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日野市立病院機能向上基本計画策定について

開設50周年を迎えて新たな出発を
日野市立病院は、歴代の首長を始めとする行政関係者、病院関係者、医師会関係者および当院を支え続けてきて下さった日野町民・

市民のお陰をもちまして、平成23年開設50周年を祝うことができました。

馬場市長の決断により着工し、旧病院からの一大飛躍として平成14年6月現病院に新築移転し現在に至っておりますが、新病院建設に

あたっては、課題として同じ敷地内にある日野市社会教育センター（延約1800㎡）の存在があり、病院規模や機能に関して再検討がなされ、

当初計画からは縮小して急性期300床の市立病院となった経緯があります。

新病院として10年が経過する中、加速度的に進みつづける高齢化社会での医療の変化、それに伴う福祉医療政策の変化、急速に進化

しつつある医療機器等、医療環境は大きく変化しており、日野市立病院もそれらに対応していく必要が生じております。

病院改革プランの実行と病院機能向上へ
新病院は順調に運営されておりましたが、平成16年当時から卒後初期臨床研修必修化や福祉医療費抑制策等目まぐるしく変わる医療制度改革により生じた勤務
医離れが当院をも直撃し、医師、看護師の定員割れが生じました。その結果病床利用率が60%台まで落ち込み、深刻な経営赤字が増幅するという非常事態となり
ました。

小職は平成19年7月病院長を拝命し、病院機能を回復するためには第一に医師、看護師等の医療従事者の欠員補充を行うこと、日野市立病院に対する地域の
ニーズを見極めた結果、日野市における急性期中核病院としていざという時市民が安心して受診できる2次救急医療体制を充実すること、かかりつけ医との病診
連携および近隣の3次救急病院、公立病院や教育関連病院等との病病連携による機能分担医療を推進することを目標として取り組んでまいりました。

一方、総務省は平成19年12月に公立病院が経営の効率化を図り持続可能な病院改革に取り組む際の指針として公立病院改革ガイドラインを示し、当院は平成
20年度から5カ年計画で病院経営健全化改革プランを定め、本年平成24年度は最終年度を迎えます。幸い平成20年度を底として医師、看護師、医療技術者の欠
員補充が徐々に進み、急性期中核病院としての役割をかなり果たせるようになり、経営改善の兆しが見え出したことから、開設50周年を迎えた平成23春、日野市
立病院の将来展望が開けるプロジェクトが動き出し病院職員一同大いに期待を寄せているところです。

馬場市長は、急性期病院である日野市立病院の機能向上と当院の南西部に近接するUR用地の再開発とを連携することにより、１次救急診療施設や在宅医療
施設、介護施設や、回復期リハビリテーションなどの在宅移行支援の中間施設の誘致を一体化した（仮称）豊田駅北部地域における地域包括ケアシステム構想を
提唱されました。

この構想に基づき当院では課題となってきた日野市社会教育センターの移転を前提として、日野市立病院機能向上構想を平成23年3月にまとめ、同年７月から
病院機能向上基本計画検討プロジェクトチームを立上げ、①救急科の充実、②がん医療の充実、③透析部門の充実、④予防・健康増進部門の拡充、⑤周産期
医療の拡充、⑥リハビリテーションンへの対応および⑦看護部門を加えた分科会での活発な議論を経て日野市立病院機能向上基本計画（案）とりまとめ、院内手
続きを経てこの度日野市立病院機能向上基本計画を決定いたしました。

公立の急性期病院がUR用地の再開発地域に隣接した土地に存在することは稀なことであり、この基本計画が次のステップであります実施計画となり、日野市長
のリードの基に実現されますことを期待します。

最後になりますが、基本計画が円滑に進行するためには日野市議会、UR都市機構および多摩平の森地区A街区公共公益施設等整備計画検討委員会のご理
解、ご指導が必要ですので、改めてここにご高配を賜りますようお願い申し上げます。

平成24年1月

日野市立病院 院長 熊井 浩一郎
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病院機能向上基本計画の位置づけ

