれに準ずる地区において，医療活動を継続的に実施できるように支援

することを指す。 
※外来化学療法 

 抗がん剤の投与によるがん治療を，入院せずに外来で通院しながら行えるようにした療法。 
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(ｵ) 増加が予想されるがん患者等に対し，終末期ケアを実施するため，緩和ケア

病棟を設置し，身体や精神症状の緩和に携わる医師および看護師等で構成する

チームで，適切な緩和ケアを提供します。 

  なお，緩和ケア病棟については，今後の国の動向や患者ニーズの状況などを

踏まえ，設計時にさらに精査します。 

(ｶ) 予防医療として，がん検診，人間ドック等の検診・健診を実施します。 

(ｷ) セカンドオピニオン※の実施体制を整備します。 

 

イ 脳卒中 

(ｱ) 神経内科を設置し，脳神経外科と神経内科が連携して，急性期の脳血管疾患

患者の病態に応じた専門的医療を適切に実施できる体制を整備します。 

(ｲ) 急性期からベッドサイド・リハビリテーション※を実施し，早期回復，早期

離床を図り患者の社会復帰を促進します。 

(ｳ) 早期離床後，継続してリハビリテーション医療や在宅医療が必要な患者に対

して，地域医療機関と連携し，適切な医療を受けることができるようにします。 

(ｴ) 脳ドックを実施し，脳血管疾患等の早期発見，早期治療の予防医療の充実を

図ります。 

(ｵ) 検診・健診を実施し，基礎疾患，危険因子の早期発見を行い，生活習慣改善

のためのきめ細かい健診指導を行います。 

 

ウ 急性心筋梗塞 

(ｱ) 循環器内科を中心として，急性心筋梗塞に適切に対応できる体制を整備しま

す。 

(ｲ) 急性期の心疾患リハビリテーション※を実施できる体制を整備します。 

(ｳ) 早期離床後，継続してリハビリテーション医療や在宅医療が必要な患者に対

して，地域医療機関と連携し，適切な医療を受けることができるようにします。 

(ｴ) 心臓血管外科領域の対応が必要な患者は，適切な医療機関に紹介します。 

(ｵ) 検診・健診を実施し，基礎疾患，危険因子の早期発見を行い，生活習慣改善

のためのきめ細かい健診指導を行います。 

 
 
 

 
※セカンドオピニオン 
  自分の診療内容あるいは診療方針について，担当医以外の第三者的な立場の医師に意見を求め
ること。 

※ベッドサイド・リハビリテーション 
入院患者の発症急性期や手術翌日から，病室のベッドサイドで行うリハビリテーション。 

※心疾患リハビリテーション 
 急性心筋梗塞や狭心症の患者などを対象に，身体作業能力を高め，ＱＯＬ(生活の質)の向上を
図るために，運動療法を中心として行うリハビリテーション。 
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エ 糖尿病 

(ｱ) 糖尿病の予防には，生活習慣の改善が重要であることから，健診指導を実施

するなどの充実を図ります。 

(ｲ) 院内標榜※として，糖尿病外来を設置し，専門的な医療提供体制の整備を目

指します。 

(ｳ) 医師，看護師等で構成するチームを組織し，糖尿病教育入院，糖尿病教室を

実施します。 

(ｴ) 糖尿病に対する専門的知識を有する医師により，的確に糖尿病昏睡等を判断

し，適切な治療を行います。 

(ｵ) 糖尿病による慢性合併症に対しては，内科，泌尿器科，眼科等が連携し，適

切な治療を行います。 

 

オ 救急医療 

(ｱ) 本市の中南部地域の二次救急医療の拠点として，脳卒中，心疾患および小児

疾患などの救急医療の充実を図ります。 

(ｲ) 救急患者の速やかな入院治療体制を確保するための病床を設置するとともに，

放射線部門，手術部門等，関係部署と連携し，円滑な治療のできる施設配置と

するなど，適切な医療を提供します。 

(ｳ) 全診療科の医師が内科系，外科系の当直に従事することができる体制を整備

します。 

  また，当直以外の診療科も，必要に応じてオンコール医師が対応します。 

 

カ 災害時における医療 

(ｱ) 災害拠点病院としての指定を目指し，災害発生時に被災地内の傷病者の受入

や搬出が可能な体制を整備します。 

(ｲ) 災害時を想定して，外来待合室などに患者収容可能なスペースを確保すると

ともに，医療ガス，吸引装置の配管を行い，災害時に対応できる設備を確保し

ます。 

(ｳ) 災害拠点病院として必要な備蓄庫を整備するとともに，航空法によるヘリコ

プターの飛行場外離着陸場※の基準を満たすスペースの確保に努めます。 

 

 

※院内標榜 
医療機関が標榜できる診療科名は，医療法施行令に規定されているが，これ以外に患者の受診

しやすさなどを考慮して，細分化された専門診療科名を院内で標榜すること。 
※飛行場外離着陸場 

航空機は，陸上にあっては空港等以外の場所で離着陸を行ってはならないが，航空法第 79 条
のただし書きにより，国土交通大臣の許可を得れば空港等以外の場所でも離着陸を行うことがで
きると定められており，これに沿って設置される離着陸場のことを指す。 
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キ へき地の医療（無医地区対応） 

新病院から附属医療施設へ診療応援ができる体制を整備します。 

なお，新病院において，医師数の充実を図り，高松市国民健康保険女木・男木

診療所との連携に努めます。 

 

ク 周産期医療※ 

(ｱ) 小児科との協力の下，通常分娩，ハイリスク分娩※への対応を行います。 

(ｲ) ＮＩＣＵ※は設置しませんが，一部のハイリスク分娩（低出生体重児娩出等）

に対しては，他医療機関との連携体制の下で対応します。 

 

ケ 小児医療（小児救急医療を含む。） 

(ｱ) 病院群輪番制※の下で，小児救急医療に対応します。 

(ｲ) 輪番日以外の小児科の時間外診療については，他の医療機関との連携の下で

対応します。 

 

コ 感染症医療 

市内唯一の第二種感染症指定医療機関として，二類感染症に対応した病床を設

置し，感染症患者への医療の充実を図ります。 

 

サ 精神科医療 

(ｱ) 精神病床は設置しませんが，精神科病院との連携を図る中で，外来診療を行

います。 

(ｲ) 入院を必要とする精神疾患を有する合併症の患者は，県と機能分担を協議す

る中で，一般病床の個室などで可能な範囲において対応します。 

 

 

 

※周産期医療 
妊娠 22 週から生後満７日未満までの期間を「周産期」といい，この期間には母体や胎児，新

生児の生命に関わる事態が発生する可能性があり，この周産期を含めた前後の期間における医
療。 

※ハイリスク分娩 
  母子の生命や健康に重大な影響を与える要因を伴う分娩を指す。妊娠 22週から 27週の早産や，

40 歳以上の初産婦，分娩前のＢＭＩ(肥満指数)が 35 以上の肥満女性の初産婦などの６疾患につ
いて，診療報酬上のハイリスク分娩加算が認められている。 

※ＮＩＣＵ 
Neonatal Intensive Care Unit の略。早産児や低出生体重児，あるいは何らかの疾患のある

新生児を管理・治療するための集中治療室。 
※病院群輪番制 

地域内の病院が共同して，輪番制方式により休日・夜間等における救急患者の入院治療を実施
する体制のこと。 
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シ 歯科口腔外科医療 

新たに歯科口腔外科の診療科を設置し，民間歯科診療所では対応困難な高次の

歯科治療，全身疾患を有する患者への歯科治療，交通事故などの歯科口腔外科領

域の治療を実施します。 

 

ス 教育・研修機能 

(ｱ) 臨床研修指定病院※として指導医師の確保や図書の充実など，必要な体制，

設備を整備します。 

(ｲ) 研修医のための住居の確保や研修医室の整備を図ります。 

(ｳ) 学生や薬剤師等の医療従事者，消防関係者等を対象に教育・研修を実施しま

す。 

 

セ 健康管理機能 

(ｱ) １日ドックを中心に，半日ドック，脳ドックなどを実施します。 

(ｲ) 市町が行うがん検診，特定健康診査※，予防接種，乳幼児健診，妊婦健診な

どに対応します。 

(ｳ) 必要に応じ，生活習慣改善のための指導まで取り入れた健診指導を行います。 

 

２ 附属医療施設 

塩江地区唯一の医療機関として地域医療を提供するとともに，高松市新病院の後方

医療を担当するため，次の医療機能の整備を図ります。 

 

  役割・機能 

⑴ 外来機能（歯科を含む。） 

ア 慢性期医療を中心に対応するとともに，温泉水を利用したリハビリテーション

のほか，歯科診療を行います。 

イ 現在実施している泌尿器科や皮膚科外来など専門外来については，地域のニー

ズや新病院での医師確保の状況による対応を図ります。 

ウ 地域のニーズが高い眼科等については，新病院の医師による応援体制や施設面

における計画を踏まえ，実施に努めます。 

 

※臨床研修指定病院 
研修医が卒後２年間，基本的な手技，知識（初期研修）を身につけるために籍を置く病院を指

し，厚生労働省の指定を受けた病院のみが研修医と雇用契約を結び受け入れることができる。一
般病床約 300 床以上，または年間入院患者実数が 3,000 人以上，必要な診療科が設置され各診療
科に指導医が配置されていることなどの指定要件がある。 

※特定健康診査 
平成 20 年４月から始まった生活習慣病予防のための新しい健診制度。メタボリックシンド  

ローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診で，40～74 歳の医療保険加入者が対象となる。 
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エ 往診や訪問診療など，在宅療養支援を行います。 

 

⑵ 入院機能（療養病床） 

ア 病床は療養病床とします。ただし，療養病床に関する今後の国の動向等により，

適切な対応に努めます。 

イ 温泉水を利用した温泉療法は，温熱等物理療法的な利用（温泉療法）を実施し

ます。 

ウ 急性期の患者は，新病院などへの紹介を原則としますが，附属医療施設での入

院が必要な場合は対応します。 

 

  ⑶ ４疾病※ 

ア 専門的ながん医療が必要な患者，脳卒中および心筋梗塞の急性期の患者は，新

病院などに積極的に紹介します。また，急性期を脱した患者は積極的に受け入れ

ます。 

イ がん疾患（肝がんや肺がんなど）を早期に発見できる体制の整備に努めます。 

ウ 急性期を脱した脳卒中および心筋梗塞の患者等に対しては，往診や訪問診療な

ど，在宅療養支援を行います。 

エ 糖尿病は，初期・安定期の治療（診断・指導等）のほか，外来で対応可能な慢

性合併症に対応します。 

 

⑷ 救急医療 

救急告示病院※としませんが，時間外については，当直医で対応可能な範囲で対

応します。 

 

⑸ 災害時における医療 

広域救護病院※として，災害時傷病者受入計画の作成や災害に備えた施設構造な 

ど，必要な体制・設備の整備に努めるとともに，県からの派遣要請に応えられるよ 

う，広域医療救護班を設置します。 
 

※４疾病 
 生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために，特に広範かつ継続的な医療の提供が必要
と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療または予防に係る事業に関する事項と
して，医療法施行規則第 30 条の 28 において，がん，脳卒中，急性心筋梗塞，糖尿病の４つの疾
病とされている。 

※救急告示病院 
 事故や突然の発症によって早急な治療が必要になった時の救急医療が可能で，県知事からの認
定・告示を受けている病院を指す。 

※広域救護病院 
 香川県地域防災計画において，知事が公的病院の中から二次保健医療圏ごとに２か所以上を指
定することとなっており，救護病院を設置することが困難な市町における重傷患者の収容と処置
および中等傷患者の処置，救護病院等で処置が困難な重傷患者の収容と処置などを行うこととな
っている。 
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⑹ へき地の医療（無医地区対応） 

通院が困難な患者への往診や訪問診療を実施し，へき地医療の充実を図ります。 

 

⑺ 訪問看護事業 

訪問看護ステーションを設置し，積極的に訪問看護事業を実施します。 
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Ⅲ 高松市新病院および附属医療施設の特徴 

 

１ 高松市新病院 

⑴ 患者本位の病院づくり 

ア インフォームドコンセント※の充実 

患者の納得が得られるよう，電子カルテ※等を活用するなど，分かりやすく説

明するとともに，患者・家族のプライバシーの保護に配慮した説明時の環境を整

備します。 

イ セカンドオピニオン機能の充実 

セカンドオピニオンの実施体制を整備します。 

ウ 患者アメニティの確保と患者プライバシーの保護 

病室は，４床室と個室（緩和ケア病棟は全室個室）の組み合わせを基本とし，

多床室は，アメニティを確保するとともに，プライバシーを保護できるよう配慮

します。 

エ ユニバーサルデザイン※の導入とバリアフリー化の推進 

ユニバーサルデザインやバリアフリーの考え方により，来院者の視点に

たって，段差が尐なく廊下等の通路幅を確保するなどの施設整備をします。 

オ 待ち時間対策の充実 

再診は原則として予約制とするとともに，呼び出し表示パネルによる診察順番

表示など，効率的で分かりやすいシステムを導入します。 

カ 保健・医療・福祉との連携 

(ｱ) 入院患者が安心して退院できるように地域医療機関等と連携し，在宅看護の

体制づくりなどの支援を行います。 

  また，患者家族の各種相談や情報の提供を行います。 

(ｲ) 新病院の施設を有効に活用し，講演会などを通じて，疾病予防や治療方法な

どに関する知識の普及，啓発を図ります。 

 

⑵ 情報化に対応した病院づくり 

ア 情報セキュリティの確保 

個人情報保護および患者プライバシー保護の観点から，診療情報データベース 

 

※インフォームドコンセント 
 医療現場において医師が事前に，患者に対し医療行為の方法などについての説明を行い，患者
の同意・承諾を得る行為のこと。 

※電子カルテ 
従来，医師や歯科医師が診療の経過を記入していた紙のカルテを電子的なシステムに置き換

え，電子情報として一括して編集・管理しデータベースに記録する仕組みのこと。 
※ユニバーサルデザイン 

年齢や障害の有無などに関わらず，最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにする
こと。 
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に対する適切なアクセス権を設定し，安全性の管理を徹底します。 

イ ＩＴ化の推進 

(ｱ) 電子カルテおよびオーダリングシステム※により，患者ごとの診療情報，検

査データ，画像情報の保管・管理のシステム化を図ります。 

(ｲ) 新病院と附属医療施設間をネットワーク化し，患者データや診療情報の共有

化を図れるシステムを構築します。 

(ｳ) かがわ遠隔医療ネットワーク（Ｋ－ＭＩＸ）に参画し，地域医療機関と連携

を図りながら遠隔診断等を行い，迅速で効率的な医療を提供します。 

 

⑶ 地域に開かれた病院づくり 

ア 地域医療機関との連携 

(ｱ) 地域医療機関との連携を積極的に推進し，地域医療支援病院※としての承認

に必要な紹介率等の達成を目指します。 

(ｲ) 開放病床※の確保，医療機器の共同利用，症例検討会の実施などにより地域

医療機関との連携を図ります。 

(ｳ) 地域医療機関等が安心して患者を紹介できるように，病院機能や診療体制，

手術件数，症例数など，有益な情報を積極的に提供します。 

(ｴ) 入院患者を逆紹介するために，検査結果や治療状況，転帰等の診療情報の提

供を迅速に行えるように院内の担当医師等との連携調整を図ります。 

イ 地域住民への施設開放 

多目的ホールなどを地域住民の活動に開放します。 

ウ ボランティア活動の受入れ  

入院患者の話し相手や患者向けの教養講座の講師，院内の案内や，車椅子の移

動の援助など，ボランティア活動の受け入れを進めます。 

エ 官・学連携の推進 

香川大学に，職員や医療関係者等を対象として，先進的な医療などに関する講

演会の講師を要請するなど，交流を深めます。 

 

 

※オーダリングシステム 
 診療現場で医師が直接パソコンを操作し，処方や検査予約のオーダを入力し，その内容が薬局
や検査等に伝達されるとともに会計にも利用されるシステム。 

※地域医療支援病院 
第一線の地域医療を担うかかりつけ医等を支援する能力を備え，地域医療の確保を図る病院と

して相応しい構造設備等を有する病院を指す。原則として 200 床以上の病院で，紹介患者中心の
医療を提供していることや，救急医療を提供する能力を有すること，建物・設備・機器等を地域
の医師等が利用できる体制を確保していることなどの承認要件がある。 

※開放病床 
 病床の一部を地域医療機関に開放し利用できるようにした病床を指し，地域のかかりつけ医が
自分の患者を入院させ，病院の担当医師と２人主治医制により患者の治療に当たる。 
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オ 医療・健康情報等の発信 

講習会や広報誌・ホームページの充実を図るなど，医療・健康情報等の提供を

行います。 

 

⑷ スタッフが働きやすく魅力ある病院づくり 

ア 医師確保とスタッフ研修の充実 

 (ｱ) 新病院の役割・機能を発揮するためには，医師の確保が重要であることから，

近隣の大学などに対し，医師の派遣を積極的に働きかけるほか，一般公募を実

施します。 

(ｲ) 医師の負担軽減のために，医師事務作業補助者を配置するなど，国の施策や

他病院の取組みなどを踏まえて適切に対応します。 

(ｳ) 女性医師，看護師等の医療スタッフが復職するための研修を行うなど，支援

に努めます。 

(ｴ) 医師や看護師等の確保のため，院内保育所を整備するとともに，医師住居の

確保など，働きやすい環境づくりを図ります。 

(ｵ) 医療スタッフの資質向上のため，学会等への参加促進のほか，院内図書室等

の施設整備など，研修の充実に努めます。 

イ スタッフの動線などに配慮した施設設備の整備 

施設配置は，各部門の効率的な機能連携や，医療機器の効率的な運用が可能な

配置とします。 

ウ 福利厚生の充実 

食堂，休憩室，仮眠室等の充実を図ります。 

 

⑸ 環境に配慮した病院づくり 

ア 地球温暖化防止への対応と省エネルギーの推進 

(ｱ) 太陽光発電や省エネルギー効果の高い設備を設置するなど省エネルギーを推

進します。 

(ｲ) 地下水や雤水を利用し，水の循環利用を推進します。 

イ 周辺街並みとの調和 

仏生山歴史街道からの景観や，周辺の街並みに配慮し，地域環境に調和した建

物の整備を目指します。 

 

⑹ 効率的経営ができる病院づくり 

ア 物品管理等の一元化 

(ｱ) 新病院・附属医療施設で使用される物品の購買管理情報を一元化し，使用品

目の標準化等を図り，診療材料等，適正な管理を図ります。 

(ｲ) 物品管理部門に中央倉庫を設置し，一般診療材料等の一元管理を行います。 
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イ 将来の変化への対応とライフサイクルコスト※の低減 

(ｱ) 将来の医療環境の変化に対応できるよう，柱スパンの長大化，耐震壁の適正

配置，主要配管の予備配管スペースの確保などを図ります。 

(ｲ) 建物の高断熱化，高気密化により空調負荷低減を図るほか，省電力・長寿命

の照明の採用など，エネルギー効率が良く，維持管理費が抑えられるような設

備を整備します。 

(ｳ) 経済性，耐久性に優れた，メンテナンスの容易な材料を使用します。 

ウ スタッフの意識改革 

全職員が，良質な医療の提供に取り組むとともに，医療情報システムを活用し

た経営分析データ等の分析結果を共有し，常に病院の経営を意識した活動ができ

るように，意識改革を徹底します。 

エ 効率的な病床管理  

混合病棟化により効率的な病床の運用を図るとともに，平均在院日数の短縮や

病床利用率の向上を図るため，効率的な病床管理を行います。 

 

⑺ 多様な患者ニーズに対応する病院づくり 

ア 病院機能評価※の推進 

（財）日本医療機能評価機構の病院機能評価に対応した運用計画，施設計画を

実施します。 

イ 患者ニーズへの対応 

(ｱ) 患者満足度調査を定期的に実施するなど，多様な患者ニーズの把握に努めま

す。 

(ｲ) 食堂，売店，ＡＴＭコーナーなどの利便施設・設備を整備します。 

 

