
様式第 2号

事業計画書

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。
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1 管理運営についての基本方針等

(1)施設の管理運営についての基本方針を提示してください。

当協会が持つノウハウを活かし、情報収集とその活用及び医師を始めとしたスタッ

フの活用を効率よく行います。

これにより、患者様に対 してきめ細かい対応及び十分な説明・理解を基本として以

下のことに努めます。

☆両診療所は、西浅井地区の唯―の公共医療機関として地域に密着 しており、地域

医療にとってなくてはならない存在と考えます。

☆当協会全体のネットワーク、滋賀・岐阜エリア内でのネッ トワークを活用 し、地

域医療体制の構築・維持に努めます。

☆指定期間 5年間における課題と目標

①これまで西浅井地区において両診療所が担つてきた地域医療を、可能な限り

引き継ぐことが、何よりも望まれると考えています。

②地域のニーズを的確に把握 し、それに出来る限り応えます。

③地域住民とは、診療上での対応のほか必要に応 じ、健康教室への参画などを

通じ対応していきたいと考えています。

③指定期間は5年間となっていますが、当協会としては、地域医療の継続、医

師以外も含めた職員に対する継続的な研修の実施の観点から、 5年後以降も継

続することを前提とします。

(2)指定管理者を希望する理由・目的を提示してください。

当協会は「へき地を中心とした地域保健医療の調査研究及び地域医学知識の啓蒙

と普及を行うとともに、地域保健医療の確保と質の向上等住民福祉の増進を図り、

もつて、地域の振興に寄与すること」を目的としています。

よつて当地域へは、へき地医療の体験をもとに、へき地医療の諸問題を解決 し、

へき地医療の確保と質の向上を目指 します。



(3)地域医療推進事業について実施計画を提示 してください。

・将来的な医師確保のため、若手医師の育成環境を整備する事業

地域医療においては、様々な地域ニーズに応え、あらゆる問題に適切に対応できる総

合医の役割が重要です。当協会では地域の様々な医療資源を活用 して地域医療を担う総

合医の育成に取り組んでいます。当施設においても地域医療を担う医師育成に重点を置

き、医育大学等の学生や基幹型臨床研修病院と連携 し、初期臨床研修医を受入れるなど、

研修医を育成 し、将来地域医療を担う医師確保に取り組んでいきたいと考えています。

また、地域医療を共に支える看護学生の受入にも積極的に取 り組んでいきたいと考え

ています。

・へき地医療対策として在宅療養支援診療所の取り組みを推進していく事業

今後高齢化が進む中で在宅での治療を望む患者様が住み慣れた家庭等で安心 して医

療が受けられるよう関係事業者と連携 した在宅医療体制を図ります。

在宅での医療には、必要なときに患者のケアを行うことができる体制が必要である

ため、複数の医師等がチーム体制を組み、取り組みます。

また、地域のニーズにより訪問リハビリにも取り組んでいくことを検討 します。
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2 組織体制・職員配置等

(1)従事する職員の確保策 (再就職希望職員の優先採用についての考え方を含む)及び雇用スケジュ

ールを提示 してください。

①医師については、岐阜・滋賀総局のネットワークにより、確保に努めます。

②医師以外の人員確保については、まずは、現在の職員に対して十分な説明を行つ

た上で、意向確認を行い、就職希望者には、当協会の規定に基づき採用 します。

③上記採用において欠員が生じた場合は、当協会内の人事異動のほか、長浜市を対

象に採用するように努めます。

雇用スケジュール

10月  現在の職員意向調査

12月  不足人員の採用広告

(2)管理運営の組織体制を提示してください。

適切な運営管理 を中長期的に行 うため、当該診療所での体制整備に加え、岐阜 ・滋賀

総局を中心とした協力・応援体制を構築 し、業務の効率化、質の向上に努めます。

立恵那病院

斐郡北西部地域医療センター

川春日診療所

ティ・タワー診療所

市国民健康保険 津保川診療所

括ケアセンターいぶき

永原診療所

(3)管理運営に係る職員配置を提示 してください。

役職 担当業務内容 資格・能力等 雇用形態 勤務形態

施設長 統括 医師 常勤 通常勤務

8 : 30-17 : 30

課 長 施設管理

備品管理

防火管理者 常勤 通常勤務

8 : 30-17 : 30

(4)人材育成の考え方や職員の研修計画等を提示してください。

職員一人一人が自立 し、本質的な問題を見極め解決する力を持ち、それぞれの業務

に活き活きと取り組める組織風土を醸成することができるよう取り組みます。

研修の種類は次のとおりとする。

(1)0」 T(日 常業務を通 じて行う教育)