現在は、病院機能向上に向けた以下の部分に位置付けられる

＊：実施計画/設計に関しては、平成24年3月頃を目途に、市長がUR跡地活用計画の進捗状況と病院の経営状況等を総合的に判断し、最終的に計画実現への決断を行う。

基本構想
（平成23年5月公表） 基本計画基本計画 実施計画/設計＊実施計画/設計＊

実施施工実施施工

病院機能向上構想
プロジェクトの発足

病院機能向上構想
プロジェクトの発足 完成完成

平成22年 平成24年（予定） 平成25年（予定）

何をするか？何をするか？

アウトプットアウトプット

• 地域における医療・介護
市場の需給ギャップの把
握

• 病院・UR跡地などでどん

な医療・介護サービスを
行っていくのか大まかな
方針の決定

• 基本構想に基づき具体的な提供サー
ビスの中身の決定

• 各分野の提供範囲を決めて具体的な
院内のスペックを決定する（見込み患
者数などの受け入れ数から内部のス
タッフ数まで）

• 具体的な検討分野
＊救急科の充実
＊がん医療の充実
＊透析の充実
＊予防健康増進
＊リハビリへの対応
＊周産期医療
＊看護部門

• UR跡地A街区との連携施設・事業の

洗い出し
• A街区内事業と市立病院から創出され

るCB（コミュニティビジネス）の項目出し

• 基本計画に基づき、また最終
的な市長の判断により機能向
上計画の範囲と必要な建物
のスペックを決める

• また竣工するまでの建築にお
ける段階的な移行計画を策定
する（移行時の収支計画の策
定）

• 機能向上実施後の医業収支
計画を作成する

• 先の計画に基づき実施
• ※段階的な建設を行う場合

は経営的な影響度を把握
する

• 求められる病院像案
• 暫定的な医療介護構案

（病院・URなどの提供内

容案の策定）
• 市場現状調査報告書

• 病院の各分野の具体的な提供体制
（必要なスペース、人員等）

・ 改修建築計画と改修概算コスト
• 設計及び施工スケジュール
• UR跡地との連携案（病院として考える

包括ケアシステム（案））

• 改修工事設計図書
• 改修工事予算決定
• 移行計画（試算）
• 完成後の事業計画（詳細）

• 経済性指標のモニタリング
（※外来患者数など）

平成23年

市長がUR跡地活用計画の進捗状況と病院の経営状況等を総合

的に判断し、最終的に計画実現への決断を行う。
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市立病院機能向上基本計画

構想を受け分野ごとに検討を進めたまとめ。

目指す方向性

○リハビリへの対応 （増加）（350㎡～） 〔現状約220㎡〕
急性期リハビリは院内で一層の充実を図り、回復期を含めた慢性期
リハビリはUR跡地など院外に誘致する。

＊動脈硬化性疾患の二次予防充実のため、運動リハ（40-50件/日）、
脳リハI（現・廃用リハ10-15件/日）、心臓リハ（3-5件/日）など、院内
リハビリの種類を増やす。施設基準Iを目標に人員とスペースを決定

するが、脳外科医、脳神経内科医の増員による脳血管疾患患者の
増加が必要である。占有面積350〜500m2、PTとOT5名から9名へ
の増員、ST1名、Ns.1名以上を希望する。機能拡張により休日リハ

ビリや嚥下訓練も可能となる。リハビリはＤＰＣ外出し部分であり、病
院経営のためにも充実が必要である。

○リハビリへの対応 （増加）（350㎡～） 〔現状約220㎡〕
急性期リハビリは院内で一層の充実を図り、回復期を含めた慢性期
リハビリはUR跡地など院外に誘致する。

＊動脈硬化性疾患の二次予防充実のため、運動リハ（40-50件/日）、
脳リハI（現・廃用リハ10-15件/日）、心臓リハ（3-5件/日）など、院内
リハビリの種類を増やす。施設基準Iを目標に人員とスペースを決定