２ 附属医療施設 

  ⑴ 患者本位の病院づくり 

ア インフォームドコンセントの充実 

患者の納得が得られるよう，電子カルテ等を活用するなど，分かりやすく説明

します。 

イ 患者アメニティの確保と患者プライバシーの保護 

(ｱ) 病室は，４床室，２床室と個室の組み合わせを基本とし，多床室は，アメニ

ティを確保するとともに，プライバシーを保護できるよう配慮します。 

 
※ライフサイクルコスト 

建物などの費用について，設計から竣工，運用を経て，修繕，解体処分するまでを建物の生涯
と定義して，その全期間に要するトータルの費用。 

※病院機能評価 
病院組織の運営と地域における役割，療養環境と患者サービスなどに関する項目について，第

三者評価機関としての（財）日本医療機能評価機構の審査を受け，一定の基準をクリアすれば認
定証が交付される。 
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(ｲ) 温泉水を利用した浴室を設置します。 

ウ ユニバーサルデザインの導入とバリアフリー化の推進 

ユニバーサルデザインやバリアフリーの考え方により，来院者の視点に  

たって，段差が尐なく廊下等の通路幅を確保するなどの施設整備をします。 

エ 保健・医療・福祉との連携 

入院患者が安心して退院できるように介護保険施設等と連携し，在宅看護の体

制づくりなどの支援を行います。 

また，患者家族の各種相談を行います。 

 

  ⑵ 情報化に対応した病院づくり 

ア 情報セキュリティの確保 

個人情報保護および患者プライバシー保護の観点から，診療情報データベース

に対する適切なアクセス権を設定し，安全性の管理を徹底します。 

イ ＩＴ化の推進 

電子カルテおよびオーダリングシステムにより，患者ごとの診療情報，検査 

データ，画像情報の保管・管理のシステム化を図ります。 

 

  ⑶ 地域に開かれた病院づくり 

ア 地域医療機関との連携 

(ｱ) 地域医療機関等が安心して患者を紹介できるように，病院機能や診療体制な

ど，有益な情報を積極的に提供します。 

(ｲ) 入院患者を逆紹介するために，検査結果や治療状況，転帰等の診療情報の提

供を迅速に行えるように院内の担当医師等との連携調整を図ります。 

イ ボランティア活動の受入れ 

入院患者の話し相手や院内の案内，車椅子の移動の援助など，ボランティア活

動の受け入れを進めます。 

ウ 官・学連携の推進 

香川大学に，職員や福祉施設職員等を対象として，慢性期医療などに関する講

演会の講師を要請するなど，交流を深めます。 

 

  ⑷ スタッフが働きやすく魅力ある病院づくり 

ア 医師確保とスタッフ研修の充実 

(ｱ) 附属医療施設近隣の居住を希望する医師を考慮し，住居の確保を検討します。 

(ｲ) 医療スタッフの資質向上のため，学会等への参加促進など，研修の充実に努

めます。 

イ スタッフの動線などに配慮した施設設備の整備 

施設配置は，各部門の効率的な機能連携や，医療機器の効率的な運用が可能な
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配置とします。 

ウ 福利厚生の充実 

休憩室等の諸室の充実を図ります。 

 

⑸ 環境に配慮した病院づくり 

ア 地球温暖化防止への対応と省エネルギーの推進 

(ｱ) 太陽光発電や省エネルギー効果の高い設備を設置するなど省エネルギーを推

進します。 

(ｲ) 地下水や雤水を利用し，水の循環利用を推進します。 

イ 周辺環境との調和 

森林，清流などの水と緑の自然環境に配慮した建物の整備を目指します。 

 

⑹ 効率的経営ができる病院づくり 

ア 物品管理等の一元化 

新病院・附属医療施設で使用される物品の購買管理情報を一元化し，使用品目

の標準化等を図ります。 

イ 将来の変化への対応とライフサイクルコストの低減 

(ｱ) 将来の医療環境の変化に対応できるよう，柱スパンの長大化，耐震壁の適正

配置，主要配管の予備配管スペースの確保などを図ります。 

(ｲ) 建物の高断熱化，高気密化により空調負荷低減を図るほか，省電力・長寿命

の照明の採用など，エネルギー効率が良く，維持管理費が抑えられるような設

備を整備します。 

(ｳ) 経済性，耐久性に優れた，メンテナンスの容易な材料を使用します。 

ウ スタッフの意識改革 

全職員が，良質な医療の提供に取り組むとともに，医療情報システムを活用し

た経営分析データ等の分析結果を共有し，常に病院の経営を意識した活動ができ

るように，意識改革を徹底します。 

 

 ⑺ 多様な患者ニーズに対応する病院づくり 

ア 病院機能評価の推進 

（財）日本医療機能評価機構の病院機能評価に対応した運用計画，施設計画を

実施します。 

イ 患者ニーズへの対応 

(ｱ) 患者満足度調査を定期的に実施するなど，多様な患者ニーズの把握に努めま

す。 

(ｲ) 売店，ＡＴＭコーナー，家族控室などの利便施設・設備の整備に努めます。 

(ｳ) 患者輸送バスを運行し，患者のニーズに応えます。 
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Ⅳ 診療科目 

 

１ 高松市新病院 

高松市新病院の診療科は，基本方針に従って４疾病５事業の推進のほか政策的医療

等を提供する必要があることや，本市の中南部地域における医療機関の診療科の状況

を踏まえ，次の２０診療科を基本とします。 

また，院内標榜として総合内科※，セカンドオピニオン外来，アレルギー外来，糖

尿病外来，心療内科外来のほか，従来，高松市民病院で実施してきた物忘れ外来等の

専門外来の適切な実施を目指します。 
 

     診療科の構成（基本計画時） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

※※印は，新設する診療科 
 

   高松市民病院および香川病院の診療科は現在の診療科を，また，高松市新病院の診療科は，
平成２０年４月１日施行による改正医療法施行令に基づく診療科を記載しています。 

 
※総合内科 

 どの診療科にかかればよいか分からない内科系の初診患者を総合的に診断し，各専門診療科に
患者を振り分けるための診療科。 

高松市民病院 香川病院  高松市新病院 

内科 内科 内科 

消化器科  消化器内科 

呼吸器科  呼吸器内科 

循環器科  循環器内科 

精神科  精神科 

神経科   

小児科 小児科 小児科 

外科 外科 外科 

整形外科 整形外科 整形外科 

脳神経外科  脳神経外科 

  神経内科※※ 

皮膚科  皮膚科 

泌尿器科  泌尿器科 

産科  産科 

婦人科  婦人科 

眼科 眼科 眼科 

耳鼻いんこう科 耳鼻いんこう科 耳鼻いんこう科 

リハビリテーション科 リハビリテーション科 リハビリテーション科 

放射線科  放射線科 

  歯科口腔外科※※ 

麻酔科  麻酔科 
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２ 附属医療施設 

附属医療施設の診療科は，塩江地区唯一の医療機関として地域医療の提供を行うと

ともに，高松市新病院の後方施設を担当する病院としての位置づけを踏まえ，次の５

診療科を基本とするとともに，往診や訪問診療など，在宅療養支援を行います。 

また，現在実施している泌尿器科や皮膚科外来など専門外来については，地域の 

ニーズや新病院での医師確保の状況による対応を図ります。 

地域のニーズが高い眼科等については，新病院の医師による応援体制や施設面にお

ける計画を踏まえ，実施に努めます。 

 

     診療科の構成（基本計画時） 

 

 

 

 

 

 

 

塩江病院  

 

附属医療施設 

内科 内科 

外科 外科 

整形外科 整形外科 

リハビリテーション科 リハビリテーション科 

歯科 歯科 
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Ⅴ 病床規模等 

 

１ 高松市新病院 

 

⑴ 年間想定新入院患者数 

平成３２年における新病院の年間想定新入院患者数は，６，７３４人を想定しま

す。 

 

平成３２年における新病院の年間想定新入院患者数は，平成３２年における本市

の年間想定新入院患者数(※１)をベースに，高松市新病院のシェア率や移転効果に

伴う患者の増加率，市外患者割合を勘案し推計しました。 

 

高松市新病院のシェア ※２ ９．８５％ 

移転効果に伴う患者の増加率 ※３ １１．００％ 

市外患者割合 ※４ １１．８０％ 

    ※１ 年齢階級別人口当たりの新入院患者数（平成１７年患者調査（厚生労働省））に将

来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所  平成２０年１２月推計）を乗

じて推計。その結果，平成３２年における本市の年間想定新入院患者数は， 

      ５４，９９０人となる。 

    ※２ 患者調査と同時期の高松市民病院および香川病院の新入院患者数が，高松市内にあ

る病院の新入院患者数に占める割合（シェア）から推計。 

    ※３ ハフモデル（事前に集客力などの予測を行うためのモデル式）を利用して推計。 

    ※４ 患者調査と同時期の高松市民病院および香川病院の，市外からの患者数から推計。 

       

⑵ １日当たり想定外来患者数 

    ８５０人程度を想定します。 

   

感染症病床を除く高松市新病院の１日当たりの入院患者数（３０２人）に，

３００床以上４００床未満の自治体病院の外来患者数と入院患者数の比率 

２．５５（平成１９年度地方公営企業年鑑）を乗じ，これに移転効果に伴う患者の

増加率１１％を勘案し推計した場合，８５０人程度となります。 
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⑶ 病床数 

                                     （床） 

病床区分 
高松市民 
病院…Ａ 

香川病院
…Ｂ 

合計…Ｃ 
(Ａ＋Ｂ) 

新病院 
…Ｄ 

差引 
(Ｄ－Ｃ) 

一般病床 ３４１ １２６ ４６７ ３５０程度 △１１７程度 

 

一般病棟 ３１１ １２６ ４３７ ３３０程度 △１０７程度 

緩和ケア病棟 ０ ０ ０ ２０程度 ２０程度 

人間ドック ３０ ０ ３０    ０  △３０ 

精神病床 ７０ ０ ７０    ０  △７０ 

感染症病床 ６ ０ ６    ６    ０ 

合計 ４１７ １２６ ５４３ ３６０程度 △１８３程度 

 

なお，病床数および病棟構成は，平均在院日数の短縮化の動向などを見極め， 設

計時にさらに精査します。 

 

現段階で，病床数は，次の方法で推計しました。 

 

ア 一般病棟の病床数 

一般病棟の病床数は，年間想定新入院患者数，平均在院日数，病床利用率から

推計します。 

 (ｱ) 平均在院日数 

 香川県および高松市内の一般病床や，全国のＤＰＣ※（診断群分類包括評価）

対象病院および準備病院，３００床以上４００床未満の自治体病院の一般病床

の平均在院日数を参考に，現在の状況（平成２０年度の高松市民病院の平均在

院日数２０．３日）や短縮化の傾向等を勘案し，平成３２年における平均在院

日数の目標値を１５日とします。 

 

  香川県および高松市内の一般病床の平均在院日数の推移        （日） 

 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 

香川県 ２１．５ ２１．１ ２０．７ ２０．４ １９．８ 

高松市 １８．９ １８．６ １７．９ １８．９ １８．５ 

   出典：病院報告（厚生労働省） 

 

※ＤＰＣ 
 Diagnosis Procedure Combination の略。診断群分類包括評価。入院患者の診療報酬額につい
て，従来の出来高払いではなく，診断群分類に従った定額払いをする包括評価制度。 
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  全国のＤＰＣ対象病院および準備病院の平均在院日数         （日） 

 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 

平成１５年度ＤＰＣ対象病院 １８．３ １７．４ １６．８ １６．２ 

平成１６年度ＤＰＣ対象病院 １５．２ １４．８ １４．６ １４．３ 

平成１８年度ＤＰＣ対象病院 １５．５ １４．５ １４．５ １４．２ 

平成２０年度ＤＰＣ対象病院  １５．４ １５．０ １４．２ 

平成１８，１９年度ＤＰＣ 

準備病院 
  １５．４ １５．０ 

平成２０年度ＤＰＣ準備病院    １５．６ 

     出典：平成２０年度「ＤＰＣ導入の影響評価に関する調査結果および評価」最終 

       報告概要 

    ※ 高松市民病院は，平成１９年度ＤＰＣ準備病院となり，平成２１年７月から

ＤＰＣ対象病院となっている。 

 

  自治体病院の一般病床の平均在院日数                （日） 

 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 

300床以上

400床未満 
１９．２ １８．９ １８．６ １７．９ １６．４ 

     出典：地方公営企業年鑑 

 

(ｲ) 病床利用率 

平成１９年度の高松市民病院の病床利用率（一般病床）は８０．１％，平成 

２０年度は７５．７％となっています。 

３００床以上４００床未満の自治体病院（一般病床）の病床利用率や黒字病院

の病床利用率を勘案して推計し，平成３２年における高松市新病院の病床利用率

の目標値を８５％としました。 
 

        ３００床以上４００床未満の自治体病院（一般病床）の病床利用率の推移 （％） 

 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 

平均 ８４．８ ８３．１ ８２．０ ７７．９ ７５．４ 

(うち黒字病院) （８５．４） （８６．３） （８６．７） （８４．７） （８０．３） 

     出典：地方公営企業年鑑 
 

この結果，一般病棟の病床数は，平均在院日数を１５日，病床利用率を８５％

として算出すると，３２６床程度の病床数が必要となります。 

このため，看護基準※を現行の１０対１を基本とすると，看護師数の配置から 
 
※看護基準 

 １人の看護職員を入院患者何人に対して配置しているかを表す基準で，入院患者７人に対して
看護職員１人(７対１)や，入院患者 10 人に対して看護職員１人(10 対１)等の基準がある。 
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１病棟当たり５３床程度が効率的であり，一般病棟の病床数は３２０床程度に，

重篤な状態の患者への対応に必要なＩＣＵ※の病床数として，現在の高松市民病

院と同程度の８床を加えた３３０床程度とします。 

平成３２年における年間想定新入院患者数 Ａ ６，７３４人 

目標とする平均在院日数 Ｂ １５日 

目標とする病床利用率 Ｃ ８５％ 

病床数 Ａ×Ｂ÷３６５÷Ｃ ３２６床程度 

病床数 ３３０床程度 

 

イ 緩和ケア病棟の病床数 

高松市新病院は，地域がん診療連携拠点病院の指定を目指し，がん医療に積極

的に取り組むこととしていることや，地域におけるがん死亡者数および将来の死

亡者数の推計などに基づく試算等により，緩和ケアに対する需要は増加すると考

えられること，また，医療スタッフの効率的な配置や新県立中央病院において 

１５床程度を整備する計画があることを勘案し，緩和ケア病棟の病床数を２０床

程度とします。 

 

    高松医療圏の推計したがん死亡者数および緩和ケア病床の必要数 

 
推計したがん 

死亡者数（人） 

緩和ケア病床の 

必要数（床） 

平成１７年 １，１８６ ２６ 

平成３２年 １，６２５ ３６ 

※ 推計したがん死亡者数は，平成１７年患者調査（厚生労働省）から推計。 

※ 緩和ケア病床で死亡する患者の割合は１５％（緩和ケア（ホスピスケア）施設の地域

的整備計画に関する研究 松本啓俊 日本建築学会計画系論文集 第４８８号 １３１

－１４０ １９９６年１０月），平均在院日数は約４４日（平成１７年患者調査（厚生労

働省））で推計。 

 

ウ 感染症病床 

二類感染症の患者の入院を担当する医療機関として，香川県感染症予防計画に

定める６床とします。 

 

 

 

※ＩＣＵ 
Intensive Care Unit の略。重症患者を収容・管理し，集中的に治療を行う集中治療室のこと。 
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２ 附属医療施設 

 

⑴ 年間想定新入院患者数 

平成３２年における附属医療施設の年間想定新入院患者数は，２１１人を想定し

ます。 

 

介護療養病床は，健康保険法等の一部を改正する法律に基づき，平成２３年度末

をもって廃止されることになっていることから，附属医療施設の入院対象患者数は，

医療療養病床のみを想定します。 

平成３２年における附属医療施設の年間想定新入院患者数は，高松市新病院と同

様の手順で推計しました。 

平成３２年における本市の年間想定新入院患者数 

（精神病床を除く。） 
５４，９９０人 

附属医療施設のシェア ※１ ０．３２％ 

市外患者割合 ※２ １６．６％ 

  ※１ 患者調査と同時期の塩江病院の新入院患者数が，高松市内にある病院の新入院患者

数に占める割合（シェア）から推計。 

  ※２ 患者調査と同時期の塩江病院の，市外からの患者数から推計。 

 

⑵ １日当たり想定外来患者数 

１２０人程度を想定します。 

 

附属医療施設の１日当たり外来患者数は，平成２０年度の塩江病院の１日平均外

来患者数９９人に，医師数が，現行の４人から，同規模自治体病院の医師平均の５

人になると想定して推計しました。 

 

⑶ 病床数 

                                        （床） 

病床区分 塩江病院…Ｅ 附属医療施設…Ｆ 差引(Ｆ－Ｅ) 

医療療養型病床 ６７ ６０程度 △７程度 

介護療養型病床 ２０        ０     △２０ 

合計 ８７ ６０程度 △２７程度 

 

病床数は，年間想定新入院患者数，平均在院日数，病床利用率から推計します。 
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ア 平均在院日数 

平成２０年度の塩江病院の平均在院日数は，医療および介護療養病床の合計で

約１２０日，医療療養病床で約９０日となっており，香川県，高松市内病院の療

養病床の平均値より短くなっています。 

附属医療施設の平均在院日数は，地域性から，対象患者が大きく変化しないこ

とから，現状の医療療養病床の平均在院日数約９０日を目標値とします。 

 

 香川県および高松市内の療養病床の平均在院日数の推移        （日） 

 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 

香川県 １９９ １９４ １８５ １８９ １９４ 

高松市 １９０ １８１ １６２ １９４ ２０３ 

  出典：病院報告（厚生労働省） 

 

イ 病床利用率 

平成１９年度の塩江病院の医療および介護療養病床を合計した病床利用率は

７７．７％，平成２０年度は７５．９％となっており，次の表で記載している香

川県，高松市の病院の療養病床の平均値より低くなっています。 

しかしながら，附属医療施設が高松市新病院の後方医療病院として連携を強化

することや，個室の増加等の施設整備を図ることなどにより，他の病院の平均値

である９０％を目標値とします。 

 

 香川県および高松市内の医療療養病床の病床利用率の推移        （％） 

 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年 

香川県 ９０．５ ９０．７ ９０．１ ８９．９ ８８．１ 

高松市 ８９．１ ８９．９ ８９．２ ８８．７ ８６．８ 

 出典：病院報告（厚生労働省） 

この結果，病床数（医療療養病床）は，平均在院日数を９０日，病床利用率を

９０％として算出すると，５８床程度の病床数が必要となります。 

附属医療施設は，高松市新病院の後方病院としての機能を担うことも踏まえ必

要病床数を６０床程度とします。ただし，療養病床に関する今後の国の動向等に

より，適切な対応に努めます。 

平成３２年における年間想定新入院患者数 Ａ ２１１人 

目標とする平均在院日数 Ｂ ９０日 

目標とする病床利用率 Ｃ ９０％ 

病床数 Ａ×Ｂ÷３６５÷Ｃ ５８床程度 

病床数 ６０床程度 
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Ⅵ 部門別計画 

 