(2)教育研修 (全体、階層別、職種別)

(3)施設外研修 (学会、研修会)

(4)本部研修 (新人研修、専門研修等 )

(5)その他必要と認めた教育研修

日本事務

阜・滋賀
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3 かかりやすさ・禾11更
上性等

(1)地 域住民が受診 しやすくなるための具体的な取組 (施設の特色を活かした自主事業の展開を含む。)

及び達成目標を提示 してください。

①総合医を配置し、外来診療、在宅医療、訪問看護、訪問リハビリの提供に努めま

す。

②従来からの患者様が継続的に診療を受けやすいよう、カルテ等の引継に努めます。

③患者様からの要望・苦情等について、意見箱を設置し、速やかに検討、対応しま

す。

④接客サービス向上のため、スタッフの研修、指導を充実します。

⑤地域住民とは、診療上での対応のほか、必要に応じ健康教室等への参画や地域の

祭り等に積極的に参加し、良好な関係を築きます。

【達成目標】

※平成 25年度年間のべ患者数 :14.549人 (塩津…6,086人 、永原…8,463人 )

年度 年間のべ患者数 積算根拠

平成 27年度 15, 860人 地域人口は、減少傾向ではあるが在宅医療の

充実を図り以下の目標設定とする。

平成 27年度   1日 当たり65人

平成 28年度以降 1日 当たり70人

平成 28年度 17, 080人

平成 29年度 17, 080人

平成 30年度 17, 080人

平成 31年度 17, 080人

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版 )を作成 してください。
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(2)地域・関係機関・ボランティア等との連携についての考え方や方策を提示してください。

地域医療を実践するうえで、地域住民や行政機関、関係事業所等との結びつきは必

要不可欠なものと考えており、地域からの要請に基づいて健康教室や高齢者サロンヘ

医師、看護師等のスタッフを講師として派遣 し、地域の方々の健康増進や介護予防に

努めます。

また、関係機関・事業所とは定期的に関係者会議を開催するなど、顔が見える関

係で日常的に連絡を取 り合える関係を構築することで、他職種連携によって在宅患

者や要介護者の生活を支えていきたいと考えています。

このような取 り組みを進める中で、地域のボランティア団体との協力体制を整え

ることも重要であり、良好な関係を築き、協力して、より充実 した活動を展開 しま

す。

(3)施設や医療に関する情報提供など、広報活動についての取組を提示してください。

ホームページを開設 し、診察時間や担当医、医療関係などの情報 を発信 します。

また、比較的 ITに はな じみが薄い高齢者の方々への情報提供手段 として、「診療所

だより」を発行 し、身近な医療情報や健康管理等の情報についてわか りやす くタイ

ム リーに発信 したいと考えています。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。
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4 医療の質の向上等

(1)利用患者等からの意見の把握方法を提示してください。

院内に意見箱 を設置 し、気楽に投函 してもらえるよう配慮すると共に、電話やメ

ール等での意見についても「聞かせていただ く」という姿勢で対応 し、責任ある回

答をすることで利用患者様等 との良好な関係が築けるよう努めます。

(2)利用患者等からの苦情等に対する対応について提示してください。

意見箱に投函 された苦情については、その対処方法や今後の取 り組みについて具

体的に回答 し、その内容を院内掲示することで不特定多数の方に周知 します。

また、重要な苦情があつた場合は、院内で苦情 ・ トラブル委員会を開催 し、原因

の究明と対策を明確に し、当事者に回答すると共に再発防止に努めます。

(3)その他医療の質を維持・向上ずるための取組について提示してください。

日常的に、各種媒体を通 じて最新の医療情報を収集するよう努めます。

また、協会本部からは随時必要な情報が送られて来るほか、疑義等についても照

会・解決できる体制になっていますので、医療の質の維持・向上には非常に有利な

環境が確保されています。

さらに、協会では、職種別研修会や医療学会等も開催 していますので、スタッフ

のスキルアップや情報交換には有益な状況にあります。協会内に限らず、各種の研

修会・学会には積極的に参加 し資質の向上に努めます。

このような学習の場に参加するには代替スタッフが必要になりますが、近隣の協

会運営施設との応援体制によリグループで地域医療を支えられるよう工夫 します。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。
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5 施設の管理運営等

