資料６

地方独立行政法人中期計画各県比較表
山梨県（中期計画）
包括（２病院）：特定地方独立行政法人

静岡県（中期計画）
包括（３病院）：一般地方独立行政法人

岐阜県（総合医療センター中期計画）
単独：一般地方独立行政法人

第１ 中期計画の期間
第１ 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成 第１ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標 １ 住民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達
成するための取組
するためにとるべき措置
を達成するためにとるべき措置
１ 医療の提供
１ 医療の提供
１−１ 診療事業
（１）政策医療の提供
（１）基本的な診療姿勢
１−１−１より質の高い医療の提供
①基幹病院としての役割分担
（２）県立病院が担う役割
（１）高度先進医療機器の計画的な更新・整備
②心神喪失者等医療観察法に基づき医療の提供
（３）県立病院が重点的に取り組む医療
（２）長時間勤務の改善等働きやすい環境の整備
③その他指定病院等としての役割分担
（３）大学等関係機関との連携や教育研修の充実による優れた医師を
２ 医療に関する調査及び研究
はじめとした職員の養成
（２）県民に信頼される医療の提供
（１）診療等の情報の活用
（４）認定看護師や専門看護師等の資格取得の促進
①医療事故に関する情報の収集・分析
（２）県民への情報提供の充実
（５）コメディカルに対する専門研修の実施
②医薬品等に関する情報の的確な提供
（３）産学官連携等への協力
（６）ＥＢＭの推進
③患者との信頼・協力関係の構築
（７）医療安全対策の充実
④患者サービスの向上
３ 医療に関する技術者の研修
（８）院内感染の発生原因の究明及び防止対策の確立のための体制整備
⑤診療情報の適正な管理
（１）医療従事者の研修の充実
⑥診療支援システム等の導入
（２）医師の卒後臨床研修等の充実
１−１−２患者・住民サービスの向上
（３）知識や技術の普及
（１）待ち時間及び検査・手術待ちの改善等
（３）質の高い医療の提供
（２）院内環境の快適性向上
①高度・専門・総合的な診療体制の充実
４ 医療に関する地域への支援
（３）医療情報に関する相談体制の整備
②医療従事者の確保
（１）地域医療への支援
（４）患者の視点に立ったより良い医療の提供
③医療の標準化と最適な医療の提供
（２）公的医療機関への医師の派遣協力
（５）インフォームドコンセントの徹底、セカンドオピニオンの推進
（３）社会的な要請への協力
（６）患者や周辺住民を対象とした病院運営に関する満足度調査の病院運営
２ 医療に関する調査及び研究
への反映
①新薬開発等への貢献
５ 災害等における医療救護
（７）患者支援システム（メタボリックシンドローム予防センター）の創設
②各種調査研究の推進
（１）医療救護活動の拠点機能
（２）他県等の医療救護への協力
１−１−３診療体制の充実
３ 医療に関する技術者の研修
（１）患者動向や医療需要の変化に即した診療体制の整備・充実
（１）医療従事者の研修の充実
６ 中期目標達成のために不可欠な人材の確保及び育成
（２）多様な専門職の積極的な活用
①教育研修プログラムの充実等
②看護師
１−１−４近隣の医療機関等との役割分担及び連携
③医療技術職
（１）近隣の医療機関との役割分担の明確化と連携強化による紹介率・
（２）県内の医療水準の向上
逆紹介率の向上
（２）地域連携クリニカルパスの整備普及
４ 医療に関する地域への支援
（３）地域の介護・福祉機関など退院後の療養に関する各種情報の提供
（１）地域医療関係機関との協力体制の強化
（２）地域医療への支援
１−１−５重点的に取り組む医療
（３）社会的な要請への協力
（１）救命救急センター（救命救急医療）
（２）心臓血管センター（心臓血管疾患医療）
５ 災害時における医療救護
（３）母とこども医療センター（周産期医療とこども医療）
（１）医療救護活動の拠点機能
（４）がん医療センター（がん医療）
（２）他県等の医療救護への協力
（５）女性医療センター
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山梨県（中期計画）