１ 高松市新病院 

⑴ 外来部門 

ア 基本方針 

本市の中南部地域の医療機関では対応が困難な患者の診療に重点を置き，同地

域における地域医療連携の中心的役割を担います。 

また，地域医療機関との連携の下，紹介率の向上を図ります。 

予約制等を推進し，診察待ち時間の短縮に努めます。 

また，分かりやすい患者動線を確保するとともに，ユニバーサルデザインなど

の考え方も取り入れた，開放的で明るいエリアとするほか，プライバシーの保護

や感染防止に努めます。 

スタッフの動線や物流動線を考慮して，作業しやすい環境を整備します。 

災害時の患者収容のための広い空間を確保します。 

また，救急に対応するための設備を確保します。 

イ 機能 

    (ｱ) 診療科目 

内科，消化器内科，呼吸器内科，循環器内科，精神科，小児科，外科，整形

外科，脳神経外科，神経内科，皮膚科，泌尿器科，産科，婦人科，眼科，耳鼻

いんこう科，リハビリテーション科，放射線科，歯科口腔外科，麻酔科の２０

診療科を基本とします。 

    (ｲ) 診療体制  

ａ 診療科の構成・配置 

各診療科は，内科系や外科系など，関連する診療科ごとにまとめて診察室

を配置し，患者にとって受診しやすい体制を整備します。 

診療科のブロック構成は，次の内容を基本とします。 

      ・内科系：内科，消化器内科，呼吸器内科，循環器内科 

      ・脳神経系：脳神経外科 

      ・外科系：外科，整形外科，泌尿器科，リハビリテーション科，麻酔科（ペ

インクリニック） 

      ・周産期系：産科，婦人科 

      ・小児系：小児科 

      ・感覚器系：眼科，耳鼻いんこう科，皮膚科，歯科口腔外科 

      ・精神疾患系：精神科 

      神経内科は，内科系または脳神経外科系に配置します。 

      放射線科は，放射線部門に配置します。 
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ｂ 処置 

輸液療法，点滴，輸血などの処置は，中央処置室で集中して行います。 

ｃ 外来化学療法 

抗がん剤治療を行う外来化学療法は，無菌調製室に隣接した外来化学療法

室で行います。 

ウ 運用 

     (ｱ) 実施体制 

外来の診察日・診察時間などは，周辺の医療機関の状況等を踏まえて決定し

ます。 

    (ｲ) 診療予約制 

再診は原則として予約制とし，各診療科の担当医師ごとに予約日と予約時間

を設定します。 

(ｳ) 患者の受付等 

ａ 総合案内 

総合案内で受診科の相談，受診方法の説明，院内施設の案内，手助けが必

要な患者の介助応援の連絡等を行います。 

ｂ 総合受付 

総合受付で初診受付（紹介患者受付含む），再診受付，計算・会計，文書の

交付等を行います。 

ｃ 診療科の受付 

診療科の受付は，ブロックごとに設置したブロック受付※で行います。 

ｄ 検査等の受付 

検査，放射線，内視鏡などの受付は，それぞれの部門受付で行います。 

ｅ 計算・会計の受付 

計算・会計は，原則として総合受付の計算窓口と会計窓口で行います。 

(ｴ) 患者の待ち時間対策 

外来患者の待ち時間を短縮するため，呼び出し表示パネルによる診察順番表

示などの効率的で分かりやすいシステムを導入するとともに，診療費自動支払

機を設置します。 

エ 施設 

来院者が利用する諸室は，利便性に配慮して，エントランスからの動線が分か

りやすく短くなるよう，またユニバーサルデザインを考慮して配置するとともに，

診察室にスタッフ専用通路を確保するなど，スタッフの動線や物流動線を考慮し 

 
 

※ブロック受付 
外来の受付形態の一つで，内科系や外科系，小児科と産婦人科など，関連性のある診療科の診

察室をそれぞれひと固まりのブロック単位にまとめ，そのブロックごとに受付を配置することを
指す。 
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た配置とします。 

災害時を想定して，外来待合室などに患者収容可能なスペースを確保するとと

もに，医療ガス，吸引装置の配管を行い，災害時に対応できる設備を確保します。 

 

⑵ 入院部門 

ア 基本方針 

本市の中南部地域における中核的な医療機関として，地域医療機関との連携を

図るとともに，高度で専門的な急性期入院医療サービスを提供します。 

病棟構成は，臓器別センター，共用病棟を考慮するとともに，個室の確保に努

めることで，患者の選択や医療上の必要性に対応しやすいものとします。 

また，平均在院日数の短縮を進めつつ，病床利用率の向上を図るため，効率の

よい病床管理が行いやすい病室構成とするとともに，診療面，患者アメニティの

面から必要な諸室を配置します。 

病棟は，分かりやすい患者動線を確保するとともに，患者や家族等が安心して

利用できるユニバーサルデザインなどの考え方も取り入れた，開放的で明るいエ

リアとします。 

また，プライバシーの保護や感染防止に努めます。 

スタッフの動線や物流動線を考慮して，作業しやすい環境を整備します。 

イ 機能 

(ｱ) 病床数 

一般病床３５０床程度（一般病棟３３０床程度，緩和ケア病棟２０床程度），

感染症病床６床の合計３６０床程度を整備します。 

(ｲ) 病棟構成 

一般病棟は，１病棟５３床程度を基本とし，救急患者，精神疾患を有する合

併症の患者および重篤な状態の患者への対応のほか，臓器別センター的な診療

機能および診療科の特性を考慮した病棟構成とします。 

(ｳ) 病室構成 

病室は，４床室と個室の組み合わせを基本とし，個室の割合は５０％（差額

室料を徴する病室は３０％以内）程度とします。 

特別室は，２病棟に１室程度の設置を基本とします。 

また，緩和ケア病棟は全室個室とします。 

(ｴ) 病室の設備 

多床室および差額室料を徴しない個室に洗面台を設置し，差額室料を徴する

個室には洗面台とトイレを設置します。 

特別室は，洗面台，トイレとシャワーを設置します。 

(ｵ) その他 

各病棟にデイルーム兹食堂を配置します。 
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病棟トイレは分散型とし，車椅子やオストメイト※対応のトイレを確保しま

す。 

ウ 運用 

病棟は混合病棟を基本とし，ＤＰＣを前提に，平均在院日数の短縮や病床利用

率の向上を図るため，効率的な入退院管理を行います。 

患者のプライバシー保護や感染防止対策などにより，安心安全な運用を図りま

す。 

エ 施設 

病棟は，療養環境に配慮し，患者や家族にとって分かりやすく利用しやすい配

置とします。 

重症個室，陰圧室※，無菌室などの特殊な病室は，各病棟の需要に応じて整備

します。 

経過観察室の配置は，スタッフステーションの位置を考慮して決定します。 

フロアごとの病棟は，手術部門やＩＣＵとの動線に考慮した配置とし，緩和ケ

ア病棟は，特に療養環境に配慮した配置とします。 

 

⑶ 救急部門 

ア 基本方針 

二次救急医療機関の中核施設の一つとして，救急医療に対して積極的な役割を

担います。 

イ 機能 

(ｱ) 対象患者 

外来診療で対応可能な比較的軽症の患者で時間外に来院した患者，入院治療

を必要とする重症の救急患者を対象とします。 

(ｲ) 診療体制 

診療時間内は，各診療科の医師が対応します。 

時間外は，全診療科の医師が内科系，外科系の当直に従事し，当直医が対応

します。 

また，当直以外の診療科も，必要に応じてオンコール※医師が対応します。 

 

 

※オストメイト 
 直腸がんや膀胱がんなどにより，臓器に機能障害を負い，腹部に人工肛門（ストーマ）を造設
した人のこと。 

※陰圧室 
病原菌などが外に洩れないように気圧を低くした病室のこと。感染症の二次感染のリスクを低

減させるためなどに使用する。 
※オンコール 

 自宅等に待機して，緊急時に呼び出せる状況にあること。 
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(ｳ) 病床の確保 

救急患者の速やかな入院治療を行うための病床を確保します。 

(ｴ) 診察室・処置室等 

救急外来の診察室（処置室含む），患者の状態を見守るための経過観察室を

設置し，患者の病態に適切に対応します。 

(ｵ) 検査 

救急患者の検査は，放射線，検査部門に緊急検査を依頼して行います。 

ウ 運用 

(ｱ) 実施体制 

救急診療には，臨床研修医も含めて全ての医師が対応します。 

また，救急看護や小児救急看護などの認定看護師※の配置を目指します。 

事務当直については，職員の安全面や患者の利便性に配慮した体制で対応し

ます。 

(ｲ) 受付・会計 

時間内の会計は，原則として外来の計算・会計窓口で行います。 

時間外の会計は，原則として預かり金制としますが，休日・夜間も含めて

２４時間会計処理できる体制の整備に努めます。 

(ｳ) 薬剤の処方 

時間内の処方は院外処方を基本とし，時間外は院内調剤とし当直の薬剤師が

対応します。 

エ 施設 

救急外来は，外科・整形外科・脳神経外科・内科などの主要な診療科の診察室

のほか，放射線部門や手術部門等と連携し，円滑な治療のできる施設配置としま

す。 

また，緊急連絡ボタンや防犯カメラの設置など，安全性に配慮した施設設備と

します。 

 

⑷ 検診部門 

ア 基本方針 

疾病の早期発見と早期治療という二次予防に加えて，生活習慣を積極的に改善

させ，健康増進に努める一次予防が極めて重要であると考え，がん検診事業に加

え，生活習慣改善のための指導までも取り入れた健診指導を提供し，人間ドック・

脳ドックや企業健診も効率よく実施します。 

 

※認定看護師 
日本看護協会の認定看護師認定審査に合格し，特定の看護分野において熟練した看護技術と知

識を有すると認められた看護師を指す。 
平成 21 年９月現在，特定の認定看護分野として救急看護，緩和医療，がん化学療法看護など

の 19 分野がある。 
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イ 機能 

(ｱ) 検診内容 

１日ドックを中心に，半日ドック，脳ドック，職員健康診断，企業健診など

を実施します。 

市町が行うがん検診，特定健康診査，予防接種，乳幼児健診，妊婦健診など

は，外来での実施も含め対応します。 

(ｲ) 検診機能 

検診部門では，身体測定，視力，血圧，眼圧・眼底，聴力，肺機能，心電図，

胸部Ｘ線などを実施し，その他の検査は，検査部門や放射線部門，内視鏡部門

などで実施します。 

ウ 運用 

(ｱ) 実施体制 

ａ 受付 

検診部門に専用の受付，待合を設置し専任のスタッフを配置します。 

ｂ 検査 

採血・採尿室を設置し，採取した検体（尿，血液）は検査部門に搬送して

検査を行います。 

ｃ 診察 

検診部門の診察室で検診担当医師が行います。 

婦人科検診は，外来の婦人科診察室で行います。 

ｄ 教育指導 

栄養指導や生活指導が必要な場合は，管理栄養士などが行います。 

(ｲ) 検診システム 

受診者情報および検査データ等の取り込み，結果報告書の自動作成等が行え

る検診システムを導入し，診療部門の患者データとの共有化や電子カルテシス

テム等との連携を図ります。 

エ 施設 

諸室は，外来患者の受付，待合と動線が交錯しないように配慮するとともに，

受診者の検査する動線が短くなるよう配置します。 

 

⑸ 手術部門 

ア 基本方針 

常に外科的治療に対応できる施設環境と体制を備えるとともに，手術室および

周辺附属諸室の区域管理に十分留意し，院内感染の防止を図ります。 

また，手術部スタッフを中心とする運用動線を考慮した配置とするとともに，

スタッフの健康，学習環境およびアメニティを重視します。 

運用面では，医療情報システム等を積極的に活用し，医師による手術や麻酔業
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務が的確・迅速に行われるよう支援するとともに，手術スケジュールや麻酔記録

などの管理業務を円滑に行い，安全性かつ効率性の高い運営を行います。 

同時に，日帰り手術（デイサージャリー）を積極的に実施します。 

イ 機能 

(ｱ) 想定件数 

１日当たりの手術件数は７件を想定します。 

(ｲ) 手術室数 

手術室は６室を基本とし，適正なクリーン度を確保します。 

(ｳ) ＩＣＵ等 

手術室に隣接してＩＣＵ８床と，ＰＡＣＵ※（回復室）２床を設置し，回復

室は日帰り手術の患者の回復用としても利用します。 

ウ 運用 

   (ｱ) 実施体制 

予約手術は，各診療科の手術スケジュールに基づき実施し，時間内の緊急手

術は予約状況を調整し優先的に実施します。 

日帰り手術は，手術室を固定せず柔軟に運用し，実施します。 

(ｲ) 患者搬送 

最新の感染管理基準に基づき，手術室でも履物を替える必要のない「１足制」

として，患者の手術室への入室も，歩行または（病棟からの）ベッドによる直

接入室方式とします。 

(ｳ) ＩＣＵの実施体制 

特定集中治療室管理料の施設基準※を満たす設備・構造や，医師・看護師の

配置に努めます。 

エ 施設 

諸室は，ＩＣＵと同一フロアに隣接して配置し，救急外来と上下階をエレベー

タで結ぶなど，救急患者の緊急手術に対応できる配置とします。 

また，手術部門と滅菌部門は，効率的な器材等の供給・回収ができる配置とし

ます。 

 

 

 

 

※ＰＡＣＵ 
Post Anesthesia Care Unit の略。回復室，麻酔覚醒室，術後回復室などという。手術後の患

者が麻酔から覚醒するなど，病室に戻るまでに一時的に療養するための部屋。 
※施設基準 

医療法で定める医療機関および医師等の基準のほかに，保険診療の一部について医療機関の機
能や設備，診療体制等の基準を定めることにより，安全面やサービス面等を評価したもの。特定
集中治療室管理料の施設基準としては，専任の医師が常駐していることや，治療室の広さが１床
当たり 15 ㎡以上であることなどがある。 
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⑹ 看護部門 

ア 基本方針 

多様な患者のニーズに対応できるよう，高い精神性と看護技術，専門性を身に

つけた看護師を育成し，安全で安心な看護を提供します。 

また，医師，コメディカル※と協働し，予防医療や地域連携の分野でも，主体

的な役割を果たします。 

イ 機能 

(ｱ) 看護方針 

個々の患者に対して，担当看護師が入院から退院まで責任を持って受け持つ 

体制とします。 

(ｲ) 看護体制 

病棟の看護体制は１０対１を基本とし，原則として３交代制とします。 

なお，地域がん診療連携拠点病院等の充実した医療体制を図る中で，看護体

制７対１も視野に入れて検討します。 

(ｳ) 教育・研修 

質の高い人材の育成を図り，特定分野のスペシャリストとして認定看護師の

育成に努めるほか，看護学生などの実務実習・研修を実施します。 

ウ 運用 

よりよい看護を提供するため，実践や教育を通し，看護研究を行い，知識を深

めるとともに，院外へ論文を投稿するなど，看護の質の向上を図ります。 

エ 施設 

諸室は，患者や家族に対し，看護，事務の総合的な対応を迅速に行うため，管

理部門のフロアに配置します。 

 

⑺  検査部門 

ア 基本方針 

検査業務の自動化・システム化により業務の省力化・効率化を図り，迅速かつ

正確なデータの提供に努めます。 

術中迅速検査，組織検査などの病理検査に対応し，病理解剖および臨床病   

理検討会（ＣＰＣ※）を実施する体制を整備します。  

 

 

※コメディカル 
 医師・看護師以外の医療従事者で，薬剤師，臨床検査技師，診療放射線技師，理学療法士，作
業療法士，言語聴覚士，管理栄養士，臨床工学技士，医療ソーシャルワーカーなどを指す。 

※ＣＰＣ 
 Clinico-Pathological Conference の略。臨床医と病理医で行われる症例検討会のこと。症例
の診断・治療を担当した臨床医から症例経過を提示し，臨床上の問題点について討論し，次に病
理医が病理解剖結果を提示し，臨床上の問題点に対する病理側の見解が示され，臨床経過と照合
しながら参加者全員で討議し症例の総括を行う。 
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輸血管理業務を一元化し，安全かつ迅速な輸血体制を確立します。 

生理検査では，循環器系疾患等の高度医療に対応できるよう，業務の充実を図

ります。 

イ 機能 

(ｱ) 検体検査 

一般，生化学・血清，血液，輸血の各検査機能を，検体検査室内に集約して

配置し，業務の効率化を図ります。 

(ｲ) 輸血検査 

自動輸血システムにより，不規則抗体，交差試験，血液型検査の自動化や安

全な輸血体制を確立します。 

(ｳ) 微生物（細菌）検査 

適切な空調管理を行うなど，感染防止を考慮した構造，設備とします。 

(ｴ) 生理検査 

心電図，呼吸機能，脳波などの生理機能検査を実施します。 

(ｵ) 病理検査 

通常の病理組織・細胞診検査をはじめ，術中迅速病理組織・細胞診検査を実

施します。 

ウ 運用 

    (ｱ) 採血・採尿 

外来患者の採血・採尿は，中央採血・採尿室で行い，入院患者の採血は病棟

で行います。 

    (ｲ) 検査の報告 

迅速報告に努めます。 

また，検査結果をはじめ，画像情報，病理診断・所見などは，電子カルテ上

で参照できるシステムとします。 

(ｳ) 緊急検査 

２４時間体制とし，時間外の検査は，当直技師が対応します。 

    (ｴ) 輸血管理 

血液製剤の購入・在庫・使用を一元的に管理し，血液製剤に関する記録を保

管・管理します。 

    (ｵ) 微生物（細菌）検査 

迅速検査法などにより病原体検査の迅速化を図るとともに，感染防止対策に

役立てます。 

    (ｶ) 生理検査 

循環器系疾患等の高度医療に対応できるように，診断や治療に有用な検査を

実施します。 

   (ｷ) 病理検査 
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病理解剖およびＣＰＣを実施するほか，各診療科と連携し症例検討を実施し

ます。 

(ｸ) 検体の搬送 

救急，中央採血・採尿室，病棟などからの検体の搬送は，人手を基本としま

すが，時間外や緊急時のために迅速で効果的なシステムの構築に努めます。 

(ｹ) 試薬管理 

試薬の管理は，検査部門で行います。 

エ 施設 

一般，生化学・血清，血液，輸血検査の検査室と微生物（細菌）検査室を集約

し，同一フロアでの配置を基本とします。 

中央採血・採尿室と検査室は，救急や外来の患者の動線に配慮し，隣接して配

置します。 

病理検査室は，術中検査に対応するために手術部門に隣接して配置します。 

 

⑻ 放射線部門 

ア 基本方針 

画像診断として，一般撮影，血管造影撮影，コンピュータ断層撮影（ＣＴ※），

磁気共鳴断層撮影（ＭＲＩ※），核医学検査および超音波検査等を行います。 

また，がん治療に対応する放射線治療部門を設置するとともに，放射線部門全

体における放射線管理を適切に行います。 

さらに，放射線部門と救急医療，ＩＣＵ，手術部門との間において，迅速な情

報伝達を実施するシステムを整備します。 

イ 機能 

(ｱ) 画像診断 

     ａ 一般撮影 

胸部Ｘ線撮影装置，骨部Ｘ線撮影装置，乳房用Ｘ線撮影装置，消化器・外

科用Ｘ線テレビ撮影装置，泌尿器用Ｘ線テレビ撮影装置，骨密度測定装置を

設置します。 

     ｂ コンピュータ断層撮影 

ＣＴ装置を設置します。 

     ｃ 磁気共鳴断層撮影 

ＭＲＩ装置を設置します。 

以上のような機器を整備し，画像診断の充実を図ります。 

 

※ＣＴ 
 Computed Tomography の略。人体のある断面を映像化し，病変などを検査する装置。 

※ＭＲＩ 
 Magnetic Resonance Imaging の略。核磁気共鳴画像法。核磁気共鳴の物理現象を応用して，生
体内の内部情報を画像化する方法，装置。 
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(ｲ) 核医学診断 

ガンマ・カメラ※（ＳＰＥＣＴ※-ＣＴ）を設置し，核医学診断の充実を図り

ます。 

(ｳ) 放射線治療 

ライナック（リニアック）※を設置し，放射線治療の充実を図ります。 

(ｴ) 超音波検査 

超音波装置を設置し，超音波検査の充実を図ります。 

(ｵ) 他科・他部門の専用装置 

泌尿器科に体外衝撃波結石破砕装置（ＥＳＷＬ※），歯科口腔外科に歯科用パ

ノラマ撮影装置およびデンタル撮影装置，手術室に血管造影撮影装置（アンギ

オ※）のほか，ポータブルのＸ線テレビ※装置，Ｘ線撮影装置，ＤＳＡ※装置，

検診部門に胸部Ｘ線撮影装置を設置します。 

ウ 運用 

(ｱ) 実施体制 

放射線科医師のもとで，各診療科と協力してカンファレンス※を実施し，画

像診断の精度向上を図ります。 

 
 