するが、脳外科医、脳神経内科医の増員による脳血管疾患患者の
増加が必要である。占有面積350〜500m2、PTとOT5名から9名へ
の増員、ST1名、Ns.1名以上を希望する。機能拡張により休日リハ

ビリや嚥下訓練も可能となる。リハビリはＤＰＣ外出し部分であり、病
院経営のためにも充実が必要である。

○透析の充実 （増加）（375㎡～ ） 〔現状約162㎡〕
地域のニーズと病院経営の観点より、12床から拡充して35床とする。
（増益見込みとして1億円以上が可能。）

＊緊急透析、内シャント診療、腹膜透析、血漿交換、LDL吸着などを

従来通りに応需する。しかし、現状、血管外科医が不在であるため、
至急に招聘するのが喫緊の課題となっている。

＊35床に増床（入院9床、外来25床、予備１床など）し、スペースは別

棟での稼働も視野に入れて今後検討する。
＊全日２クールも視野に調整していく。地域の透析クリニックとの連携
も継続していく。

＊腎臓内科医は5名を維持、看護師14名、ME4名、事務２名、内シャ
ント作成可能な血管外科医か泌尿器科医師が必要である。透析専
門看護師の教育、患者会の開設なども必要

○透析の充実 （増加）（375㎡～ ） 〔現状約162㎡〕
地域のニーズと病院経営の観点より、12床から拡充して35床とする。
（増益見込みとして1億円以上が可能。）

＊緊急透析、内シャント診療、腹膜透析、血漿交換、LDL吸着などを

従来通りに応需する。しかし、現状、血管外科医が不在であるため、
至急に招聘するのが喫緊の課題となっている。

＊35床に増床（入院9床、外来25床、予備１床など）し、スペースは別

棟での稼働も視野に入れて今後検討する。
＊全日２クールも視野に調整していく。地域の透析クリニックとの連携
も継続していく。

＊腎臓内科医は5名を維持、看護師14名、ME4名、事務２名、内シャ
ント作成可能な血管外科医か泌尿器科医師が必要である。透析専
門看護師の教育、患者会の開設なども必要

○救急科の充実 （増加）（260㎡～） 〔現状約100㎡〕
二次救急に特化して年間救急車4000台以上、市内救急応需50％
以上を目標にする（一次救急は UR跡地や病院敷地内に夜間休

日診療所、往診センター、訪問看護センターなどを誘致し診療協
力を模索する）。

＊救急外来を広いオープンスペースで拡充し（内容と場所は未定）
二診→四診(内外小婦)目標。他施設見学が必要。

＊救急病棟設置が望ましい。後方ベッド確保として近隣の介護施設
誘致も必要。

＊HCU/ICUの設置は人員とスペース、標榜病床数などからも直ぐ
には難しい。

＊補強スタッフとして①常勤救急専任医②救急室看護師③脳外科
医④消化器内視鏡医⑤神経内科医⑥救急病棟看護師等。

＊診療科が24時間救急を行う場合は基準定員より人員増必要。

＊消化管出血の救急対応を充実の為の緊急内視鏡体制作り
＊循環器科CCU当直体制による急性心筋梗塞症例増加
＊多発交通外傷の診療は二次救急体制としては無理
＊脳疾患救急を応需する方向で整備する。

○救急科の充実 （増加）（260㎡～） 〔現状約100㎡〕
二次救急に特化して年間救急車4000台以上、市内救急応需50％
以上を目標にする（一次救急は UR跡地や病院敷地内に夜間休

日診療所、往診センター、訪問看護センターなどを誘致し診療協
力を模索する）。

＊救急外来を広いオープンスペースで拡充し（内容と場所は未定）
二診→四診(内外小婦)目標。他施設見学が必要。

＊救急病棟設置が望ましい。後方ベッド確保として近隣の介護施設
誘致も必要。

＊HCU/ICUの設置は人員とスペース、標榜病床数などからも直ぐ
には難しい。

＊補強スタッフとして①常勤救急専任医②救急室看護師③脳外科
医④消化器内視鏡医⑤神経内科医⑥救急病棟看護師等。

＊診療科が24時間救急を行う場合は基準定員より人員増必要。

＊消化管出血の救急対応を充実の為の緊急内視鏡体制作り
＊循環器科CCU当直体制による急性心筋梗塞症例増加
＊多発交通外傷の診療は二次救急体制としては無理
＊脳疾患救急を応需する方向で整備する。

