
 

 

南相馬市立総合病院経営改善コンサルティング支援業務の質疑応答一覧 

（質問受付期間：令和 3年 12月 1 日（水）から 12月 10日（金）まで） 

 

№ 質問項目 質問内容 回答内容 

１ 

提案書提出以前

の実績データの

入手について 

・貴院の抱える課題抽出と具体

的対応策の策定のため、下記

データを提案書作成のために

入手することは可能でしょう

か。(秘密保持契約等は指定に

従います。) 

①データ提出で作成されてい

るデータファイル(Dn、EFn、

FF1、EFg等) 

②診療部長会議、病院経営会

議等で使用されている資料 

③薬剤・材料の購入数、単価等

がわかるもの 

④委託費用に関する資料 

 

・本業務については、仕様書に記

載のとおり「経営改善の方針

（令和 3 年 3 月策定）の中で

明らかにした課題を解決する

ために方針内のアクションプ

ランの確実な遂行に対して支

援を求める」ものであり、新た

な分析を前提としたものでは

ありません。 

・契約締結後であれば必要に応

じて各種データを提供するこ

とは可能ですが、企画提案の

段階で公表データ以上のもの

を開示することは出来ません

ので、経営改善の方針の中の

分析結果や、国・県・市等が公

表している資料（公営企業決

算状況調査など）をご参照い

ただければと思います。 

 

２ 
南相馬市立小高

病院について 

・コンサルティング支援業務に

小高病院の経営改善提案は含

まれるでしょうか。 

 

・本業務の内容は提示しており

ます仕様書のとおりであり、

現時点で附属小高診療所の提

案は想定しておりません。 

・今後、附属小高診療所について

の対応が必要となった場合に

は、仕様書「10 注意事項」内

の「（7）本仕様書に定めのない

事項については、別途協議の

うえ決定するものとする。」に

従うものとします。 

 



 

３ 
在宅医療の提供

について 

 

・70 歳以上人口が増加している

南相馬市において在宅医療の

ニーズと必要性は高まってい

ると想定されます。南相馬市

立総合病院の在宅医療(訪問

診療・訪問看護)の提供実績を

入手することは可能でしょう

か。 

・また、今後は拡大・維持・縮小

のどの方向で検討されていま

すか。 
 

・各種データ等の取扱いについ

ては質問 1 に対する回答のと

おりです。 

・今後については、次期改革プラ

ン（仮称）策定の中で検討して

いく予定です。 

４ 
医師採用につい

て 

 

・耳鼻咽喉科、整形外科、小児科、

産婦人科、泌尿器科の医師不

足と充填が課題とあります

が、1年以内に採用予定の診療

科別医師数は何名でしょう

か。 

・またそれは大学派遣によるも

のか、独自採用によるものか

どちらでしょうか。 
 

・ご指摘の課題が何の資料から

引用しているか不明ですが、

令和 3 年 4 月時点で整形外科

（1名）・小児科（3名）・産婦

人科（2名）については常勤医

を配置しております。 

・それ以外については現時点で

開示できません。 

５ 
看護師の採用に

ついて 

 

・計画では令和 5年度に 70床を

増床し、新たに回復期リハビ

リ病棟と緩和ケア病棟を新設

することとなっています。増

床には 30名程度の看護師増員

が必要かつ、新機能に対応す

るための育成が重要な課題で

す。令和 4 年 4 月に入職する

看護師数は何名でしょうか。 

・また、それは計画に対して十分

な人数でしょうか。 

・市から看護体制強化支援手当

とふるさと就職支援手当が支

給されており、最大年間 98.9

万円の給与増となりますが、

補助開始からの看護師の離職

数・採用数は何名変化してい

るでしょうか。 
 

・今後の採用予定者数等につい

ては、現時点で開示できませ

ん。 

・ご指摘の手当の効果等につい

て現時点で開示できる情報は

ありません。なお、公営企業決

算状況調査等において年度末

職員数などを毎年報告してお

りますので、必要に応じてご

参照ください。 



 

６ 

非常勤の人件費

および経費につ

いて 

・数年にわたり人件費率が減少

しているが、経費に非常勤の

人件費が含まれています。経

費等の内訳がわかる損益計算

書の入手は可能でしょうか。 

・公開できない場合のその理由

は何でしょうか。 

 