※ガンマ・カメラ 
 放射性医薬品（ＲＩ）を人体に投与し，その分布状態を体外から検出しコンピュータを使用し
て，脳，心臓，肺をはじめとする全身各部位の血流量や代謝機能などを診断する装置。心臓，甲
状腺，肝臓，骨の病変，腫瘍の検査等，広い範囲の病気の発見に使用される。 

※ＳＰＥＣＴ 
Single Photon Emission Computed Tomography の略。シングルフォトン断層法のこと。微量

の放射線同位元素（ガンマ線放出核種）を静脈注射し，どのくらい脳の中に取り込まれるかによ
って脳血流を測定する。 

※ライナック(リニアック)  
Linear Accelerator の訳で，医療用直線加速装置という。放射線治療装置の一種で，Ｘ線や

電子線などの放射線をあてて，体の表面や奥にある腫瘍性の病変を治療する装置。体外から的確
な放射線照射範囲，量，方向を選ぶことができ，乳がん，食道がん，その他の多くのがんに広く
使用されている。 

※ＥＳＷＬ 
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy の略。体外衝撃波結石破砕術のこと。一種の衝撃波

を発生させ，特殊なレンズによりそのパワーを一点に収束させて腎臓・尿管・膀胱・尿道などに
ある結石を破砕する方法。 

※アンギオ 
血管造影撮影といわれるもので，血管に造影剤を注入して形状をレントゲンに写し，血管の狭

窄やつまり，破れ等の診断を行うほか，血管の先にある各臓器の腫瘍なども写し出し，治療方針
を決める。また，これを応用して，血栓を溶かす薬や抗がん剤の注入，バルーン拡張術，動脈瘤
のコイル塞栓術などの治療も行われる。 

※Ｘ線テレビ 
身体の透視像を観察しながら撮影する装置。胃，腸，その他造影剤を用いた検査に利用する。 

※ＤＳＡ 
 Digital Subtraction Angiography の略。血管撮影において，造影剤注入前と注入後の画像を
引き算することにより，造影剤が注入された血管のみを描出する方法，装置。 

※カンファレンス 
 一般的には，学術的な会議や研究会などのことを意味する。医療の分野では，職種ごとに行う
勉強会や，様々なテーマごとに関連する職種が集まって行う勉強会などがある。 
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検査の予約は，効率的なシステムを構築します。 

(ｲ) 検査体制 

検査受付を１か所に集約し，患者にとって分かりやすく効率的な受付体制と

します。 

また，検査等は２４時間体制とし，時間外の検査は当直技師が対応します。 

(ｳ) 治療 

がん治療などにおいて，効果的に治療効果が得られるよう，手術や化学療法

の実施時期を踏まえ，適切な時期に放射線治療を行い，集学的治療を実践しま

す。 

(ｴ) 画像の保管・参照 

放射線部門の全ての画像情報はデジタル保存とし，フィルムレス化を図ると

ともに，電子カルテ上で画像情報と医師の所見を参照できるなど，迅速な情報

伝達を実施できるシステムを構築します。 

エ 施設 

諸室は，集中的に配置し，効率的な検査体制が整備でき，救急や外来との効率

的な機能連携や，放射線機器の効率的な運用を図り，迅速な画像診断を実施でき

る配置とします。 

 

⑼ 内視鏡部門 

ア 基本方針 

内視鏡部門として，内視鏡検査・治療・処置，内視鏡機器の管理，読影・画像

記録データの管理を行います。 

管理体制としては，内科の管理下として運用を行います。 

イ 機能 

(ｱ) 内視鏡検査・治療 

消化管内視鏡（食道・胃・十二指腸・大腸・小腸）装置，気管支内視鏡装置，

胆管膵管※内視鏡装置，超音波内視鏡装置などを設置し，内視鏡検査・治療を

実施します。 

また，カプセル内視鏡などの内視鏡技術の導入に努めます。 

(ｲ) 他科・他部門の専用装置 

泌尿器科に膀胱鏡装置，婦人科に子宮鏡装置，耳鼻いんこう科に耳鼻いんこ

う科内視鏡装置，手術室に関節内視鏡および腹腔鏡装置を設置し，効果的に検

査を実施します。 

 

 

※胆管膵管 
 肝臓から十二指腸まで胆汁を運ぶ管腔構造物の総称を胆管といい，膵臓の中から十二指腸に膵
液を送る管を膵管という。 
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ウ 運用 

(ｱ) 実施体制 

内視鏡部門は，内科の管理下として運用を行います。 

(ｲ) 検査・治療体制 

各検査の受付を集約し，患者にとって分かりやすく効率的な受付体制としま

す。 

日帰り手術を実施します。 

(ｳ) 画像の保管・参照 

内視鏡ファイリングシステムを導入し，電子カルテ上で画像情報と医師の所

見を参照できるなど，迅速な情報伝達を実施できるシステムを構築します。 

エ 施設 

諸室は，集中的に配置し，効率的な検査体制が整備でき，救急や外来，検診と

の効率的な機能連携や，放射線部門との効率的な機器の利用ができる配置としま

す。 

 

⑽ リハビリテーション部門 

ア 基本方針 

リハビリテーション医師の診察・指示の下に脳血管，運動器，心大血管，呼吸

器疾患などにより障害を受けた方々を対象に理学療法士，作業療法士，言語聴覚

士等が協力しながら急性期リハビリテーションを積極的に行います。 

イ 機能 

(ｱ) 対象患者 

入院患者を中心としますが，外来患者についても必要に応じて実施します。 

(ｲ) 対象疾患 

骨折などによる運動器障害，脳梗塞などによる脳血管障害，心筋梗塞などに

よる心大血管障害，呼吸器障害などの患者を対象とするほか，医師の指示によ

り様々な障害を持った患者に対して実施します。 

(ｳ) 施設基準 

次の施設基準の取得を前提に，必要な人員，設備等の整備を目指します。 

ａ 脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ） 

ｂ 心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ） 

ｃ 運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 

ｄ 呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 

ウ 運用 

(ｱ) 実施体制 

専門分野として，理学療法・作業療法・言語療法等に分かれ，互いに連携を

とりながら医師を中心としたチーム医療を実践します。 
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急性期からベッドサイド・リハビリテーションを開始し，早期回復・早期離

床を図ります。 

(ｲ) リハビリテーション計画と評価 

医師を中心に，看護師，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士等が評価し，

立案したリハビリテーション計画に基づき実施します。 

回復期・維持期※のリハビリテーションは，地域の保健・医療・福祉の関係

機関等と連携し，実施します。 

エ 施設 

諸室は，脳神経外科など関連する診療科と効率的な機能連携のできる配置とし

ます。 

 

⑾ 薬剤部門 

ア 基本方針 

入院診療に対する薬剤管理指導業務による，安全な薬物療法を提供します。 

また，院外処方を積極的に推進することにより，服薬指導，調剤および注射薬

管理など薬物療法の充実を図ります。 

さらに，薬剤業務のＩＴ化により，正確な調剤および在庫管理を図ります。 

イ 機能 

(ｱ) 入院 

薬剤コーナー（室）で，薬歴管理，持参薬管理，服薬指導など薬剤管理指導

業務を行い，安全な薬物療法を提供します。 

(ｲ) 外来 

外来調剤は，原則として院外処方としますが，調剤室に与薬窓口を設置し，

救急患者や一部外来処方に対応します。 

がん化学療法に対する抗がん剤の混注業務は，外来化学療法室に隣接した無

菌調製室で実施します。 

また，服薬指導・相談の充実を図ります。 

(ｳ) 教育・研修 

質の高い人材の育成を図り，特定分野のスペシャリストとして専門薬剤師や

認定薬剤師※の育成に努めるほか，薬学生などの実務実習・研修を実施します。 
 
※回復期・維持期 

 外傷や疾病によって生命や身体機能を脅かされた患者が急性期から脱し,社会復帰に向けて日
常生活動作の自立を図っていく時期を回復期といい，回復期以降の身体機能の残存能力を維持す
るための時期を維持期という。 

※専門薬剤師・認定薬剤師 
 （社）日本病院薬剤師会が行っている事業。専門薬剤師とは，医師の負担を分散し安全で安心
できる薬物療法を提供することを目的とした専門の薬剤師で，がん専門薬剤師や感染制御専門薬
剤師などがある。認定薬剤師とは，薬の専門家として広い知識と錬磨された技能を備えた薬剤師
として，より有効で安全な薬物治療を提供し医療薬学の普及向上を図るため，認定制度規程に定
められた資格を有し認定薬剤師試験に合格した薬剤師。 
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ウ 運用 

(ｱ) 実施体制 

     ａ 調剤業務 

自動錠剤分包機や自動薬袋印字システム，調剤監査システム等により，効

率化や安全性の向上を図ります。 

     ｂ 製剤業務 

医師の要望による独自の処方薬や市販されていない医薬品など，医療現場

のニーズに対応して院内で調整します。 

     ｃ 医薬品情報管理業務※ 

医薬品情報，書籍，文献類などの様々な資料を収集整理し，最新情報を院

内へ提供します。 

また，治療薬物モニタリング（ＴＤＭ※）も実施します。 

     ｄ 医薬品管理業務 

薬品管理システムにより，適正な医療品の購入・在庫管理を行うとともに，

薬剤部門に薬品庫を設置し，使用する薬品の一元管理を行います。 

また，患者に使用される全ての薬剤について薬学的管理を行い，麻薬や特

定生物由来製品等について法的管理を行います。 

(ｲ) 薬剤の搬送 

カートによる人手を基本としますが，時間外や緊急時のための迅速で効果的

なシステムの構築に努めます。 

(ｳ) 時間外の対応 

薬剤の処方等は２４時間体制とし，時間外は当直の薬剤師が対応します。 

(ｴ) 治験管理 

治験管理室を薬剤部門に設置し，治験業務の充実を図ります。 

エ 施設 

諸室は，患者に薬剤を安全かつ迅速に提供するための薬剤の収受・管理，病棟

等への搬送を効率的に行うことができる配置とします。 

   

 

 

 

 
 

※医薬品情報管理業務 
新規採用医薬品の医薬品情報や厚生労働省からの安全性情報，薬物療法に有用な情報や医療事

故を防止するための情報等を職員に提供する活動。 
※ＴＤＭ 

Therapeutic Drug Monitoring の略。薬物治療の際に血中濃度を測定することにより適切な投
与量を決定することや，血中濃度を薬効や副作用と対比させることにより治療成績の向上を図る
もの。 
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⑿ 栄養部門 

ア 基本方針 

個々の患者の症状に応じた適切な治療食を，患者サービスと食の安全に十分配

慮して提供します。 

また，患者個々の病態に即した栄養食事指導（個別・集団）を実施し，患者自

身が食生活において自己管理が行えるよう支援します。 

さらに，個々の患者においての栄養状態の評価と栄養管理計画の立案・実践な

ど，栄養ケアに関するシステムを構築し，多職種と連携した栄養サポートにより，

患者の栄養状態の改善に積極的に取り組みます。 

イ 機能 

(ｱ) 栄養ケア・マネジメント※ 

患者個々の栄養状態を評価し，栄養管理計画の立案・実践を行います。 

(ｲ) 治療食の提供 

患者個々の病状に対応した，適切で，嗜好などにも配慮された，治療効果が

あり，喜ばれる食事の提供を行います。 

また，危害分析重要管理点（ＨＡＣＣＰ※）の概念により安全性の確保を図

ります。 

(ｳ) 患者支援 

患者個々の病状に対応した，栄養食事指導を行います。 

ウ 運用 

(ｱ) 実施体制 

管理栄養士をはじめ多職種が共同で患者の栄養管理を継続的に行います。 

栄養サポートチーム※（ＮＳＴ），褥瘡対策チーム※，糖尿病教育入院など，

チームとして栄養改善に取り組みます。 

     

 

 

※栄養ケア・マネジメント 
 管理栄養士などの医療従事者が，患者ごとに栄養状態の評価や栄養管理計画の作成，定期的な
評価を行い，患者の栄養状態等の栄養管理を行うこと。 

※ＨＡＣＣＰ 
 Hazard Analysis and Critical Control Point の略。食品の製造や加工に当たり，その一連
の工程において，特に重点的に管理する必要のあるか所を全て記録することにより，異常が認め
られた場合に即座に解決できるようにする食品衛生管理の考え方を指す。 

※栄養サポートチーム 
ＮＳＴ(Nutrition Support Team)ともいい，入院中の患者の喫食状態が悪くなったときに，そ

の原因や栄養状態を把握し適切な栄養投与によって全身状態の改善を図るために，医師，看護師，
薬剤師，管理栄養士などが，それぞれが支援するチームのこと。 

※褥瘡対策チーム 
厚生労働省は，褥瘡対策につき十分な体制が整備されていることを義務付けており，整備して

いない場合は減算対象となる。専任の医師と専任の看護職員を設け，薬剤師，栄養士，理学療法
士，作業療法士，ソーシャルワーカーなど多くの職種によって構成されるチームのこと。 
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(ｲ) 治療食の提供 

栄養治療の効果を高めるため患者個々の病状，治療の副作用による症状，嚥

下障害，食物アレルギーや宗教上の制約などにきめ細かく対応します。 

食事の提供は中央配膳方式とし，温冷配膳車による適温配膳を行います。 

食材を加熱調理後，速やかに提供するクックサーブ方式※を原則とし，一部，

衛生的で計画的な大量調理が可能なクックチル※や真空調理※を行います。 

(ｳ) 患者支援 

入院患者や外来患者に対して栄養指導や各種教室を実施し，生活習慣改善等

の支援を行います。 

エ 施設 

調理室は，大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守した施設とするとともに，

食材等の搬入や，各病棟への配膳・下膳の動線を考慮した配置とします。 

また，厨房設備は，調理環境，コスト，災害時の対応などを比較検討し，決定

します。 

栄養相談室は，外来に隣接して配置します。 

 

⒀ 人工透析部門 

ア 基本方針 

泌尿器科の管理下で人工透析を実施します。 

イ 機能 

(ｱ) 対象患者 

入院患者および外来患者を対象に血液透析などの血液浄化療法を行います。 

腹膜透析※（ＣＡＰＤ）の外来管理指導を実施します。 

 
 
 
 
 

※クックサーブ方式 
 食材を加熱調理後，冷凍または冷蔵せずに速やかに提供することを前提とした調理方法のこ
と。 

※クックチル 
 加熱殺菌した食品を急速に冷却し，チルド（０～３℃）の温度帯で保管し，必要なときに最終
加熱して提供する調理システムのこと。尐ない人数で大量の調理が可能になり，調理作業の標準
化が図れ，厨房設備も軽装備化できるなどの利点がある。 

※真空調理 
 食材を生か，あらかじめ熱処理して調味料と一緒に真空パックし，温度と時間管理ができる加
熱機器で，パックごと低温加熱する調理方法のこと。食材本来のおいしさや栄養が失われず，食
材の酸化を防ぐことができ，一定期間の保存が可能になるなどの利点がある。 

※腹膜透析 
ＣＡＰＤ(Continuous- Ambulatory-Peritoneal-Dialysis)ともいい，「持続式の歩行可能な腹

膜透析」のことを指す。慢性腎不全に行われる透析治療法のひとつで，腹腔内に埋め込まれたカ
テーテル（管）を通して滅菌透析液（CAPD 液）を腹腔内に貯留し，この間に腹膜を通して血液
中の老廃物や余分な水分を除去する。 
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(ｲ) ベッド数 

透析ベッドは２０床（うち，感染患者用個室１床）とし，３０床規模まで拡 

大できるスペースの確保に配慮します。 

(ｳ) ＩＣＵ透析 

ＩＣＵの入室患者に透析ができるように透析設備を整備します。 

ウ 運用 

(ｱ) 実施体制 

各診療科と連携をとり，合併症の予防に努めるとともに，各種の血液浄化療

法に対応します。 

(ｲ) 実施日・回数 

月曜日から土曜日に，それぞれ１クールまたは２クールで実施することを基

本とします。 

エ 施設 

人工透析室は，検体の搬送等を考慮して，検査部門，放射線部門に近接して配

置するほか，通院透析患者の利便を図るため，専用出入り口を設置するなど，一

般の外来患者と動線が交錯しないように配慮します。 

 

⒁ 地域医療連携部門 

ア 基本方針 

地域医療連携促進の中心的役割を担う部門として，紹介・逆紹介に関わる窓口

業務や開放病床などの運用，登録医制度※による地域医療機関との連携窓口業務

を行います。 

また，各種の医療福祉相談に対応します。 

イ 機能 

(ｱ) 地域医療連携業務 

地域医療機関との患者紹介・逆紹介の窓口業務を実施するほか，開放病床の

確保，医療機器の共同利用，症例検討会の実施などを行うとともに，登録医や

紹介元かかりつけ医等の連携窓口，来院時の受付，院内の調整なども行います。 

(ｲ) 医療福祉相談業務 

入院患者が安心して退院できるように，在宅療養に係る支援を行います。患

者・家族の医療相談や医療費支払等の経済的な相談，各種制度の紹介など，相

談業務に対応します。 

 

 

 

※登録医制度 
医療施設間の密接な機能連携を強化するために，地域医療連携室を通して地域の医療機関に登

録を行ってもらうこと。 
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ウ 運用 

(ｱ) 実施体制 

ａ 地域医療連携業務 

院内の担当医師に紹介患者の診療情報を提供するとともに，診療予約や一

部検査予約等を行い，紹介患者の利便性を図ります。 

入院患者を逆紹介するために，検査結果や治療状況，転帰等の診療情報の

提供を迅速に行えるように院内の担当医師との連絡調整を図ります。 

本院の病院機能や診療体制，手術件数，症例数など，有益な情報を積極的

に提供します。 

患者紹介・逆紹介に係る地域医療機関等の情報を収集，分析，データベー

ス化し，医療従事者に紹介先医療機関の診療機能等の情報を提供します。 

登録医や紹介元のかかりつけ医と本院医師による症例検討会などを企画し，

開催します。 

ｂ 医療福祉相談業務 

入院患者の在宅医療への移行を支援するために，地域医療機関や訪問看護

ステーション等と連携し，在宅看護の体制づくりを支援するとともに，在宅

移行後の在宅看護・介護に関する相談，疾病予防・健康管理・看護方法の説

明や実技の指導等を行います。 

外来患者，入院患者，患者家族に対して，心理的・社会的悩みや医療費支

払等の経済的な相談，各種医療，福祉制度に係る相談などを行います。 

(ｲ) 附属医療施設との連携 

附属医療施設に設置する訪問看護ステーションと連携し，訪問看護に係る情

報提供や合同カンファレンス，合同研修等を企画し開催します。 

エ 施設 

地域医療連携室は，紹介患者の受け入れや患者・家族，地域のかかりつけ医等

の利便性を考慮し，外来の医事部門に隣接して配置します。 

 

⒂ 臨床工学部門 

ア 基本方針 

共有可能な医療機器の一元管理として，機器の貸出し，利用状況の管理，保守

点検管理を行うことで，医療機器の効率的な運用を図ります。 

イ 機能 

(ｱ) 共同利用機器の管理 

院内の共同利用可能な医用工学（ＭＥ）機器※についてデータベース化を図

り，貸出管理，所在管理などを行います。 
 
※医用工学(ＭＥ)機器 

 ＭＥ(Medical Engineering)機器ともいい，診断・治療などに使用される医療機器全般を指す。 
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(ｲ) 臨床技術の提供 