○周産期医療 （増加） ＊現状設備の見直しの上で一定のスペース拡大が必要

周産期医療、新生児医療として妊娠34週以後の分娩を扱い、新生児は
多摩総合医療センターNICUとの病々連携を行う。

＊小児4西病棟にNICUは不要であるが、HCU的な観察床1床とオープン
スペースの追加が必要である。

＊分娩目標件数月50-60件（ベンチマークや過去の実績から）。予約分
娩を増加させ、常勤医師1名あたり10件の分娩予約基準を改善する。
分娩数が増加すれば４東病棟再整備が必要である。

＊助産師分娩を具体化に向け進めていく。
＊医師数増加の後に婦人科系疾患の診断治療件数を増加させる。また、
腹腔鏡手術、不妊外来などを充実させていく。

○周産期医療 （増加） ＊現状設備の見直しの上で一定のスペース拡大が必要

周産期医療、新生児医療として妊娠34週以後の分娩を扱い、新生児は
多摩総合医療センターNICUとの病々連携を行う。

＊小児4西病棟にNICUは不要であるが、HCU的な観察床1床とオープン
スペースの追加が必要である。

＊分娩目標件数月50-60件（ベンチマークや過去の実績から）。予約分
娩を増加させ、常勤医師1名あたり10件の分娩予約基準を改善する。
分娩数が増加すれば４東病棟再整備が必要である。

＊助産師分娩を具体化に向け進めていく。
＊医師数増加の後に婦人科系疾患の診断治療件数を増加させる。また、
腹腔鏡手術、不妊外来などを充実させていく。

○予防健康増進 （増加）（130㎡～） 〔現状約100㎡〕
健診センターは現状通りに院内設備と組織・人員を使用していく。ス
ペース拡張は検討する。

＊人間ドックを強化し、広報による宣伝活動を行って収益をアップする。
ドックの内容・質を強化して二次検査への誘導を促進する。

＊特定健診や一般健診は現状維持とする。企業健診はニーズ少なく価
格のダンピングでうま味無し。

＊女性専門外来増設のために、財政面で市健康行政とタイアップしつつ、
専門医確保（常勤、非常勤）を行っていく。

＊成人病外来増設を市健康行政とタイアップして行う。
＊UR跡地での健康相談、健康増進センター、温泉施設付きフィットネス

ジムでの加温療法、スポーツセンターなどの展開や、栄養指導を伴う
料理教室、カロリー制限食レストラン誘致など

○予防健康増進 （増加）（130㎡～） 〔現状約100㎡〕
健診センターは現状通りに院内設備と組織・人員を使用していく。ス
ペース拡張は検討する。

＊人間ドックを強化し、広報による宣伝活動を行って収益をアップする。
ドックの内容・質を強化して二次検査への誘導を促進する。

＊特定健診や一般健診は現状維持とする。企業健診はニーズ少なく価
格のダンピングでうま味無し。

＊女性専門外来増設のために、財政面で市健康行政とタイアップしつつ、
専門医確保（常勤、非常勤）を行っていく。

＊成人病外来増設を市健康行政とタイアップして行う。
＊UR跡地での健康相談、健康増進センター、温泉施設付きフィットネス

ジムでの加温療法、スポーツセンターなどの展開や、栄養指導を伴う
料理教室、カロリー制限食レストラン誘致など

○がん医療の充実 （増加）（60㎡～） 〔現状約30㎡：化学療法室のみ〕

がんの早期診断、一般がん手術、化学療法、疼痛緩和ケアを推進す
る。

＊早期診断、発見部門の強化のため、CT、MRI、超音波検査、胃透視・

注腸検査枠を増強する。また、胃内視鏡検査の予約は一週間以内を
目標にする。CF機器を追加して大腸鏡件数を増やす。さらに健診セ
ンターを充実して二次検診を増やし、開業医の紹介率を増加させ、市
民に選ばれる病院作りをする。