・ご指摘の人件費率の減少が何

の資料から引用しているか不

明ですが、各種データ等の取

扱いについては質問 1 及び 3

に対する回答のとおりです。 

・経費等の内訳がどの程度まで

指すか不明ですが、損益計算

書については公営企業決算状

況調査等において一定の基準

のもと報告しておりますの

で、それらの資料をご参照く

ださい。 

 

７ 
DPC 対象病院に

ついて 

・現在は DPC 対象病院とはなっ

ていません。申請を検討する

場合の障害は何があるでしょ

うか。 

 

・ご指摘のとおり当院は DPC 対

象病院となっておりません。

今後、状況を見ながら検討を

進めていく考えです。 

 

８ 
部門別常勤換算

職員数について 

・部門別（外来・入院（病棟別）・

手術室等）の常勤換算職員数

の入手は可能でしょうか。 

 

・各種データ等の取扱いについ

ては質問 1、3及び 6に対する

回答のとおりです。 

 

９ 

許可病床数と稼

働病床数につい

て 

 

・令和 3年 10月の施設基準届け

出受理状況一覧では一般 250

床、療養 50床ですが、実際の

稼働病床数は 230 床となって

います。許可病床数に対して、

稼働病床数が少ない原因は何

がありますか。 

 

・新型コロナウイルス感染症へ

の対応のため、稼働を延期し

ております。 

１０ 

現在の進捗状況

及び見込みにつ

いて 

・「経営改善の方針」の元策定さ

れたアクションプランの各項

目について、現時点及び今期

末までにどの程度の進捗があ

ったのかもしくは見込まれる

のかをお知らせ頂きたい。 

 

・仕様書及び募集要項の業務目

的等に記載のとおり、職種の

垣根を超えたワーキンググル

ープを立ち上げるなど、経営

改善に向けた土台作りを進め

ているところです。 

 



 

１１ 

支援する組織及

びワーキンググ

ループについて 

・「経営改善の方針」の元にワー

キンググループが立ち上げら

れたとあるが、現在立ち上が

っているワーキンググループ

ならびに今後立ち上げる事が

決まっている予定のワーキン

ググループの名称と参画して

いる方の人員構成（立ち上げ

予定のワーキンググループに

ついては参画可能となる人員

構成）についてご教授頂きた

い。 

・また部署及び診療科への支援

業務とあるが、対象となる部

署の組織のそれぞれの人員構

成・役職等をお知らせ頂きた

い。 

 

・現在立ち上がっているワーキ

ンググループは、 

 ①診療科別収支の見える化に

向けたワーキンググループ 

 ②診療報酬算定強化に向けた

ワーキンググループ 

 ③救急連携強化に向けたワー

キンググループ 

 の 3 つです。名称は特に決め

ておらず、診療部・看護部・コ

メディカル・事務でそれぞれ

構成しております。③につい

ては委員会形式をとってお

り、事務局を含め 15名程度で

今年度は固定しております

が、①及び②については必要

に応じて必要な部門が参加す

る形式をとっておりますの

で、ワーキンググループ開催

の度に流動的な編成となって

おります。 

・今後立ち上げることが決まっ

ているワーキンググループは

現時点でありませんので、本

業務の中で検討を進める予定

です。 

・「対象となる部署の組織のそれ

ぞれの人員構成・役職等」につ

いてですが、契約締結後であ

れば必要に応じて各種データ

を提供することは可能です

が、企画提案の段階で公表デ

ータ以上のものを開示するこ

とは出来ませんので、国・県・

市等が公表している資料（公

営企業決算状況調査など）を

ご参照いただければと思いま

す。 

 



 

１２ 
医事業務につい

て 

 

・「経営改善の方針」の中に「診

療報酬請求状況の点検と適正

な請求可能性の評価、施設基

準の見直し」とあるが、現在病

院の体制として医事業務は外

部に委託しているのかそれと

も内部の人員で行っているの

かその体制についてお知らせ

下さい。 

 

・ご指摘の「医事業務」の範囲が

不明ですが、医事関係業務に

ついては内部の医事担当職員

が実施している部分と、外部

委託で実施している部分があ

ります。 

 