静岡県（中期計画）

岐阜県（総合医療センター中期計画）
１−２調査研究事業
１−２−１調査及び臨床研究等の推進
（１）治験センター
（２）臨床研究部（仮称）の創設
１−２−２診療等の情報の活用
（１）医療総合情報システムに蓄積された各種医療データの有効活用
（２）集積したエビデンスのカンファレンス、臨床研修、臨床研究等への活用
１−２−３保健医療情報の提供・発信
（１）公開講座、医療相談会等の定期的開催
（２）保健医療、健康管理等の情報提供
１−３教育研修事業
１−３−１医師の卒後臨床研修等の充実
（１）質の高い医療従事者の養成
（２）後期研修医（レジデント）に対する研修等
１−３−２看護学生、救急救命士等に対する教育の実施
（１）医学生、看護学生の実習受入れ
（２）救急救命士の病院実習など地域医療従事者への研修の実施及び充実
１−４地域支援事業
１−４−１地域医療への支援
（１）地域医療水準の向上
（２）医師不足の地域の医療機関やへき地医療機関への診療支援など人的支援

（３）へき地医療対策の支援
１−４−２社会的な要請への協力
１−５災害等発生時における医療救護
１−５−１医療救護活動の拠点機能
（１）医療救護活動の拠点機能を担うための組織の構築
（２）基幹災害医療センターとしての機能強化
１−５−２他県等の医療救護への協力
（１）大規模災害発生時のＤＭＡＴの派遣
（２）ＤＭＡＴの質の向上と維持
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山梨県（中期計画）

静岡県（中期計画）

岐阜県（総合医療センター中期計画）

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 ２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための取組

１
２
３
４
５
６

簡素で効率的な運営体制の構築
効率的な業務運営の実現
経営基盤を強化する収入の確保、費用の節減
事務部門の専門性の向上
経営参画意識を高める組織文化の醸成
誇りや達成感をもって働くことができる環境の整備

１
２
３
４
５

簡素で効率的な組織づくり
効率的な業務運営の実現
事務部門の専門性の向上
業務改善に不断に取り組む組織風土の醸成
就労環境の向上

２−１効率的な業務運営体制の確立
２−１−１簡素で効果的な組織体制の確立
（１）効率的かつ効果的な組織体制の構築
（２）各種業務のＩＴ化の推進
（３）アウトソーシング導入による合理化
（４）経営効率の高い業務執行体制の確立
２−１−２診療体制、人員配置の弾力的運用
（１）弾力的運用の実施
（２）効果的な体制による医療の提供
（３）３法人間の人事交流による適正な職員配置（人材活用のネットワーク化）

２−１−３人事評価システムの構築
２−１−４事務部門の専門性の向上
２−２業務運営の見直しや効率化による収支改善
２−２−１多様な契約手法の導入
２−２−２収入の確保
（１）効果的な病床管理、医療機器の効率的な活用
（２）未収金の発生防止対策等
（３）退院時の開業医への紹介率の向上
２−２−３費用の削減
（１）医薬品・診療材料等、費用の節減

第４ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

第３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

３ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画

１ 予算
２ 収支計画
３ 資金計画

１ 予算
２ 収支計画
３ 資金計画

３−１予算（平成２２年度〜平成２６年度）
３−２収支計画（平成２２年度〜平成２６年度）
３−３資金計画（平成２２年度〜平成２６年度）

第５ 短期借入金の限度額

第４ 短期借入金の限度額

４ 短期借入金の限度額

１ 限度額
２ 想定される短期借入金の発生理由

１ 限度額
２ 想定される短期借入金の発生理由

４−１限度額
４−２想定される短期借入金の発生理由
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山梨県（中期計画）

静岡県（中期計画）

岐阜県（総合医療センター中期計画）

第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

第７ 剰余金の使途

第６ 剰余金の使途

なし
６ 剰余金の使途

第８ 料金に関する事項

第７ 料金に関する事項

７ 料金に関する事項

１ 使用料
２ 手数料
３ 使用料等の減免

１ 使用料及び手数料
２ 減免

７−１使用料の額
７−２手数料の名称、額等
７−３保証金
７−４使用料及び手数料の徴収方法等
７−５使用料及び手数料の減免等
７−６その他（理事長が別に定める）

第９ その他業務運営に関する重要事項

第８ その他県の規則で定める業務運営に関する事項

８ その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

１ 保健医療行政への協力
２ 法令・社会規範の遵守
３ 積極的な情報公開

１ 中期目標期間中の長期借入金の限度額
２ 積立金の処分に関する計画

８−１職員の就労環境の向上
８−２県及び他の地方独立行政法人との連携に関する事項
８−３医療機器・施設整備に関する事項
８−４法人が負担する債務の償還に関する事項
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