臨床工学技士が補助人工心肺装置・補助循環装置，血液浄化装置，人工呼吸

器等の操作・保守点検，診療業務の支援を行い，必要に応じて治療の介助を行

います。 

(ｳ) 患者教育 

在宅用の医療機器の操作説明およびトラブル時の対応方法の説明および指

導を行います。 

(ｴ) 教育･研修 

職員を対象に，ＭＥ機器の操作，使用方法，動作チェック，点検・保守に関

する教育と研修を行うとともに，新しい技術やＭＥ機器について必要に応じて

情報提供を行います。 

(ｵ) 医療機器安全情報の収集 

医療機器に係る安全情報を収集し，必要に応じて職員に周知します。 

ウ 運用 

(ｱ) ＭＥ機器の管理 

ＭＥ機器を熟知した安全管理責任者を配置し，保守計画の策定と実施，保守

点検記録の保存を行います。 

ＭＥ機器管理室で共同利用が可能なＭＥ機器の保管，保守点検，貸し出し，

所在管理等を行い，必要に応じて治療に必要な物品の説明を行います。 

(ｲ) 保守点検 

共同利用機器について清掃，点検，簡単な修理等を行うとともに，使用部署

でのトラブルに対応し，必要に応じてメーカーに修理依頼します。 

(ｳ) 臨床支援 

人工透析，手術，ＩＣＵ・病棟などの臨床の場における医療機器等の操作，

点検等の業務を行い， 必要に応じて治療に必要な物品の説明や治療の介助を

行います｡  

(ｴ) 附属医療施設 

附属医療施設の医療機器について，月に数回訪問して点検・修理等を行いま

す。 

エ 施設 

諸室は，緊急時等に迅速に対応するために，手術部門，ＩＣＵに近接して配置

します。 

 

⒃ 中央滅菌部門 

ア 基本方針 

中央材料滅菌室において，院内で使用する滅菌物の供給・回収・滅菌を行いま

す。 
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イ 機能 

(ｱ) 対象物品 

      手術部門をはじめ，入院・外来など院内で使用する滅菌器材の一次洗浄から

消每・セット組み立て・滅菌・払い出し業務まで一元化して行います。 

(ｲ) 手術器材の供給 

      手術器材は，滅菌コンテナなどにセット化して手術部門に供給します。 

    (ｳ) リネン類※ 

      手術用のリネン類の消每・洗濯は外部委託とし，滅菌部門は使用済みリネン

類の保管，消每・洗濯の業者への依頼，消每洗濯済みリネン類の保管・払い出

し等を行います。 

ウ 運用 

(ｱ) 器材の回収 

     使用済みの器材は，原則として一次処理なしで専用コンテナに入れて回収し

ます。 

(ｲ) 滅菌 

     器材の滅菌は，洗浄ラックに整理してウォッシャーディスインフェクター※

で処理するシステムとし，換気に配慮した空調管理を行います。 

(ｳ) 緊急時の対応 

手術室の緊急時の滅菌は，手術部門の緊急滅菌コーナーで必要最小限の器材

を滅菌します。 

エ 施設 

諸室は，手術部門と効率的な器材の供給・回収ができる配置とします。 

 

⒄ 物品管理部門 

ア 基本方針 

物品管理部門は，診療材料や医薬品等の購入から，在庫管理，供給管理，搬送

管理を実施するなど，院内の物流を一元的に管理します。 

また，新病院・附属医療施設で使用される物品の購買管理情報を一元化し，請

求漏れの防止，使用品目の標準化等を図ります。 

イ 機能 

(ｱ) 在庫管理 

新病院・附属医療施設で使用される物品は，購買管理情報を一元化し，使用

品目の標準化等を図るとともに，物品管理部門に中央倉庫を設置し，一般診療 

 

※リネン類 
 病院におけるリネン類としては，シーツ，枕カバー，白衣，病衣，タオル類などがある。 

※ウォッシャーディスインフェクター 
 自動洗浄・除染・乾燥装置のこと。感染症の有無に関わらず，使用後の器材の一次処理と洗浄
を同時に行う装置。 
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材料などの一元管理を行います。 

医薬品は，薬剤部門に薬品庫を設置し，使用する薬品の一元管理を行います。 

(ｲ) 供給管理 

診療材料等は，使用部署ごとに品目ごとの適切な在庫量を設定し，物品ごと

のバーコードカード等により，残数があるレベルになった時点で供給する「レ

ベルカード方式」を基本とします。 

診療報酬請求が可能な特定保険医療材料については，医事会計システムに自 

 動的に情報が提供されるシステムを構築し管理します。 

ウ 運用 

(ｱ) 物品管理情報システム 

物品管理情報システムを構築し，新病院・附属医療施設の物品の発注情報・

検収，使用部署における物品消費のデータ管理等を行います。 

必要なデータのコンピュータ入力には，バーコードカード等の読み取りを利

用するなど効率的なシステムとします。 

新病院・附属医療施設の物品物流の情報を総合的に管理することにより，各

種統計や各種分析など病院の経営改善に物品管理データを活用するとともに，

ＤＰＣにも対応したシステムとします。 

(ｲ) 薬品管理 

薬品管理システムにより，適正な医薬品の購入・在庫管理を行い，発注シス

テムにより迅速な発注を行い，薬剤在庫の尐量化に努めます。 

薬品の発注・納品は，新病院，附属医療施設が個々に行い，契約およびデー

タ管理は，新病院の物品管理部門が行います。 

(ｳ) リネン類の管理 

寝具等のリネン類については借上等で保管庫へ一括納入し，定期的に病棟等

の各部署が取りに来ることを基本とします｡ 

(ｴ) 物品搬送 

物品管理部門スタッフによる人手を基本とします。 

臨時に搬送が必要な場合は，使用部署からの請求により物品管理部門スタッ

フが搬送します。 

時間外の臨時搬送は，使用部署が中央倉庫に取りに行くことを基本とします。 

エ 施設 

諸室は，物品搬入の動線，院内への物品搬送などに配慮して，物品専用の搬出

入口付近に集約することを基本に配置します。 

予備ベッド，マットレスの保管スペースを確保します。 
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⒅ 診療情報管理部門 

ア 基本方針 

電子カルテを中心とした医療情報システム等により，登録された診療情報の分

類・分析を行います。 

また，電子情報化されていない過去カルテ類の管理を行います。 

イ 機能 

(ｱ) システム管理 

高度なシステム管理，および適時適切なプログラム開発などに必要なシステ

ム管理部門を設置し，新病院と附属医療施設のシステム管理を行います。 

(ｲ) 診療情報の管理 

電子カルテおよびオーダリングシステムにより，患者ごとの診療情報，検査

データ，画像情報の保管・管理のシステム化を図ります。 

適切な診療や経営改善を行うため，各種データの収集，ＤＰＣに係る様々な

機能等のシステム化を図ります。 

(ｳ) セキュリティ管理 

個人情報保護および患者プライバシー保護の観点から，診療情報データベー

スに対する適切なアクセス権を設定し，安全性の管理を徹底します。 

(ｴ) インターネット環境等 

高松市情報セキュリティ基本方針などを遵守し，高度医療，その他必要な情

報取得のためインターネット環境を，医療情報システムとは別の回線により整

備します。 

(ｵ) 業務用携帯電話 

医師・看護師等が業務連絡に使用する携帯電話を整備し，施設内で圏外エリ

アが発生しないようにします。 

ウ 運用 

(ｱ) 各種統計の作成 

（財）日本医療機能評価機構が定める基本的な統計項目の作成を行います。 

疾病分類や診断群分類別の統計を作成し，クリティカルパス※の作成や見直

し，バリアンス※評価等に必要なデータを提供します。 

附属医療施設の各種統計の作成も行います。 

 

 
※クリティカルパス 

 入院治療計画表。ある病気の治療や検査に対して標準化されたスケジュールを表にまとめたも
の。入院してからの食事や処置，検査・治療，準備，退院後の説明等を日ごとに詳しく記載し，
患者への説明用に利用する。診療行為を，計画立てて合理的に実施することにより，診療の効率
化や平均在院日数の短縮に役立てる。 

※バリアンス 
 クリティカルパスにより作成した入院治療計画と，実際の治療の過程で発生した計画との差異
を指す。 
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(ｲ) がん登録※ 

院内のがん医療に関する情報を集計して「がん登録」を行い，香川県がん対

策推進協議会に罹患情報を提供して「地域がん登録」に協力します。 

(ｳ) 診療情報の提供・開示 

患者からの診療情報開示の要請に対して，適切に診療情報の提供を行います。 

(ｴ) 過去カルテの管理 

電子情報化されていない紙カルテ類については，１０年程度保管することと

し，そのうち２年分については，医事部門などに保管します。 

(ｵ) 附属医療施設との連携 

新病院と附属医療施設をネットワーク化し，患者データや診療情報の共有化

を図れるシステムを構築します。 

エ 施設 

諸室は，医局および管理部門等との連携に配慮して配置します。 

サーバー室は，防災やセキュリティに配慮して配置します。 

 

⒆ 管理部門 

ア 基本方針 

管理部門では，医事業務，総務・庶務業務，経営企画業務，施設管理業務，部

門間調整業務等を実施します。 

また，一部の業務については，附属医療施設も対象とします。 

職員の管理能力や専門的知識の向上に努めるとともに，一部業務の外部委託を

含め効率的な運営体制を積極的に取り入れます。 

イ 機能 

     次の業務を実施します。 

(ｱ) 医事業務 

(ｲ) 総務・庶務業務 

(ｳ) 経営企画業務 

(ｴ) 施設管理業務 

(ｵ) 部門間調整業務 

(ｶ) 医療安全管理業務 

ウ 運用 

    (ｱ) 実施体制 

医療法に基づく政令８業務（８業務のうち，患者等の搬送業務を除く。）な 

 
 

※がん登録 
 がん患者について，診断，治療およびその後の転帰に関する情報を収集し，保管，整理，解析
する仕組みをがん登録という。 
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ど，効果的で適切な範囲の業務委託について検討を行い，経営の効率化に資す

る実施体制を整備します。 

(ｲ) 業務の委託 

効果的で適切な範囲で業務の委託を行います。 

ａ 医療法に基づく政令８業務（８業務のうち，患者等の搬送業務除く。） 

検体検査業務，滅菌消每業務，食事の提供業務，医療機器の保守点検業務，

医療ガスの供給設備の保守点検業務，洗濯業務，清掃業務 

ｂ 施設・設備維持管理 

 施設保守管理業務，設備管理業務，駐車場管理業務など 

ｃ 病院運営業務 

 医療事務業務（診療報酬請求等），物品管理業務など 

エ 施設 

(ｱ) 福利厚生施設 

医師や看護師等の確保のため，院内保育所の整備や医師住居の確保をはじめ，

食堂，休憩室，仮眠室等の諸室など，福利厚生施設の充実を図ります。 

(ｲ) 利便施設・設備 

外来患者，入院患者，患者家族などの来院者のために，食堂，売店，ＡＴＭ

コーナー，家族控室などの利便施設・設備を整備します。 

また，来院者の駐車場を整備します。 
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２ 附属医療施設 

⑴ 外来部門 

ア 基本方針 

塩江地区や菅沢地区を中心とする本市南部の山間地域唯一の医療機関として

病院機能を提供し，初期医療から慢性疾患への対応を行います。 

分かりやすい患者動線を確保するとともに，ユニバーサルデザインなどの考え

方も取り入れた，開放的で明るいエリアとするほか，プライバシーの保護や感染

防止に努めます。 

スタッフの動線や物流動線を考慮した，作業しやすい環境を整備します。 

なお，山間部である地域の実情を考慮し，引き続き，往診の充実に努めるほか，

患者輸送バスを運行します。 

イ 機能 

(ｱ) 診療科目 

内科，外科，整形外科，リハビリテーション科，歯科の５診療科を基本とし

ます。 

(ｲ) 診療体制 

     ａ 診療科の構成・配置 

診療科ごとに診察室を配置し，患者にとって受診しやすい配置とします。 

     ｂ 処置 

処置室は中央処置室とし，全診療科で共用します。 

(ｳ) 災害時医療 

広域救護病院として，災害時傷病者受入計画の作成や災害に備えた施設構造

など，必要な体制・設備の整備に努めるとともに，県からの派遣要請に応えら

れるよう，広域医療救護班を設置します。 

ウ 運用 

(ｱ) 実施体制 

外来の診察日・診察時間などは，患者ニーズや新病院との連携を踏まえる中

で決定します。 

(ｲ) 患者の受付等 

総合受付を設置し，初診・再診・紹介患者・検診関係などの受付をはじめ，

計算・会計等を行います。 

放射線などの受付は，それぞれの受付で行います。 

エ 施設 

来院者が利用する諸室は，利便性に配慮して，エントランスからの動線が分か

りやすく短くなるように配置します。 

災害時を想定して，広域救護病院として必要な設備の整備に努めます。 
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⑵ 入院部門 

ア 基本方針 

療養病床として，高松市新病院や地域医療機関との連携を図ります。 

病棟は，分かりやすい患者動線を確保するとともに，患者や家族等が安心して

利用できるユニバーサルデザインなどの考え方も取り入れた，開放的で明るいエ

リアとします。 

また，プライバシーの保護や感染防止に努めます。 

スタッフの動線や物流動線を考慮した，作業しやすい環境を整備します。 

さらに，温泉水の有効活用を図ります。 

イ 機能 

(ｱ) 病床数 

病床は療養病床とし，６０床程度を整備します。ただし，療養病床に関する

今後の国の動向等により，適切な対応に努めます。 

(ｲ) 病棟構成 

１病棟を基本とします。 

(ｳ) 病室構成 

病室は，４床室，２床室および個室の組み合わせを基本とし，差額室料を徴

する病室の割合は患者ニーズ等を踏まえ，適切な対応に努めます。 

患者の病態を観察する経過観察室を個室２室設置します。 

(ｴ) 病室の設備 

多床室に洗面台を設置し，個室に洗面台とトイレを設置します。 

(ｵ) その他 

病棟に食堂，談話室，機能訓練室を配置します。 

病棟トイレは分散型とし，車椅子対応のトイレを確保します。 

温泉水を利用した浴室を設置します。 

ウ 運用 

患者のプライバシー保護や感染防止対策の徹底などにより，安心安全な運用を

図ります。 

エ 施設 

 病棟は，療養環境に配慮するとともに，患者や家族にとって分かりやすく利用

しやすい配置とします。 

また，ストレッチャーや車椅子などがスムーズに移動できる構造とします。 

 

⑶ 手術部門 

ア 基本方針 

日帰り手術等を中心に，小規模な手術設備を設置します。 

また，必要に応じて，高松市新病院と協力して対応します。 
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イ 機能 

手術室は１室とし，適正なクリーン度を確保します。 

ウ 運用 

(ｱ) 実施体制 

手術は，各診療科の手術スケジュールに基づき実施します。 

(ｲ) 手術器材の滅菌 

滅菌室を隣接して設置し，手術器材の滅菌を行います。 

エ 施設 

諸室は，病棟と効率的な動線になるよう配置します。 

 

⑷ 看護部門 

ア 基本方針 

多様な患者のニーズに対応できるよう，高い精神性と看護技術，専門性を身に

つけた看護師を育成し，安全で安心な看護を提供します。 

また，医師，コメディカルと協働し，地域で生活していくために必要な医療の

分野で，主体的な役割を果たします。 

イ 機能 

    (ｱ) 看護方針 

個々の患者に対して，担当看護師が入院から退院まで責任を持って受け持つ

体制とします。 

    (ｲ) 看護体制 

      病棟の看護体制は看護職員２５対１以上，看護補助者２５対１以上を基本と

し，原則として２交代制とします。 

    (ｳ) 教育・研修 

      質の高い人材の育成に努めます。 

ウ 運用 

看護研究 

よりよい看護を提供するため，実践や教育を通し，看護研究を行い，知識を深

めるとともに，院外へ論文を投稿するなど，看護の質の向上を図ります。 

エ 施設 

諸室は，患者や家族に対し，看護，事務の総合的な対応を迅速に行うため，管

理部門のフロアに配置します。 

 

⑸ 検査部門 

ア 基本方針 

検査は，原則として院外への依頼とします。 
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イ 機能 

(ｱ) 検体検査 

血液検査，検体検査は原則として外部委託とし，検体は中央処置室の検体保

管庫に保管します。 

(ｲ) 生理検査 

生理検査機器は，内科等の診察室または中央処置室に隣接した生理機能検査

室に設置します。 

ウ 運用 

(ｱ) 採血・採尿 

外来の採血は，中央処置室で行います。 

外来患者の採尿は，外来トイレに隣接した検尿検査室で行います。 

入院患者の採血は，病棟で行います。 

(ｲ) 検査の報告 

検査委託先からの検体検査結果は，迅速に報告を受けられる体制とします。 

検査結果をはじめ，画像情報などは，電子カルテ上で参照できるシステムと

します。 

(ｳ) 緊急検査 

必要に応じて緊急検査を実施します。 

(ｴ) 生理検査 

医師または医師の管理下で看護師が実施します。 

(ｵ) 検体の搬送 

病棟などからの検体の搬送は，人手とします。 

エ 施設 

検査室は，診察室や中央処置室との動線に配慮して配置します。 

 

⑹ 放射線部門 

ア 基本方針 

放射線診断として，一般撮影，コンピュータ断層撮影（ＣＴ），歯科撮影を担

当します。 

イ 機能 

(ｱ) 一般撮影 

Ｘ線撮影装置，Ｘ線テレビ撮影装置を設置します。 

(ｲ) コンピュータ断層撮影 

ＣＴ装置を設置します。 

(ｳ) その他 

骨密度測定装置，パノラマ撮影装置，デンタル撮影装置のほか，ポータブル

のＸ線撮影装置，Ｘ線テレビ装置を手術室に設置します。 
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ウ 運用 

(ｱ) 実施体制 

     各診療科と協力して画像診断の精度向上を図ります。 

    (ｲ) 検査体制 

     時間外の検査は，当直医師が対応します。 

(ｳ) 画像の保管・参照 

放射線部門の全ての画像情報はデジタル保存とし，フィルムレス化を図ると

ともに，電子カルテ上で画像情報と医師の所見を参照できるなど，迅速な情報

伝達を実施できるシステムを構築します。 

エ 施設 

諸室を集中的に配置することにより，効率的な検査体制を整備するとともに，

外来との効率的な機能連携が実施できる配置とします。 

 

⑺ 内視鏡部門 

ア 基本方針 

内視鏡部門として，内視鏡検査，内視鏡機器の管理，読影・画像記録データの

管理を行います。 

イ 機能 

内視鏡検査 

消化管内視鏡装置を設置し，内視鏡検査を実施します。 

ウ 運用 

(ｱ) 実施体制 

 内視鏡部門は，内科の管理下として運用を行います。 

(ｲ) 画像の保管・参照 

内視鏡ファイリングシステムを導入し，電子カルテ上で画像情報と医師の所

見を参照できるなど，迅速な情報伝達を実施できるシステムを構築します。 

エ 施設 

諸室は，外来との効率的な機能連携に配慮した配置とします。 

 

⑻ リハビリテーション部門 

ア 基本方針 

回復期・維持期リハビリテーション，訪問リハビリテーションを実施します。 

イ 機能 

(ｱ) 対象患者 

外来患者，入院患者，在宅患者を対象とします。 

(ｲ) 対象疾患 

骨折などによる運動器障害の患者を対象とします。 
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(ｳ) 施設基準 

運動器リハビリテーション料（Ⅰ）の施設基準を取得し，必要な人員，設備

等を整備します。 

(ｴ) 温泉療法 

温泉水を利用した温泉療法は，温熱等物理療法的な利用（温泉療法）を中心

に，外来患者にも温熱療法を実施します。 

ウ  運用 

(ｱ) 実施体制 

 医師を中心としたチーム医療を実践します。 

(ｲ) リハビリテーション計画と評価 

医師を中心に，看護師，理学療法士が評価し，立案したリハビリテーション

計画に基づき実施します。 

エ 施設 

諸室は，患者用エレベータの近くに配置するなど，患者の移動が円滑にできる

配置とします。 

 

⑼ 薬剤部門 

ア 基本方針 

服薬指導や薬歴情報管理などの薬剤業務の充実を図ります。 

また，医薬品管理などの業務は，主に，高松市新病院で対応します。 

イ 機能 

(ｱ) 入院 

薬剤コーナー（室）で，薬歴管理，持参薬管理，服薬指導など薬剤管理指導

業務を行います。 

(ｲ) 外来 

外来調剤は，原則として院内処方とします。 

服薬指導・相談の充実を図ります。 

ウ  運用 

(ｱ) 実施体制 

ａ 調剤業務 

自動錠剤分包機や自動薬袋印字システム等により，効率化や安全性の向上

を図ります。 

ｂ 製剤業務 

医師の要望による独自の処方薬や市販されていない医薬品など，医療現場

のニーズに対応して院内で調整します。 

ｃ 医薬品情報管理業務 

医薬品情報，書籍，文献類などの様々な資料を収集整理し，最新情報を院
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内へ提供します。 