(1)施設の管理運営における経費節減のための取組について提示 してください。

①医薬品、診療材料、検査委託料及び賠償保険等について、当協会の他施設と共同

購入を実施し、スケールメリットを活かした中での購入単価の節減に努めます。

②地域ニーズに合わせて、人員調整・勤務時間の変更などを柔軟に行います。

③経済的メリット、運営効率が見込める業務については、施設全体で行い、経費削

減に努めます。

④当協会として様々な施設の運営を行つてきている経験を活かし、業務の効果的、

効率的な改善に努めます。

(2)維持管理業務 (清掃・保守点検 '警備等)の 内容、方法、頻度等について提示 してください。

①公の施設である診療所が、長期に亘つて診療に使用できるよう細心の注意を払つ

て管理してまいります。

②清掃・保守点検・警備等については、専門業者との契約をもとに管理を行います。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。
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6 その他

(1)利用患者の個人情報を保護するための取組を提示してください。

当協会が策定 したコンブライアンスマニュアルを適用 し、職員への周知 を徹底 しま

す。また職員のみならず当協会 としても、守秘義務を忠実に果た します。

(2)施設の管理運営における環境に配慮した取組を提示してください。

長浜市環境基本計画に沿い、環境負荷の低減対策に積極的に取 り組むと共に次のよう

な方法により、環境への負荷の低減に努めます。

・両面印用1や裏面利用を心がけるほか、資料の作成部数を可能な限 り少なくし、用

紙の節約に努めます。

・環境に配慮 した製品を積極的に採用 します。

・クールビズ、ウォームビズの実施や電気器具のこまめな電源オフなど省資源、省

エネルギーに心掛けます。

'ゴ ミの分別の徹底、ゴミの減量化を図ります。

・自動車の冷暖房の自粛、アイ ドリングス トップ、省エネ運転に努めると共に、近

距離の移動や訪間には可能な限り自動車使用を控えます。

・県・長浜市が行う環境保全に関する取り組みに参加・協力します。

(3)医療安全管理、医療事故や院内感染発生時の対応及び対策について提示してください。

当協会が運営する医療機関、保健福祉施設における医療安全や医療の質向上に関わる

諸問題に対応するため、「地域医療安全推進センター」を設置 しています。

また、当診療所においては、マニュアルを整備 し、対策 ・対応いた します。

(4)防災、防犯その他緊急時 (災害・事故等)の対応及び危機管理体制について提示してください。

気象条件、その他諸事情 を的確に把握 したうえで、定期的に施設を巡回すると共に

内部の連絡 を密に し、被害の未然防止に努めます。火災等の未然防止のため施設が作

成する消防計画に基づき避難訓練・消火活動訓練を実施 します。

また、緊急連絡網及びマニュアルを整備 し、常に緊急時の対応に備えます。

(5)同様・類似の業務の実績等があれば、記入してください。

感染対策委員会、事故防止委員会等 を設置 しています。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください。
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7 自由提案

その他施設の管理運営業務を効果的・効率的に推進 していくために提案 したいこと、貴団体の独自性や

アピール したいことがあれば、記入 してください。

①長浜市からの受託事業 (園医、校医、予防接種等)は、積極的に協力いたします。

②周辺の介護事業所等とは、相互に連絡を取り、より患者ニーズに沿つた質の高い医

療提供を行います。

③地域ニーズに合つた医療を提供するため、医師会に加入し、会員としての活動を行

います。

④国民健康保険施設として、地域包括ケアを実践いたします。

⑤将来的には塩津診療所を出張診療所とし、永原診療所を拠点とした効果的・効率的

な管理運営業務の実施を検討 していまサ。

⑥指定管理開始後の2か月間の保険診療収入が得られないため、運転資金として2か

月間の保険診療収入相当額の無利子貸付をお願いいたします。

欄が不足する場合は、同様の書式で別紙 (A4版)を作成 してください

9