＊手術室の機能向上や手術総件数の増加に加えて、日帰り手術や鏡
視下手術の件数を増加させる。

＊がん化学療法室を増床（10床）し、当番医師や化学療法認定看護師

を配置し、テレビなどのアメニティーも充実させる。
＊がん放射線療法はコスト上の問題あるが、がん治療において必須の

設備。将来に向けて併設、UR跡地への誘致、他院との連携等を総合

的に検討する。
＊緩和医療としてﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸを充実させる。
＊緩和医療のケア部門はDPC外出部分あり、経営上も充実が必要。

○がん医療の充実 （増加）（60㎡～） 〔現状約30㎡：化学療法室のみ〕

がんの早期診断、一般がん手術、化学療法、疼痛緩和ケアを推進す
る。

＊早期診断、発見部門の強化のため、CT、MRI、超音波検査、胃透視・

注腸検査枠を増強する。また、胃内視鏡検査の予約は一週間以内を
目標にする。CF機器を追加して大腸鏡件数を増やす。さらに健診セ
ンターを充実して二次検診を増やし、開業医の紹介率を増加させ、市
民に選ばれる病院作りをする。

＊手術室の機能向上や手術総件数の増加に加えて、日帰り手術や鏡
視下手術の件数を増加させる。

＊がん化学療法室を増床（10床）し、当番医師や化学療法認定看護師

を配置し、テレビなどのアメニティーも充実させる。
＊がん放射線療法はコスト上の問題あるが、がん治療において必須の

設備。将来に向けて併設、UR跡地への誘致、他院との連携等を総合

的に検討する。
＊緩和医療としてﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸを充実させる。
＊緩和医療のケア部門はDPC外出部分あり、経営上も充実が必要。

【市立病院との連携、不足する資源の供給サポート等を行い住民が健康
で安心できる街づくり】
•介護系施設及び亜急性期、回復期リハビリ施設の充実＆そのための制
度整備（中間施設並びに在宅移行支援施設）
•救急医療における1次救急の対応強化

•健康増進施設（ﾌｨｯﾄﾈｽｼﾞﾑ、ｽﾊﾟ等）

【市立病院が目指す各分野の方向性】

 【救急】二次救急に特化して年間救急車4000台以上、市内救急応
需50％以上を目標にする

 【透析】地域のニーズと病院経営の観点より、12床から拡充して35

床とする。

 【リハビリ】急性期リハビリは院内で一層の充実を図り、回復期を含
めた慢性期リハビリはUR跡地など院外に誘致する。

 【がん】がんの早期診断、一般がん手術、化学療法、疼痛緩和ケア
を推進する。

 【予防】健診センターは現状通りに院内設備と組織・人員を使用して
いく。院外施設などとの連携を推進する。

 【周産期】周産期医療、新生児医療として妊娠34週以後の分娩を扱
い、新生児は多摩総合医療センターNICUとの病々連携を行う。分

娩件数の増加を目指し、開業医との機能分担（ﾊｲﾘｽｸ分娩）も進め
る。

 〔看護〕 7対1看護導入推進。人材育成、卒後教育の充実。

市立病院が急性期病院として存続するために地域
に求められる取り組み（サービス・事業）

○看護部門
7対1看護導入推進。そのために10名以上の看護師増員必要。

＊病院全体の看護師人員拡充として、救急外来看護師、HCU/ICUや救急病

棟看護師、透析室拡充用の看護師、退院調整看護師なども必要。
＊看護師養成大学、医療技術専門学校、復職支援施設、一時保育や病児保
育設備のUR跡地への誘致を進める。

＊認定看護師の人材育成、卒後教育の充実。
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救急外来専任医師
脳外科医師