ｄ 医薬品管理業務 

患者に使用される全ての薬剤について薬学的管理を行い，麻薬や特定生物

由来製品等について法的管理を行います。 

医薬品の契約，事務処理，データ管理などの業務は，主に，高松市新病院

で対応します。 

(ｲ) 薬剤の搬送 

カートによる人手を基本とします。 

(ｳ) 時間外の対応 

時間外の処方は，配置薬で対応します。 

エ 施設 

諸室は，外来調剤に配慮した配置とするとともに，薬剤の収受・管理，病棟等

への搬送を効率的にできる配置とします。 

 

⑽ 栄養部門 

ア 基本方針 

個々の患者の症状に応じた適切な治療食を，患者サービスと食の安全に十分配

慮して提供します。 

また，患者個々の病態に即した栄養食事指導を実施し，患者自身が食生活にお

いて自己管理が行えるよう支援します。 

さらに，栄養ケア・マネジメントの実践により積極的に患者の栄養改善に取り

組みます。 

イ 機能 

(ｱ) 栄養ケア・マネジメント 

患者個々の栄養状態を評価し，栄養管理計画の立案・実践を行います。 

(ｲ) 治療食の提供 

患者個々の病状に対応した，適切で，嗜好などにも配慮された，治療効果が 

あり，喜ばれる食事の提供を行います。 

また，危害分析重要管理点（ＨＡＣＣＰ）の概念により安全性の確保を図り

ます。 

(ｳ) 患者支援 

患者個々の病状に対応した，栄養食事指導を行います。 

ウ 運用 

(ｱ) 実施体制 

管理栄養士をはじめ多職種が共同で患者の栄養管理を継続的に行います。 

栄養サポートチーム（ＮＳＴ），褥瘡対策チーム，糖尿病教育入院など， 

チームとして栄養改善に取り組みます。 
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(ｲ) 治療食の提供 

栄養治療の効果を高めるため患者個々の病状，治療の副作用による症状，嚥

下障害，食物アレルギーや宗教上の制約などにきめ細かく対応します。 

食事の提供は中央配膳方式とし，温冷配膳車による適温配膳を行います。 

食材を加熱調理後，速やかに提供するクックサーブ方式を原則とし，一部，

衛生的で計画的な大量調理が可能なクックチルや真空調理を行います。 

(ｳ) 患者支援 

入院患者や外来患者に対して栄養指導を行い，食習慣や生活習慣の改善の支

援を行います。 

エ 施設 

調理室は，大量調理施設衛生管理マニュアルを遵守した施設とするとともに，

食材等の搬入や，各病棟への配膳・下膳の動線を考慮した配置とします。 

また，厨房設備は，調理環境，コスト，災害時の対応などを比較検討し，決定

します。 

栄養相談室は，外来に隣接して配置します。 

 

⑾ 訪問看護ステーション部門 

ア 基本方針 

地域の高齢者等が，安心して在宅療養が継続できるよう，訪問看護を実施しま

す。 

イ 機能 

原則として，２４時間常時連絡が可能な体制とします。 

ウ 運用 

(ｱ) 主治医との連携 

主治医との密接かつ適切な連携を図り，主治医が交付する指示書に基づいて

訪問看護を実施します。 

(ｲ) 居宅介護支援事業者・地域包括支援センター等との連携 

各事業者，その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密

接な連携に努め，居宅サービス計画・介護予防サービス計画に沿ったサービス

を提供します。 

(ｳ) 訪問看護サービスの内容 

栄養・清潔・排泄に関する看護，リハビリテーションに関する看護，精神・

心理・認知症に関する看護，健康管理・療養に関する相談・助言，服薬や治療

促進，その他医師の指示による医療処置に関する看護など 

エ 施設 

諸室は，訪問看護業務が円滑に行えるよう配置し，専用の出入り口の確保に努

めます。 
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⑿ 地域医療連携部門 

ア 基本方針 

紹介・逆紹介に関わる業務のほか，各種の医療福祉相談を実施します。 

イ 機能 

(ｱ) 地域医療連携業務 

ａ 地域医療機関等が安心して患者を紹介できるように，病院機能や診療体制

など，有益な情報を積極的に提供します。 

ｂ 入院患者を逆紹介するために，検査結果や治療状況，転帰等の診療情報の

提供を迅速に行えるように院内の担当医師等との連携調整を図ります。 

(ｲ) 医療福祉相談業務 

入院患者が安心して退院できるように，在宅療養に係る支援を行います。患

者・家族の医療相談や医療費支払等の経済的な相談，各種制度の紹介など，相

談業務に対応します。 

ウ 運用 

(ｱ) 地域医療連携業務 

院内の担当医師に紹介患者の診療情報を提供するほか，入院患者を逆紹介す

るため，担当医師等との連絡調整を図ります。 

(ｲ) 医療福祉相談業務 

入院患者の在宅医療への移行を支援するために，介護保険施設等と連携し，

在宅看護の体制づくりなどの支援を行います。 

外来患者，入院患者，患者家族に対して，心理的・社会的悩みや医療費支払

等の経済的な相談，各種医療，福祉制度に係る相談などを行います。 

エ 施設 

諸室は設置せず，相談室は他部門の諸室を利用します。 

 

⒀ 物品管理部門 

ア 基本方針 

高松市新病院の附属施設として物品管理の共通化を進め，高松市新病院側で対

応できない搬送や検収業務等を附属医療施設で実施します。 

イ 機能 

(ｱ) 在庫管理 

新病院・附属医療施設で使用される物品は，購買管理情報を一元化し，使用

品目の標準化等を図ります。 

医薬品・診療材料等は納入業者が直接納品し，薬局に併設する材料庫に保管

します。 

附属医療施設に倉庫を設置し，日用品・事務用品等を保管します。 
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(ｲ) 供給管理 

診療材料等は使用部署ごとに品目ごとの適切な在庫量を設定し，残数がある

レベルになった時点で使用部署が取りに行き補充する「定数補充方式」を基本

とします。 

診療報酬請求が可能な特定保険医療材料については，医事会計システムに自

動的に情報が提供されるシステムを構築し管理します。 

新病院の物品管理部門が附属医療施設の薬品・診療材料等の消費量を管理し

ます。 

ウ 運用 

(ｱ) 物品管理情報システム 

新病院の物品管理部門が，附属医療施設の使用部署における物品消費のデー

タ管理等を行うとともに，物品物流の情報を総合的に管理し，附属医療施設の

各種統計や各種分析など病院の経営改善に物品管理データを活用します。 

必要なデータのコンピュータ入力には，バーコードカード等の読み取りを利

用するなど効率的なシステムとします。 

(ｲ) 薬品管理 

薬品の発注・納品は，新病院，附属医療施設が個々に行い，契約およびデー

タ管理は，新病院の物品管理部門が行います。 

(ｳ) 物品搬送 

使用部署の職員による人手を基本とします。 

時間外の臨時搬送も，使用部署が倉庫に取りに行くことを基本とします。 

エ 施設 

諸室は，物品搬入の動線，院内への物品搬送などに配慮して，物品専用の搬出

入口付近に集約することを基本に配置します。 

予備ベッド，マットレスの保管スペースを確保します。 

 

⒁ 診療情報管理部門 

ア 基本方針 

電子カルテを中心とした医療情報システム等により，患者ごとの診療情報，検

査データ，画像情報の保管・管理のシステム化を図ります。 

また，電子情報化されていない過去カルテ類の管理を行います。 

イ 機能 

    (ｱ) システム管理 

新病院の診療情報管理部門において，附属医療施設の医療・介護情報システ

ムのシステム管理，システムの機能拡充，更新等を図ります。 

    (ｲ) 診療情報の管理 

電子カルテおよびオーダリングシステムにより，患者ごとの診療情報，検査
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データ，画像情報の保管・管理のシステム化を図ります。 

    (ｳ) セキュリティ管理 

個人情報保護および患者プライバシー保護の観点から，診療情報データベー

スに対する適切なアクセス権を設定し，安全性の管理を徹底します。 

    (ｴ) インターネット環境等 

高松市情報セキュリティ基本方針などを遵守し，必要な情報取得のためイン

ターネット環境を，医療情報システムとは別の回線により整備します。 

ウ 運用 

(ｱ) 各種統計の作成 

 （財）日本医療機能評価機構が定める基本的な統計項目の作成を行います。 

新病院の診療情報管理部門において，各種統計の作成や必要なデータを提供

します。 

(ｲ) 診療情報の提供・開示 

 患者からの診療情報開示の要請に対して，適切に診療情報の提供を行います。 

(ｳ) 過去カルテの管理 

電子情報化されていない紙カルテ類については，１０年程度保管することと

し，そのうち２年分については，医事部門などに保管します。 

エ 施設 

諸室は，管理部門等との連携に配慮して配置します。 

サーバー室は，防災やセキュリティに配慮して配置します。 

 

⒂ 管理部門 

ア 基本方針 

高松市新病院の附属施設として管理部門の共通化を進め，高松市新病院側で対

応できない医事業務や施設管理業務等を附属医療施設で実施します。 

イ 機能 

次の業務を基本とします。 

(ｱ) 医事業務 

(ｲ) 施設管理業務 

(ｳ) 部門間調整業務 

(ｴ) 医療安全管理業務 

ウ 運用 

(ｱ) 実施体制 

医療法に基づく政令８業務など，効果的で適切な範囲の業務委託について検

討を行い，経営の効率化に資する実施体制を整備します。 

(ｲ) 業務の委託 

効果的で適切な範囲で業務の委託を行います。 
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ａ 医療法に基づく政令８業務 

検体検査業務，滅菌消每業務，食事の提供業務，医療機器の保守点検業務，

医療ガスの供給設備の保守点検業務，洗濯業務，清掃業務など 

ｂ 施設・設備維持管理 

施設保守管理業務，設備管理業務など 

ｃ 病院運営業務 

医療事務業務（診療報酬請求等），物品管理業務など 

エ 施設 

(ｱ) 福利厚生施設 

医師住居の確保の検討や，休憩室等の諸室など，福利厚生施設の充実を図り

ます。 

(ｲ) 利便施設・設備 

外来患者，入院患者，患者家族などの来院者のために，売店，ＡＴＭコー 

ナー，家族控室などの利便施設・設備の整備に努めます。 

また，来院者の駐車場を整備します。 
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Ⅶ 情報システム導入計画 

 

１ 基本方針 

医療サービスの質の向上と経営の効率化を図るため，ＩＴ化を推進します。電子カ

ルテ，オーダリングやＰＡＣＳ(医療画像保管システム)，マルチメディア化等に対応

できるような高度情報化に適合する病院を目指します。 

また，新病院と附属医療施設での共有化した物品管理情報システムを構築するなど，

診療材料や薬品など物品管理の効率化を図ります。 

このようなシステムを活用し，開院時に円滑な診療や効率的な物品管理が運用でき

るよう，導入スケジュールを定めます。 

 

２ 機能 

⑴ 医療情報システム 

電子カルテおよびオーダリングシステムなどを活用することにより，患者ごとの

診療情報，検査データ，画像情報などを一元化し，待ち時間の短縮や迅速な診断な

どを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医師が手書きしている紙のカルテを，電子的なシステムに
置き換え，電子情報として一括して編集・管理し，データ 
ベースに記録します。 
電子カルテは，情報端末を利用することにより，カルテや

伝票などのペーパーレス化が図れるほか，病院スタッフが情
報を共有することができ，チーム医療による医療の質の向上
や医療安全の確保が図れ，端末画面によって患者に分かりや
すく説明することができます。 

また，新病院と附属医療施設をネットワーク化することで，
情報の共有化を図ります。 

医師が情報端末で処方や検査のオーダを入力し，その内容
が薬局や検査部門等に伝達されるとともに，診療報酬情報を
医事会計システムに取り込むシステムです。 
 部門システムと連携を取ることで，医師が検査結果を迅速
に参照できたり，患者データの比較が容易になるほか，検査
や薬剤など各部門の業務の効率化が図られ，患者の待ち時間
の短縮につながります。 

オーダリング

システム 

電子カルテ 

部門 

システム 

検査部門システムやＰＡＣＳ（医療画像保管システム）は，
オーダリングシステムから検査オーダを取り込み，検査を実
施するとともに，結果を記録・保管します。 

また，薬剤部門システムは，処方オーダを取り込み，調剤
や薬袋の作成を行います。 

オーダリングシステムの情報を各部門の機器等に直接取り
込めることから，検査や放射線，薬剤など各部門の業務の効
率化が図れるとともに，検査結果等の迅速な報告が可能とな
ります。 
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⑵ 物品管理情報システム 

物品管理情報システムを活用することにより，新病院と附属医療施設で使用され

る物品の管理情報を一元化し，在庫管理，供給管理（購買管理・消費管理）の効率

化，請求漏れの防止，物品管理データの活用などを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 使用部門の消費量を的確に把握し，過不足のない適切な

供給を行うことにより，過剰在庫などを防止し経営の効率

化を図ります。 

在庫管理 

 新病院と附属医療施設で使用される物品を一元管理す

るとともに，物品の標準化等を図ることにより，購買業務

を効率的に行うとともに，購入費用の削減を図ります。新

病院と附属医療施設の物品の発注情報や使用部署におけ

る物品消費データの管理が行えるシステムとします。 

購買管理 

供給管理 

 使用した物品を患者ごとに把握できるシステムにより，

物品の適切な消費管理を行います。 

 診療報酬請求が可能な特定保険医療材料については，使

用した物品ごとに医事会計情報に取り込めるシステムに

より診療報酬請求漏れの防止を図ります。 

 また，部門・診療科，患者単位で，物品管理データを把

握し，経営改善に必要な各種分析やＤＰＣなどに対応した

システムとします。 

消費管理 
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３ 運用 

⑴ 医療情報システム 

医療情報システムを活用した診療のイメージは，次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○電子カルテで，他の診療科や附属医療施設での診察内容等を 

 把握し，適切な診療をします。 

○例えば，血液検査の指示を伝達し必要な採血を実施するとと 

 もに，その結果を診察室で見ることができます。 

○例えば，撮影した画像を診察室で見ることができ，迅速な診 

 断が可能となります。 

 

システムから会計データが送

られてきますので，待ち時間が

短縮されます。 

受付した情報が診察

室で確認できます。 

患者さまを，

安 心 し て 紹

介できます。 
附属医療施設 

検査，放射線など 

診察室 

受付 

新病院 
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⑵ 物品管理情報システム 

物品管理情報システムを活用した物品管理のイメージは，次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

物品管理部門 病棟・外来等の使用部門 

納 入 業 者 

○納品された物品を検収し，保管します。 

○各部門からの請求に応じて払い出しします。 

○物品データを，新病院に送ります。 

新病院 

 

○納入業者に発注します。 

○納品された物品を検収し，保管 

 します。 

○バーコードカード等を読み取り，  

 使用部門に補充します。 

○新病院，附属医療施設の物品の 

 データ管理をします。 
 
※契約については，附属医療施設 

 で使用するものを含め，新病院 

 で行います。 

 

○棚から診療材料などを取り出 

 し，患者さまの処置などに使 

 用します。 

○注射器など，診療材料等の使 

 用した量を，バーコードカー 

 ド等を利用して物品管理部門 

 に請求します。 

附属医療施設 納 品 

物品データ 

請 求 

払出し 

 発 注， 

 納 品 



 

 

64 

４ 導入スケジュール 

医療情報システムおよび物品管理情報システムは，次の点に留意しながら導入を図

ります。 

⑴ 各部門における業務内容を詳細に検討し，システムに求める機能の範囲を明確に

します。 

⑵ システムが円滑に運用できるよう，事前に十分な研修を行うことができる期間を

設けます。 

 

医療情報システムの導入スケジュール 

開院前々年度 開院前年度 開院年度 

   

 

物品管理情報システムの導入スケジュール 

開院前々年度 開院前年度 開院年度 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

現状分析， 

必要機能の検討 

 

メーカー選定， 

  システム設計等 

 

稼動 
プログラムテスト，

操作研修，機器搬入

等 

 

 

現状分析，業務 

委託範囲検討 

 

メーカー選定， 

  システム設計等 

 

稼動 
プログラムテスト，

備品搬入，操作研修

等 

 



65 

 

Ⅷ 施設整備場所 

 

１ 高松市新病院 

 

新病院の整備場所については，県農業試験場跡地の一部とし，県と協議を進めてき

ました。 

この結果，市道仏生山円座線と高松琴平電気鉄道（ことでん）琴平線線路の間の敷

地を整備場所として定め，今後，取得時期や取得価格等の譲渡条件について，「香川県

農業試験場跡地利活用に係る香川県・高松市連絡協議会」を通じ，協議していきます。 
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２ 附属医療施設 

 

⑴ 整備候補地 

整備候補地については，基本構想で現在の塩江病院の東隣の駐車場（Ｂ案）と現

在の塩江病院から約２５０ｍ北側の駐車場（Ｃ案）に加え，平成２１年１月に塩江

地区地域審議会等から要望のあった民有地（Ｄ案）を検討することとしていました。 

 

区分 Ｂ案 Ｃ案 Ｄ案 

整 備 
候補地 

現在の病院の東隣の
駐車場 

現在の病院から約２５０
ｍ北側の駐車場 

休業中の塩江新温泉 
ホテル跡地 

所在地 塩江町安原上東地内 塩江町安原上東地内 塩江町安原上東地内 

敷地面積 １，３９１㎡ ２，２６０㎡ 約６，１００㎡ 

敷地内の
建 築 物 

－ 鉄骨造（車庫） 

 
鉄骨鉄筋コンクリート
造４階建ほか 

土砂災害 
警戒区域
の指定状
況 

 
敷地の一部が土石流
に係る土砂災害警戒
区域内にある。 

 
敷地の１／３程度が急傾
斜地の崩壊に係る土砂災
害警戒区域内にある。 

 
敷地の全部が土石流，
敷地の一部が急傾斜地
の崩壊に係る土砂災害
警戒区域内にある。 

 

Ｂ案，Ｃ案，Ｄ案の整備候補地は，いずれも土砂災害警戒区域に指定されており，

平成２１年７月２１日の山口県防府市における土砂災害警戒区域内の特別養護老人

ホームが，豪雤による土砂災害を受けたことから，これまで以上に防災面に留意し

た検討が必要となっています。 

そこで，現塩江病院近隣において，病院建設が可能で，土砂災害警戒区域に指定

されていない市有地を調査したところ，ホタルと文化の里運動場がありました。 

このため，塩江地区地域審議会に，ホタルと文化の里運動場を整備候補地とする

ことについて打診したところ，グラウンドやゲートボール場などは，地域の活性化

やスポーツ振興のために利用されていることなどから，整備候補地とすることは困

難であるとの意見でした。 

したがって，附属医療施設の整備場所は，Ｂ案，Ｃ案，Ｄ案で比較検討し，決定

することとしました。 
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⑵ 整備場所の選定 

ア 整備場所 

比較検討した結果により，最も評価が高く，塩江地区地域審議会の要望もある

Ｄ案を最有力の整備場所とし，平成２２年度中に，土石流の防災対策が実施され

る見通し，および土地所有者の理解が得られる見通しが立たない場合は，次順位

のＣ案を整備場所とします。 

イ 評価に当たっての前提条件 

整備場所の選定に当たっては，入院患者をはじめ，来院者や職員の安全を確保

するため，防災対策に万全を期す必要があります。 

このため，次のような防災対策により，各候補地の防災面での評価を同一とし

ました。 

 

区分 各候補地における防災対策 

Ｂ案 既に土石流に対する砂防堰堤が整備されている。 

Ｃ案 
候補地の形状から，急傾斜地の崩壊の土砂災害警戒区域外での病院建物

の建設となる。 

Ｄ案 

土石流の砂防堰堤工事は，県が国の補助制度を活用して実施する。 

急傾斜地の崩壊防止工事は，病院建設後において同工事の国の補助制度

の基準を満たすため，病院建設後，県が，国の補助制度を活用して実施

する。 

 