消化器内科医師
神経内科医師

血管外科（ｼｬﾝﾄ）
産婦人科医師

女性専門外来医師
病理常勤医師

精神科常勤医師
24h救急該当科医師

放射線治療医

7対1看護師

救急外来増員看護師
救急病棟看護師

助産師分娩・助産師
透析室増員看護師
退院調整看護師

緩和療法専従看護師
化学療法認定看護師

その他必要な認定看護師

薬剤師

放射線施設担当放射線技師

リハビリOT, PT

言語聴覚士

ME

臨床心理士

救急外来専任医師
脳外科医師

消化器内科医師
神経内科医師

血管外科（ｼｬﾝﾄ）
産婦人科医師

女性専門外来医師
病理常勤医師

精神科常勤医師
24h救急該当科医師

放射線治療医

7対1看護師

救急外来増員看護師
救急病棟看護師

助産師分娩・助産師
透析室増員看護師
退院調整看護師

緩和療法専従看護師
化学療法認定看護師

その他必要な認定看護師

薬剤師

放射線施設担当放射線技師

リハビリOT, PT

言語聴覚士

ME

臨床心理士

機能向上構想実現に向け必要となる機能・人員

目指す方向性を達成するために必要な、機能、人員等を以下にまとめる。

必要となる人員

夜間休日診療所（成人、小児）
往診センター

訪問看護センター
介護施設（デイケア・老健・特養）

在宅移行支援施設
在宅看取り施設

ホスピス
亜急性期病院

介護用品店・医療用品店
福祉用具販売・貸与

配食サービス
通所リハビリテーション

温泉ﾌﾟｰﾙ付回復期リハ施設
リハビリ回廊（散歩道）

温泉施設付きフィットネスジム
スポーツセンター
児童ｱｽﾚﾁｯｸｼﾞﾑ

健康相談センター、健康増進センター
栄養指導教室、料理指導教室

看護養成大学
医療技術専門学校
放射線診断治療施設
消防救急センター

BLS支援施設

看護復職支援施設
保育園（一時保育・病児保育）

ホテル（家族宿泊用）
カルチャー施設

駐車場
市役所出張所

銀行ATM・コンビニ・郵便局・カフェ

大ホールの講堂

夜間休日診療所（成人、小児）
往診センター

訪問看護センター
介護施設（デイケア・老健・特養）

在宅移行支援施設
在宅看取り施設

ホスピス
亜急性期病院

介護用品店・医療用品店
福祉用具販売・貸与

配食サービス
通所リハビリテーション

温泉ﾌﾟｰﾙ付回復期リハ施設
リハビリ回廊（散歩道）

温泉施設付きフィットネスジム
スポーツセンター
児童ｱｽﾚﾁｯｸｼﾞﾑ

健康相談センター、健康増進センター
栄養指導教室、料理指導教室

看護養成大学
医療技術専門学校

放射線診断治療施設
消防救急センター

BLS支援施設

看護復職支援施設
保育園（一時保育・病児保育）

ホテル（家族宿泊用）
カルチャー施設

駐車場
市役所出張所

銀行ATM・コンビニ・郵便局・カフェ

大ホールの講堂

UR跡地等地域に求めるもの院内機能の拡充

放射線診断治療機器

救急隊員待合室外来スペース見直し

感染隔離室

救急車駐車場所の
拡充

外来経過観察床

駐車場の拡充放射線CT増設

看護学生実習室リハビリ室拡張

カウンセリング室エコー室整備

地域医療連携室健診センター整備

アメニティー充実透析室増床

患者図書館プレイルーム化学療法室増床

患者家族控え室感染対策病棟5E女性専門外来

当直室分娩室改造4E内科専門外来

病院レストラン小児4Wオープン床耳鼻科めまい外来

コンビニ売店誘致小児4W重症室看護外来整備

医局HCU/ICU外来問診室増設

会議室救急病棟新設救急外来拡張

その他病棟機能充実外来機能充実
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病院病院 新棟新棟 ＵＲ跡地ＵＲ跡地