ウ 評価の方法 

評価は，評価の視点を定めて行います。 

各視点の評価点数は，次に示す評価点に各視点の配点を乗じて算出します。 

    (ｱ) 評価点 

評価点については，評価結果を分かりやすくするため，優れている評価を５

点とし，２点刻みとしました。 

評価基準 評価点 

 優れている ５点 

 普通 ３点 

 劣っている １点 

    

 

 



68 

 

(ｲ) 評価の視点および配点 

評価の視点については，次の表のとおりとします。 

評価の視点のうち，病院運営を行うに当たって，患者の満足度を高めるため

の「患者の療養環境」や，職員の効率的な配置を行うための「病院建物の機能

性・効率性」は，医療機能の発揮や収益性を確保する上で重要な要素となりま

す。 

このため，評価点数の合計が１００点満点となる最小の整数の傾斜配分とす

るため，「患者の療養環境」，「病院建物の機能性・効率性」の配点を６点，他

の視点の配点を４点としました。 

評価の視点 配点 

 患者の療養環境 ６点 

 病院建物の機能性・効率性 ６点 

 来院者の利便性 ４点 

 概算整備費用 ４点 

 

エ 評価結果 

評価点数合計 

区分 Ｂ 案 Ｃ 案 Ｄ 案 

評価点数 
合計 

４８ ５６ ７６ 

 

(ｱ) 患者の療養環境 

区分 Ｂ案 Ｃ案 Ｄ案 

患者の 

療養環境 

 
西向きの病室が，Ｃ案
よりは尐ない。 
静寂性など，その他の
療養環境は他の案と
同一である。 

 
西向きの病室が多く
なる。 
静寂性など，その他の
療養環境は他の案と
同一である。 

 
西向きの病室は最も
尐ない。 
静寂性など，その他の
療養環境は他の案と
同一である。 

評価点…Ⓐ ３ １ ５ 

評価点数 
（Ⓐ×６） 

１８ ６ ３０ 
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(ｲ) 病院建物の機能性・効率性 

区分 Ｂ案 Ｃ案 Ｄ案 

断面 

イメージ図 

   

想定階数 ７階建 ４階建 ３階建 

入院病棟の 

配置 

 
入院病棟が２フロア

に分かれ，スタッフス

テーションが２か所

必要となる。 

 
入院病棟を１フロアで

配置できる。 

 
入院病棟を１フロアで

配置できる。 

外来・検査部門

などの配置 

 
外来患者，職員の上下

階の移動が，３案の中

で最も多くなる。 

 
車での来院者は，２～

３階まで上がる必要が

あり，外来患者や職員

の上下階の移動がＤ案

より多くなる。 

 
外来患者や職員の上下

階の移動が最も尐な

い。 

評価点…Ⓑ １ ３ ５ 

評価点数 
（Ⓑ×６） 

６ １８ ３０ 

 

(ｳ) 来院者の利便性 

区分 Ｂ案 Ｃ案 Ｄ案 

公共交通機関

等のアクセス 

 
ことでんバス塩江停
留所から約３００ｍ
離れている。 

 
ことでんバス塩江停留
所から約５５０ｍ離れ
ている。 

 
ことでんバス不動の
滝 口 停 留 所 か ら 約
１５０ｍ離れている。 

駐車場の確保 

 
敷地内は救急車が１

台駐車できる。 

現病院跡地の利用に

より約７０台確保で

きる。 

 
敷地内に約３０台 

職員用を現病院跡地に

確保できる。 

 
敷地内に約７０台確保

できる。 

保健・福祉 

との連携 

 
市保健センターや介

護老人保健施設に隣

接している。 

なお，建設工事中の振

動・騒音等の問題があ

る。 

 
市保健センターや介護

老人保健施設から，約

２５０ｍ離れている。 

 
市保健センターや介護

老人保健施設から，約

７００ｍ離れている。 

評価点…Ⓒ ３ ３ ３ 

評価点数 
（Ⓒ×４） 

１２ １２ １２ 
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(ｴ) 概算整備費用（医療機器整備費等除く）        【単位 百万円】 

区分 Ｂ案 Ｃ案 Ｄ案 

概算整備費用 １，１８０ 
１，１０６ 

～１，１４０ 

１，１２０ 

＋用地取得費 

 

病院建築費 
 

Ｄ案と比較し
た増要因 

１，１３０ 
 

７階建に伴う躯体工事費や階数増 
によるエレベータ設備費の増分等 

１，０２０ 
 

１階駐車場に伴う躯体工事費や 
 エレベータ設備費の増分等 

９５０ 
 
 
 

下水道，温泉

水整備費 

０ 
(病院建設費内で対応) 

２６～６０ 
 

０ 
(病院建設費内で対応) 

道路，橋梁整

備費 
０ ０ 

５０ 
(進入道路が公衆用道路) 

用地造成， 

外構工事費等 
５０ ６０ １２０ 

評価点…Ⓓ ３ ５ １ 

評価点数 
（Ⓓ×４） 

１２ ２０ ４ 



71 

 

Ⅸ 施設整備計画 

 

新病院の基本理念・基本方針や特徴をはじめ，各部門別計画の内容を踏まえ，次のと

おり施設整備を図ります。 

 

１ 高松市新病院 

⑴ 整備方針 

ア 患者本位の施設整備 

(ｱ) 療養環境に配慮するとともに，患者や家族にとって分かりやすく利用しやす

い配置とします。 

  多床室は，アメニティを確保するとともに，プライバシーを保護できるよう

配慮します。 

(ｲ) ユニバーサルデザインやバリアフリーの考え方により，来院者の視点にたっ

て，段差が尐なく廊下等の通路幅を確保するなどの施設整備をします。 

(ｳ) （財）日本医療機能評価機構の病院機能評価に基づく病室の静寂や採光など

の療養環境や，分かりやすい案内表示などの患者サービスの項目に対応した施

設とします。 

(ｴ) 来院者が利用する諸室は，利便性に配慮して，エントランスからの動線が分

かりやすく短くなるように配置します。 

(ｵ) 検診待合や，人工透析室，物品供給の動線等が外来患者と交錯しないよう配

慮します。 

イ 安全で災害に強い施設整備 

(ｱ) 大規模地震等の災害時においても病院機能を維持するため，病院建物を免震

構造とします。 

  また，電気，ガス，水道などのライフラインについても，災害時に対応した

設備とします。 

(ｲ) 災害時を想定して，外来待合室などに患者収容可能なスペースを確保すると

ともに，医療ガス，吸引装置の配管を行い，災害時に対応できる設備を確保し

ます。 

(ｳ) 災害拠点病院として必要な備蓄庫を整備するとともに，航空法によるヘリコ

プターの飛行場外離着陸場の基準を満たすスペースの確保に努めます。 

ウ 環境とライフサイクルコストに配慮した施設整備 

(ｱ) 太陽光発電や省エネルギー効果の高い設備を設置するなど省エネルギーを推

進します。 

(ｲ) 地下水や雤水を利用し，水の循環利用を推進します。 

(ｳ) 仏生山歴史街道からの景観や，周辺の街並みに配慮し，地域環境に調和した

建物の整備を目指します。 
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(ｴ) 施設整備に係る初期投資を抑えるため，構造や外観等を考慮するとともに，

地下階は設けないものとします。 

(ｵ) 建物の高断熱化，高気密化により空調負荷低減を図るほか，省電力・長寿命

の照明の採用など，エネルギー効率が良く，維持管理費が抑えられるような設

備を整備します。 

(ｶ) 経済性，耐久性に優れた，メンテナンスの容易な材料を使用します。 

エ 将来の医療変化への対応が可能な施設整備 

将来の医療環境の変化に対応できるよう，柱スパンの長大化，耐震壁の適正配

置，主要配管の予備配管スペースの確保などを図ります。 

オ スタッフにとって働きやすい施設整備 

各部門の効率的な機能連携や医療機器の効率的な運用が可能な配置とすると

ともに，スタッフ動線や物流動線を考慮した配置とします。 

 

⑵ 整備場所の状況 

ア 整備場所 

高松市仏生山町 

イ 敷地面積 

約５７，０００㎡ 

ウ 農業振興地域 

指定 

エ 用途地域 

用途白地地域（特定用途制限地域） 

オ 建ぺい率 

６０％ 

カ 容積率 

２００％ 

キ 周辺道路 

北側   県道三木国分寺線  （幅員１２～１７.２ｍ） 

北側接道 市道仏生山円座線  （幅員４.３～７.０ｍ） 

西側   県道高松香川線   （幅員７.７～１２.５ｍ） 

     市道仏生山町８号線 （幅員２.１～３.０ｍ） 

ク 電気 

計画地に架空引込 

ケ 電話 

計画地に架空引込 

コ 給水 

市道仏生山円座線埋設：２００φ 
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サ 下水道 

新病院開院までに下水道計画区域内の公道に整備予定 

シ ガス 

新病院開院までに中圧ガス管の敷設について協議 

ス 文化財試掘調査の結果 

県農業試験場用地の一部で実施した埋蔵文化財試掘調査の結果，奈良時代・平

安時代・中世の集落跡が確認できたことから，埋蔵文化財包蔵地として，萩前（は

ぎまえ）・一本木遺跡の名称で県教育委員会に登録されました。 

このため，文化財保護法に基づき，施設の建設工事を行う前に，事業計画を県

教育委員会に通知した上で，埋蔵文化財発掘調査を行う必要があります。 

 

⑶ 敷地利用計画 

ア 配置計画 

(ｱ) 病院建物は，ことでん仏生山駅からの徒歩による来院者の動線の短縮を図る

ため，敷地北側に配置し，建物の正面玄関は，建物東側を基本に，設計時に精

査します。 

(ｲ) 冷凍機やボイラーなど，病院で使用するエネルギーを発生させる機器は，稼

動に伴う騒音・振動やコスト縮減，メンテナンスのしやすさを考慮して整備し

ます。 

 (ｳ) 駐車場は，車での来院者に利用しやすい配置とするほか，高齢者，障がい者，

妊婦などの専用スペースを確保します。 

  また，来院者および職員用に，必要な駐車スペースを確保します。 

(ｴ) 来院者の利便性を図るため，タクシー乗り場やタクシーの待機場の設置を考

慮するとともに，路線バスの乗り入れについて検討します。 

(ｵ) ヘリコプターの飛行場外離着陸場は，ヘリコプター進入角度など，航空法で

定められた規定の範囲で，病院敷地内の施設配置に影響の尐ない位置に設置し

ます。 

(ｶ) 雤水排水などに対応するため調整池を設置するなど，排水施設の整備を図り

ます。 

(ｷ) 敷地内は，病院利用者の交流機能の推進を図るため，公園や緑地などを整備

し，緑と潤いのある環境とします。 

(ｸ) 院内保育所は，園児の保育環境や園庭を整備することを考慮して，病院建物

と別に整備します。 

イ 病院へのアクセス 

(ｱ) 現状 

ａ 公共交通機関 

整備場所から東約１５０ｍに，高松琴平電気鉄道（ことでん）仏生山駅が
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あります。 

ことでん仏生山駅には，香川町シャトルバスやこどもの国シャトルバスな

ど，コミュニティバスの停留所が設けられています。 

県道高松香川線沿いに，路線バスの停留所があります。 

     ｂ 道路 

次頁の図のとおり，周辺に，県道や市道があります。 

(ｲ) 課題 

 ａ 公共交通機関からの利便性が高い反面，接道する市道仏生山円座線が１車

線であることなどから，病院開院後は，周辺の県道，市道が現状よりも混雑

することが予測され，救急車の搬送をはじめ，県道，市道の交通混雑緩和対

策が必要となります。 

ｂ 県道高松香川線沿いの路線バス停留所から，新病院まで約３００ｍありま

す。 

(ｳ) 対応策 

ａ 新病院を核としたまちづくりなどを検討するため，県・市共同で設置した，

「香川県農業試験場跡地を活用したまちづくり検討委員会」報告書（平成 

 ２１年１２月）にある交通混雑を解消する対策を，県と協議しながら検討し

ます。 

ｂ 新病院整備事業の開発行為協議を成立させるため，整備場所と県道高松香

川線に９ｍ以上の道路が接続していることが必要なことから，市道仏生山町

８号線を拡幅し，進入路とします。 

ｃ 市道仏生山町８号線を経由して，病院敷地内への路線バスの乗り入れが可

能となる構内道路を検討します。 

      

  【参考】 

   「香川県農業試験場跡地を活用したまちづくり検討委員会」からの報告書より（抜粋） 

 

    （４）交通混雑を解消する対策 

      現況から見ると、跡地周辺の道路網である県道三木国分寺線・県道高松香川線などは、

朝・夕の時間帯で、高松市中心部へ向かう車両及び通過交通量が多い。 

      検討結果から、病院計画地はこれら道路の南東に位置することから、退院車両による

影響が発生することが見て取れる。 

      新病院整備による影響としての、新篭池交差点：混雑度 0.91、籠池交差点：右折影響

「大」との予測結果を踏まえると、病院周辺の跡地利活用に伴う交通量への影響なども

考慮して、ソフト対策の実施並びに、ハード対策の検討を実施すべきであると考える。 

     ■ソフト対策 
 

     ソフト面の対策としては、退院車両の迂回経路設定などが有効に寄与する可能性が高

く、周辺交通環境への影響を抑えるため、以下の対策を実施すべきであると考える。 

      ○迂回経路の設定・周知    ○公共交通機関の利用促進 

       ・看板などによる周知     ・電車・バスの増便 

      ○信号サイクルの最適化     ・電車・バスの利用割引券発行 

                      ・コミュニティバスの路線変更 
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     ■ハード対策 
 

     籠池交差点については、市道仏生山円座線からの右折による影響が長時間続く可能性

があることから、以下の対策を実施すべきであると考える。 

      ○籠池交差点における信号機の設置 

     これら対策は一定の改善効果があると思われるが、緊急車両等の走行も考慮して、交

通状況が悪化しないよう注意して対応すべきものであることから、対策の効果及び経

緯を見つつ、より万全を期す取組みとするために、以下のハード対策の実施に向けた

検討をすべきであると考える。 

      地点１：新篭池交差点に有効と考えられる対策 

       ・県道高松香川線の交差点南側の右折レーンの設置 

      地点２：籠池交差点に有効と考えられる対策 

       ・市道仏生山円座線の交差点東側の道路幅員の拡大等 
 
      また、道路計画を作成する必要があると考える。 

 

 

 
             図表  施設の配置イメージ図 

 

 

⑷ 建物の階層別構成 

高層部に病棟を配置し，低層部に外来部門，救急部門，放射線部門，検査部門，

手術部門などを配置する構成を基本とします。 

バス停留所 

新篭池交差点 

籠池交差点 

バス停留所 
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病棟は，病室利用の融通性に優れ，病棟間のスタッフの連携が取りやすい１フロ

ア２病棟とし，病棟全体は４層を基本とします。 

病棟以外の部門は，建設コストを低減するため低層階３層を基本にし，来院者の

利便性や働きやすさを考慮した諸室配置とします。 

また，外来部門が２層に分かれるため，来院者の利便性や費用対効果を踏まえ，

エスカレータの設置を検討します。 

7Ｆ

6Ｆ

5Ｆ

4Ｆ

3Ｆ

2Ｆ

1Ｆ
○ ○ ○ ○

病棟（緩和ケア）

病棟（2病棟）

病棟（2病棟）

病棟（2病棟）

外来・検査・薬剤・栄養部門他

外来・救急・放射線・地域医療連携部門他

手術（ＩＣＵ）・中央滅菌・管理部門他

 

    図表  断面イメージ図 

 

   ※ 施設の配置や建物の階層別構成は，地質調査の結果や設計事業者の提案により，

変更することがあります。 
 

⑸ 構造計画 

ア 耐震性能 

病院建物などの耐震性能は，「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」にお

ける耐震性の分類Ⅰ類※とし，大規模地震等の災害後，構造体の補修をすること

なく建築物を使用できるものに整備します。 

また，病院建物と別に整備する院内保育所は，耐震性の分類Ⅱ類※とし，大規

模地震等の災害後，構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できるもの

に整備します。 

 

※「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」における耐震性の分類Ⅰ類，Ⅱ類 

  分類Ⅰ類は，大きな地震の後にも「建物の補修が必要ない」施設，分類Ⅱ類は「大きな補修
を必要としない」施設という違いがあるが，いずれも人命の安全確保と建物機能が確保される
耐震性を有し，災害対応活動の拠点として使用できる建物の耐震基準を指している。国が作成
した「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」による。 
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イ 構造方式 

病院建物は，大規模地震等の災害時における構造体損傷を最小限にとどめ，医

療機能を継続させるため，現時点で技術的評価の高い免震構造とします。 

 

⑹ 設備計画 

ア 電気設備 

大規模地震等の災害時でも医療機能を止めることがない様に，受電方式を２回

線受電方式として安定的に電源を確保するとともに，非常用発電機を整備します。 

また，太陽光発電や省エネルギー効果の高い設備を設置するなど，省エネル 

ギーを推進できる設備を整備します。 

イ 空気調和設備 

エネルギーロスを減らすため，できるだけ個別コントロールのしやすい空調シ

ステムの採用や，メンテナンスのしやすい機器を選定する等，維持管理費が抑え

られる設備を整備します。 

ウ 給排水設備 

渇水対策や災害時の給水確保も合わせて，上水（飲用，医療用）は，水道水を

利用し，雑用水（トイレ洗浄水等）には，地下水や雤水の利用も考慮した設備と

するとともに，災害時の汚水排水のための非常用排水貯留槽（一時貯留）を整備

します。 

また，検査部門や厨房などからの排水に対しては，それぞれ専用の排水処理設

備を設けます。 

エ 防災，保安関連設備 

病院建物内の防災・保安状態を一元管理するために，電気・空気調和・防災設

備等の運転と保安の状態監視を行う中央監視設備を整備します。 

また，緊急連絡ボタンや防犯カメラの設置など，安全性に配慮した施設整備と

します。 

オ 昇降機設備 

院内における人・物品等の昇降量・用途を適切に把握し，来院者用，寝台用，

物品搬送用など用途に合わせ効率的に整備します。 

   

⑺ 病院建物の１床当たり面積 

１床当たり面積は，８０㎡程度を基本とし，設計時に精査します。 

昨年度から本年度にかけて，基本構想や基本計画などを策定または設計を実施し

ている病床数がほぼ同規模の自治体病院の１床当たりの面積（７０～８５㎡）を参

考に設定しました。 

なお，設計時において，効率的な諸室配置等を行うとともに，災害時の患者収容

などのスペースを確保します。 
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  同規模の自治体病院の状況 

自治体病院名 病床数（床） 
１床当たり 

面積（㎡） 

岐阜県立下呂温泉病院 ２３０ ８０ 

多治見市民病院 ２５０ ７５ 

市立伊東市民病院 ２５０ ７４ 

安芸地域県立病院 ２７０ ７０ 

公立甲賀病院 ４１３ ７５ 

兵庫県立淡路病院 ４４１ ７６ 

つがる西北五広域連合中核病院 ４４４ ７９ 

徳島県立中央病院 ４６０ ８０ 

香川県立中央病院 ５３０ ８５ 

平均 － ７７ 

 

⑻ 病院建物の１㎡当たり建築単価 

基本計画に定める医療機能を発揮するために，必要な施設設備を整備するととも

に，国が示した公立病院に関する財政措置の改正要綱※や他病院の事例を参考に，

設定します。 

 

⑼ 医療機器 

医療機器については，高度で専門的な医療を提供するため，必要な医療機器を精

査し整備します。 

なお，可能な限り，高松市民病院および香川病院から新病院への移設を図ります。 

 

 

 

 

 

 

※公立病院に関する財政措置の改正要綱 

  平成20年12月に国が示した同要綱において，病院建物に係る財政措置における建築単価の上限
が設定され，現時点では，病院建物の建築単価が１㎡当たり30万円を上回る部分を，普通交付税
措置対象となる病院事業債の対象から除外することとしている。 
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主要な医療機器として，次の機器を整備します。 

 