医療機能医療機能 様々な機能様々な機能

在宅移行支援施設
（活用例）（仮）

①回復期リハ病棟
クリニック＋高専賃
②病院＋介護施設
③その他

•一部活用（例）
■職員更衣室・ロッカー
■倉庫など

1

階

1

階

2

階

2

階

病
棟

病
棟

• 2次救急受入れ
（4,000台対応/年間）

• 外来化学療法室（10床）

• 総務（管理）
※医局の移動の必要
あり

3

階

3

階

地
下

地
下

• 透析35床

• 一般病床300床

改修計画の方向性（構想におけるプランＢを基本に検討）

（3階増設+地下600㎡＋新棟を複合的に活用）

健診＋管理機能健診＋管理機能

機能向上構想においてプランAからCの3案を検討したが、必要なスペース、地下利用の制限（リハビリ等患者利用に適さないと判断）から新棟にある程度の機能

を移転することが必要になると考えられる。（予算との関連もあり、更に実施計画時に検討する）

連絡
通路

•入院
リハビリテーション

・予防健診センター機能の
一部（女性専門外来等）

・講堂・会議室

必要投資額（見込み）： 約12.7億円～（建築費用約10.7億～＋設備費用約2億～）

※具体的な配置の検討は今後。工事等に要する費用も現状ではあくまで参考としての概算費用
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UR跡地等地域に求める施設等と市立病院との連携（1）
1.UR跡地と連携する必要性
日野市立病院は新病院として開院約10年。この間に病院事情は大きく変化しつつあり、さまざまな課題に直面することになったことから、今回の市立病院機能

向上計画を策定した。
改めて現状の課題を以下にまとめる。

（1）約10年前の建設時に、当初の設計を諸般の事情から建築基準法の制約を受け、縮小した施設として建築したこと
（2）日本の医療改革や高齢者の急増により急性期の公立病院として変革を余儀なくされ、かつ喫緊の課題を整理しないと300床の急性期医療を担う公立病院と

して存在することが困難となりつつあること
（3）市立病院経営は機能向上して医業収入の増加を見込むことで経営健全化が可能であること

2.UR跡地へ期待する連携の基本的考え方
（1）市立病院（300床急性期）が市民に信頼され高齢者対応にも貢献し、地域の住民が末永く安心して生活できる病院とすること
（2）急性期300床の病院として存続できるようになるためには次のような補完施設や連携先としての施設を誘致し共存共栄を図るものとすること
（3）機能向上で変革する市立病院とUR跡地に展開される事業で地域での仕事の創出が図られるようなシステムの構築が可能なものとすること

3.市立病院として強く連携を期待する施設等
（1）高齢者対応

・在宅移行支援施設（経営は民間）
市立病院の患者の内、高齢者（後期高齢者 75歳以上）の22年度実績での比率は、入院（実数）で約35.3％（延 43.8％）、外来（実数）で約25.5％（延
27.5％）で、今後も急上昇するものと想定され、高齢者への対応は急性期病院としても喫緊の課題となっている。そこで、病院での治療を終えた患者を

次の図のように在宅へ誘導するため各施設等と一層の連携強化を進める

・夜間休日診療所
・往診センター
・亜急性期病院
・在宅看取り施設
・ホスピス
・訪問看護・訪問介護事業所
・介護施設（老健・特養等）
・通所リハビリ事業所
・介護・医療店
・福祉用具販売・貸与
・配食サービス 等

在宅
※ケアハウス、有料老人ホー
ムなど多様な居住の場を含む

在宅
※ケアハウス、有料老人ホー
ムなど多様な居住の場を含む

市立病院
（急性期）
・急性期治療

・急性期リハビリ

市立病院
（急性期）
・急性期治療

・急性期リハビリ
・診療所
・市町村
・訪問看護・訪問介護
・在宅療養支援
・必要な患者への看取り 等

・診療所
・市町村
・訪問看護・訪問介護
・在宅療養支援
・必要な患者への看取り 等

相談・支援

回復期病院
（治療・リハビリ）
（亜急性期）

回復期病院
（治療・リハビリ）
（亜急性期）

発症発症
入院

退院
情報交換

退院
情報交換

退院
情報交換

介護老人福祉施設
介護老人保健施設
等

介護老人福祉施設
介護老人保健施設
等
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UR跡地等地域に求める施設等と市立病院との連携（2）