部門別 主要機器名 用途 

外来部門 
体外衝撃波結石破砕装置 

（ＥＳＷＬ） 

体外から尿路結石（腎結石，尿管結
石）に衝撃波を照射し細かく破砕す
る装置。 

手術部門 

脳外科用手術用顕微鏡 
脳血管などの細かい部位の手術を行
う際に使用する顕微鏡。 

血管造影撮影装置 

（アンギオ） 

血管の検査や治療を行なう際に，造
影剤を注入して血管を映し出すため
の装置。 

血管造影Ｘ線診断装置 

（ＤＳＡ） 

血管に造影剤を注入しⅩ線撮影を行
い，デジタル処理により血管だけを
見やすくする装置。 

頻脈性不整脈診断・ 

治療装置 

専用の高周波発生装置と専用のカ 

テーテルを併用し，不整脈の診断と
治療を一度に行う装置。 

放射線部門 

胸部Ｘ線撮影装置 
肺の全体像や大きな血管の走行，心
臓や横隔膜等の形状，骨の状態など
を放射線により映し出す装置。 

Ｘ線テレビ撮影装置 
胃や十二指腸，小腸，大腸などの内
臓をデジタル画像として映し出す装
置。 

骨密度測定装置 
骨密度（骨の丈夫さ，硬さ）を測定
する装置。 

コンピュータ断層撮影 

装置（ＣＴ） 

検査部位を輪切りにした断面画像を
３次元画像により映し出す装置。 

磁気共鳴断層撮影装置 

（ＭＲＩ） 

核磁気共鳴現象を利用して生体内の
内部の情報を画像化する装置。 

ガンマ・カメラ 

（ＳＰＥＣＴ－ＣＴ） 

放射性医薬品を投与し，その分布状
態を検出し，コンピュータにより脳
や心臓をはじめ各部位の血流量や代
謝機能などを診断する。 

ライナック 

（リニアック) 

高エネルギーのⅩ線や電子線をがん
細胞に照射し治療する装置。 

ＣＴシミュレーター 
正確な放射線治療を行うために治療
部位の撮影を行い，最適な照射範囲
や方向を決める装置。 

薬剤部門 
注射薬払出システム 

（オートアンプルディスペンサー） 

医師からのオーダに基づき，注射薬
を患者個人毎にセットする装置。 

 

 ※ 規格，台数等については，今後精査し決定します。 
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２ 附属医療施設 

⑴ 整備方針 

ア 患者本位の施設整備 

(ｱ) 療養環境に配慮するとともに，患者や家族にとって分かりやすく利用しやす

い配置とします。 

  多床室は，アメニティを確保するとともに，プライバシーを保護できるよう

配慮します。 

(ｲ) ユニバーサルデザインやバリアフリーの考え方により，来院者の視点にたっ

て，段差が尐なく廊下等の通路幅を確保するなどの施設整備をします。 

(ｳ) （財）日本医療機能評価機構の病院機能評価に基づく病室の静寂や採光など

の療養環境や，分かりやすい案内表示などの患者サービスの項目に対応した施

設とします。 

(ｴ) 来院者が利用する諸室は，利便性に配慮して，エントランスからの動線が分

かりやすく短くなるように配置します。 

イ 安全で災害に強い施設整備 

広域救護病院として，災害に備えた施設構造や必要な設備の整備に努めます。 

ウ 環境とライフサイクルコストに配慮した施設整備 

(ｱ) 太陽光発電や省エネルギー効果の高い設備を設置するなど省エネルギーを推

進します。 

(ｲ) 地下水や雤水を利用し，水の循環利用を推進します。 

(ｳ) 森林，清流などの水と緑の自然環境に配慮した建物の整備を目指します。 

(ｴ) 施設整備に係る初期投資を抑えるため，構造や外観等を考慮するとともに，

地下階は設けないものとします。 

(ｵ) 建物の高断熱化，高気密化により空調負荷低減を図るほか，省電力・長寿命

の照明の採用など，エネルギー効率が良く，維持管理費が抑えられるような設

備を整備します。 

(ｶ) 経済性，耐久性に優れた，メンテナンスの容易な材料を使用します。 

エ 将来の医療変化への対応が可能な施設整備 

将来の医療環境の変化に対応できるよう，柱スパンの長大化，耐震壁の適正配

置，主要配管の予備配管スペースの確保などを図ります。 

オ スタッフにとって働きやすい施設整備 

 各部門の効率的な機能連携や医療機器の効率的な運用が可能な配置とするとと

もに，スタッフ動線や物流動線を考慮した配置とします。 
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⑵ 整備場所の状況 

ア 整備場所 

高松市塩江町安原上東地内 

イ 敷地面積 

約６，１００㎡ 

ウ 農業振興地域 

指定 

エ 用途地域・建ぺい率・容積率 

都市計画区域外で規制なし 

オ 周辺道路 

南側接道 公衆用道路（橋梁あり） 

西側   国道１９３号線 （幅員８.５～９.７ｍ） 

カ 電気 

計画地に架空引込 

キ 電話 

計画地に架空引込 

ク 給水 

南側接道（公衆用道路）埋設：７５φ 

ケ 下水道 

敷地取得を前提に，附属医療施設開院までに下水道計画区域内の公衆用道路に

整備予定 

コ ガス 

プロパンガス 

 

⑶ 敷地利用計画 

ア 配置計画 

(ｱ) 病院建物は，敷地北側に配置し，建物の正面玄関は，日当たりが良く明るい

建物南側を基本とします。 

(ｲ) 駐車場は，高齢者，障がい者，妊婦などの専用スペースを確保します。 

イ 病院へのアクセス 

(ｱ) 公共交通機関 

整備場所から西約１５０ｍの国道１９３号線沿いに，ことでんバス不動の滝

口停留所があります。 

(ｲ) その他 

診療日に患者輸送バスを運行します。 
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             図表  施設の配置イメージ図 

 

 

⑷ 建物の階層別構成 

病棟は，効率的な看護業務が可能な１フロア１病棟とします。 

病棟以外の部門は，低層階２層を基本にし，来院者の利便性や働きやすさを考慮

した諸室配置とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    図表  断面イメージ図 

 

   ※ 施設の配置や建物の階層別構成は，地質調査の結果や設計事業者の提案により，

変更することがあります。 

 

 

３Ｆ 

２Ｆ 

１Ｆ 外来・放射線・栄養部門他 

検査・リハビリ・管理部門他 

病棟（１病棟）  

 

 

香
東
川 
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⑸ 構造計画 

ア 耐震性能 

病院建物の耐震性能は，「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」における

耐震性の分類Ⅰ類とし，大規模地震等の災害後，構造体の補修をすることなく建

築物を使用できるものに整備します。 

イ 構造方式 

病院建物は，大規模地震等の災害時における構造体損傷を最小限にとどめ，医

療機能を継続させるため，耐震構造とします。 

 

⑹ 設備計画 

ア 電気設備 

大規模地震等の災害時でも医療機能を止めることがない様に，受電方式を２回

線受電方式として安定的に電源を確保するとともに，非常用発電機を整備します。 

また，太陽光発電や省エネルギー効果の高い設備を設置するなど，省エネル 

ギーを推進できる設備を整備します。 

イ 空気調和設備 

エネルギーロスを減らすため，できるだけ個別コントロールのしやすい空調シ

ステムの採用や，メンテナンスのしやすい機器を選定する等，維持管理費が抑え

られる設備を整備します。 

ウ 給排水設備 

渇水対策や災害時の給水確保も合わせて，上水（飲用，医療用）は，水道水を

利用し，雑用水（トイレ洗浄水等）には，地下水や雤水の利用も考慮した設備と

します。 

 

⑺ 病院建物の１床当たり面積 

１床当たり面積は，６０㎡程度を基本とし，設計時に精査します。 

現病院の状況を参考にして，療養病床の病院として必要な医療機能を確保できる

面積としました。 

なお，設計時において，効率的な諸室配置等を行います。 

 

⑻ 病院建物の１㎡当たり建築単価 

基本計画に定める医療機能を発揮するために，必要な施設設備を整備するととも

に，国が示した公立病院に関する財政措置の改正要綱や他病院の事例を参考に，設

定します。 
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⑼ 医療機器 

医療機器については，慢性期医療を中心とした地域医療を提供するため，必要な

医療機器を精査し整備します。 

なお，可能な限り，塩江病院から附属医療施設への移設を図ります。 

主要な医療機器として，次の機器を整備します。 

 

部門名 主要機器名 用途 

放射線部門 

Ｘ線撮影装置 
頭部，胸部，腹部などの各部位にＸ
線を照射し，画像として可視化する
装置。 

Ｘ線テレビ撮影装置 
胃や十二指腸，小腸，大腸などの内
臓をデジタル画像として映し出す装
置。 

コンピュータ断層撮影 

装置（ＣＴ） 

検査部位を輪切りにした断面画像を
３次元画像により映し出す装置。 

     ※ 規格，台数等については，今後精査し決定します。 
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Ⅹ 事業計画 

 

１ 整備手法 

⑴ 選定 

整備手法は，設計と施工を分離して発注する従来方式とします。 

⑵ 選定理由 

整備手法には，従来方式，ＤＢ方式※，ＣＭ方式※があります。 

 埋蔵文化財調査を早期に実施するためには，できる限り基本設計期間の短縮を図

り，建設場所の特定を行う必要があります。 

ＤＢ方式は，基本設計の内容で実施設計と工事をまとめて発注するため，通常の

基本設計より詳細な条件設定を行う必要があることから，従来方式，ＣＭ方式に比

べ，基本設計期間が長くなります。 

このため，基本設計期間の短縮を図れる方式としては，従来方式とＣＭ方式が考

えられましたが，現時点では多くの同規模の自治体病院が従来方式を採用している

こと，また，ＣＭ方式は，ＣＭ費用が別途発生し，その費用に対する施工面やコス

ト低減の効果を評価しにくいことから，従来方式を採用します。 

なお，設計期間中に，新たな建設費低減の方策を設計事業者と協議することによ

り，さらに建設費の低減を図ります。 
 

２ 設計事業者の選定方法 

⑴ 選定 

設計事業者の選定方法は，プロポーザル方式※とします。 

⑵ 選定理由 

設計事業者の選定方法には，価格競争入札やプロポーザル方式などがあります。 

病院設計においては，医療機器設置のための設備に関する知識や医療行為を理解

した諸室配置など，高度な専門性が求められることから，実際の設計事業者の力量

に左右されることになります。 

このため，価格だけでなく設計事業者の創造力や技術力，経験などを総合的に判

断することができ，多くの同規模の自治体病院が採用していることから，プロポー

ザル方式とします。 
 
※ＤＢ方式 

  デザインビルド方式の意味で，基本設計後，実施設計と施工を包括発注するなど，設計・施工
の一体化の利点を生かすために考えられた方式。 

※ＣＭ方式 

  発注者の補助者・代行者であるＣＭＲ（コンストラクション・マネージャー）を採用し，発注
者の側に立って設計の検討や工事発注方式の検討，工程管理，コスト管理などの各種マネジメン
トを行う方式。 

※プロポーザル方式 

  病院設計など，高度な専門性が要求される業務について，設計者から設計対象に対する発想・
解決方法等の技術提案書の提出を受け，有識者などで構成する選定委員会において，提案内容を
審査・評価し，設計事業者を選定する方式。 
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設計発注 

３ 整備スケジュール 

 

新病院については，今後，埋蔵文化財の発掘調査などについて，県などと具体的な

協議を進め，できる限り整備スケジュールへの影響が尐なくなるよう努めていきます。 

また，附属医療施設については，新病院の開院に合わせて整備を進めていきます。 

整備スケジュールは，次のとおり想定しています。 

 

整備スケジュール 

区 
分 

２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

新

 

病

 

院 

     

附

属

医

療

施

設 
     

 

計画通知 
工事発注 建設工事 

ボ ー
リ ン
グ 調
査 

建設工事 
計画通知 
工事発注 

基本設計 

開発行為 

協議成立 

用
地
取
得 

設計発注 開
院
準
備
・
開
院 

埋蔵文化財発掘調査 

実施設計 

基本設計 実施設計 

開
院
準
備
・
開
院 

ボ ー
リ ン
グ 調
査 

用
地
取
得 

文
化
財
試
掘
調
査 

 

防災工事の 

県との協議, 

確認等 

農
地
転
用 
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４ 概算整備事業費および財源 

 

⑴ 高松市新病院 

ア 規模 

(ｱ) 敷地面積約５７，０００㎡ 

(ｲ) 病床数３６０床 

(ｳ) 施設本体延床面積２８，８００㎡ 

イ 整備事業費 

建築費，医療機器等整備費，施設解体費，移転費用などを見込みます。 

     ※ 建築費については，公立病院に関する財政措置の改正要綱で示された建築

単価で試算していますが，設計時に精査します。 

【単位 百万円】 

区 分 概算整備事業費 

 事業費 １６，３００  

 建築費（設計費等含む） ８，９５０  

用地造成費，外構工事費，院内保育所整備費等 

（埋蔵文化財発掘調査費含む） 
１，６６０  

医療機器・備品，情報システム整備費 ４，８９０  

移転費用等諸雑費 １００  

小 計 １５，６００  

施設解体費 ７００  

※ ただし，用地取得費を除きます。 

 

ウ 財源 

自己資金，企業債，地域医療再生交付金，一般会計出資金（合併特例債分含む）

を見込みます。 

                      【単位 百万円】 

区分 事業費 自己資金 企業債 
地域医療 

再生交付金 

一般会計 

出資金 

(合併特例債分含む) 

事業費 １６，３００ ７５０ １０，７９０ ５００ ４，２６０ 
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⑵ 附属医療施設 

ア 規模 

(ｱ) 敷地面積約６，１００㎡ 

(ｲ) 病床数６０床 

(ｳ) 施設本体延床面積３，６００㎡ 

イ 整備事業費 

建築費，医療機器等整備費，施設解体費，移転費用などを見込みます。 

 ※ 建築費については，新病院との構造方式や医療機能などの違いを考慮し， 

  試算しています。 

                      【単位 百万円】 

区 分 概算整備事業費 

 事業費 １，６７０  

 建築費（設計費等含む） ９５０  

用地造成費，外構工事費，道路・橋梁整備費 １７０  

医療機器・備品，情報システム整備費 ４６０  

移転費用等諸雑費 ２０  

小 計 １，６００  

施設解体費 ７０  

※ ただし，用地取得費を除きます。 

 

ウ 財源 

自己資金，企業債，一般会計出資金（合併特例債分含む）を見込みます。 

                      【単位 百万円】 

区分 事業費 自己資金 企業債 

一般会計 

出資金 

（合併特例債分含む） 

事業費 １，６７０ ７０ １，１６０ ４４０ 
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５ 事業収支 

 

⑴ 高松市新病院 

ア 主な前提条件 

(ｱ) 患者数 

入院患者数 １日平均３００人 

外来患者数 １日平均８５０人 

(ｲ) 診療収入 

入院患者１人１日当たり ４２，０００円 

 同規模自治体病院の金額に，伸率を見込むとともに，ＩＣＵの施設基準を

取得するとして，算出しました。 

外来患者１人１日当たり １０，７００円 

 同規模自治体病院の金額に，伸率を見込み，算出しました。 

(ｳ) 一般会計負担金 

現行の繰出基準で算出しました。 

(ｴ) 職員数 

医師，看護師など医療スタッフ数は，平成２０年度末の高松市民病院と香川

病院の職員数をベースに，診療科の新設や新病院で重点的に取り組むがん，救

急医療など基本計画で定めた医療機能を発揮するために必要な職員数を考慮し，

算出しました。 

その他職員数は，平成２０年度末の高松市民病院と香川病院の職員数をベー

スに，必要と想定される職員数で算出しました。 

(ｵ) 給与費 

上記(ｴ)の職員数に，平成２０年度の高松市民病院の１人当たり平均の人件費

を乗じて算出しました。 

(ｶ) 薬品費，診療材料費 

各年度の入院，外来収益に，平成１９年度の地方公営企業年鑑の診療収入が，

新病院と同程度の病院の薬品費や診療材料費それぞれの対入院，外来収益比を

乗じて算出しました。 
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   【参考】 

区  分 
高松市民病院 

（平成２０年度決算） 

３００床以上４００床未満の

全国自治体病院（平均） 

（平成１９年度決算） 

患者一人 

１日当たり

診療収入 

(一般病床) 

入院（円） ３５，０１４ ３７，０３２ 

外来（円） ８，７７１ ９，７９３ 

対医業 

収益比率 

職員給与費（％） ６５．８ ５５．５ 

材料費（％） ２３．５ ２５．１ 

経費（％） １９．７ ２４．１ 

  出典：平成１９年度地方公営企業年鑑 

※ 材料費は，薬品費，診療材料費などです。 

※ 経費は，委託料，賃借料などです。 

 

イ 収支試算 

開院後２０年間の事業収支の試算は，次のとおりとなります。 

【単位 百万円】 

年度 開院年度 
開院 

５年後 

開院 

１０年後 

開院 

１５年後 

開院 

１６年後 

開院 

２０年後 

病院事業収益 Ａ 7,893 7,886 7,853 7,841 7,838 7,827 

 

医業収益  ａ 7,509 7,509 7,488 7,488 7,488 7,488 

医業外収益 ｂ 384 377 365 353 350 339 

病院事業費用 Ｂ 8,554 8,592 7,968 7,932 7,700 7,678 

 

医業費用  ｃ 8,242 8,293 7,691 7,678 7,452 7,453 

医業外費用 ｄ 312 299 277 254 248 225 

経常収益 Ａ－Ｂ △661 △706 △115 △91 138 149 

    ※ ただし，用地取得費を除きます。 
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⑵ 附属医療施設 

ア 主な前提条件 

(ｱ) 患者数 

入院患者数 １日平均５４人 

外来患者数 １日平均１２０人 

(ｲ) 診療収入 

入院患者１人１日当たり １４，２００円 

 平成２０年度の塩江病院の入院診療収入を参考にしました。 

外来患者１人１日当たり ７，４００円 

平成２０年度の塩江病院の外来診療収入を参考にしました。 

(ｳ) 一般会計負担金 

現行の繰出基準で算出しました。 

(ｴ) 職員数 

医師，看護師など医療スタッフ数は，平成２０年度末の塩江病院の職員数を

ベースに，基本計画で定めた医療機能を発揮するために必要な職員数を考慮し，

算出しました。 

その他職員数は，平成２０年度末の塩江病院の職員数をベースに，必要と想

定される職員数で算出しました。 

(ｵ) 給与費 

上記(ｴ)の職員数に，平成２０年度の塩江病院の１人当たり平均の人件費を乗

じて算出しました。 

(ｶ) 薬品費，診療材料費 

各年度の入院，外来収益に，平成２０年度塩江病院の薬品費や診療材料費そ

れぞれの対入院，外来収益比を乗じて算出しました。 
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   【参考】 

区  分 
塩江病院 

（平成２０年度決算） 

１００床未満の全国 

自治体病院（平均） 

（平成１９年度決算） 

患者一人 

１日当たり

診療収入 

入院（円） １４，２３８ ２０，６２７ 

外来（円） ７，３６６ ７，６５２ 

対医業 

収益比率 

職員給与費（％） ７５．３ ６３．８ 

材料費（％） ２１．０ ２１．７ 

経費（％） ２６．８ ２５．６ 

  出典：平成１９年度地方公営企業年鑑 

※ 材料費は，薬品費，診療材料費などです。 

※ 経費は，委託料，賃借料などです。 

 

イ 収支試算 

開院後２０年間の事業収支の試算は，次のとおりとなります。 

【単位 百万円】 

年度 開院年度 
開院 

５年後 

開院 

１０年後 

開院 

１５年後 

開院 

１６年後 

開院 

２０年後 

病院事業収益 Ａ 770 769 766 765 765 763 

 

医業収益  ａ 570 570 569 569 569 569 

医業外収益 ｂ 200 199 197 196 196 194 

病院事業費用 Ｂ 819 824 772 766 743 741 

 

医業費用  ｃ 772 778 729 726 703 703 

医業外費用 ｄ 47 46 43 40 40 38 

経常収益 Ａ－Ｂ △49 △55 △6 △1 22 22 

    ※ ただし，用地取得費を除きます。 
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