（2）リハビリのセンター化計画（経営は民間）

・温泉プール付回復期リハビリ施設
・リハビリ回廊
・温泉付フィットネスジム

（3）健康相談センター・健康増進センター （経営は民間）

・スポーツセンター
・児童アスレチックジム
・フィットネスクラブ

（4）医療学校、大学の誘致

①看護学校・大学
②医療技術者専門学校
③関連する臨床心理士、技術者等の養成学校（発達支援、障害支援）
④復職支援施設

（5）医師会との連携事業

・休日夜間診療所
・往診センター
・市立病院と連携した診療所

（6）放射線診断治療施設（民間運営）

（7）その他（経営は民間）

①医師、看護師等の保育施設
②カルチャー施設
③栄養指導教室、料理指導教室
④コンビニ、カフェ、郵便局、ATM

⑤多目的ホール・会議室
⑥宿泊施設
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市立病院とUR跡地に進出する法人等からのCBの整理

CB（コミュニティビジネス）とは・・・
市民が主体となって、地域が抱える課題をビジネスの手法により解決し、またコミュニティの再生を通じて、その活動の利益を地域に

還元するという事業の総称

（1）機能向上後の市立病院からのCB
・送迎サービス（介護タクシー）
・小児、高齢者への入院時付き添いボランティア（プロボランティア）
・UR跡地事業と市立病院の利用案内

・健康事業へのサポート
・医師等派遣事業へのサポート
・看護学生・医療技術者の実習等の支援

（2）UR跡地へ進出する法人へのCBの期待
・コミュニティカフェ ・学生等との協働事業
・配食サービス ・国保関連の医療費節減対策事業
・健康食品の販売
・料理教室と食材（健康・地元野菜等）の販売
・介護保険事業所（デイケア、グループホーム等）
・カルチャー教室
・買物代理業・カタログ販売
・生活相談事業

（3）その他（街全体でのCB等の利用調整・サポートや事業者の共同受注によるスケールメリットの検討）
・地域通貨/ボランティアポイント等の検討

・医療・介護の仲介サポート事業
・寝具・リネン類事業の共同化
・清掃事業の共同化
・警備事業の共同化
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今後の行程 〔案〕

（1）市立病院 ※UR跡地開発の進捗状況、病院の経営状況により実施時期・内容に影響あることが考えられる

Ⅰ市立病院機能向上への取り組み
（1）基本計画の策定 / 公表 平成24年1月

（2）計画実施に向け市長による決断 平成24年3月～5月頃

（3）実施計画/設計の策定 平成24年度秋頃～

（4）実施施工 平成25年度～平成26年度頃

（5）事業準備と開始 平成26年度～

ⅡA街区活用検討PTとの連携（UR跡地再開発）
（1）PTでの検討（市立病院機能向上基本計画との調整） 平成23年度中

※市立病院代表委員が会議に出席し調整
（2）A街区再開発事業者の選定・運営に向けた協議 平成24年度中

ⅢUR A街区再開発事業者との連携
（1）連携協定書の締結 平成24年度中

（2）事業開始に向けた調整 平成24年度～

（3）営業準備と事業開始 平成25年度～平成26年度

（2）A街区PTに期待するもの
・市立病院との協定等締結への調整
・進出する法人等との具体的な連携に向けた調整
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資料 〔PT名簿/検討経過〕

平成23年3月策定の市立病院機能向上構想を受け、同7月に院内にプロジェクトチームを設立。更に、救急、がん、透析、健康、周産期、リハビリに全てに横断的
にかかわる看護部門の7つの分科会に分かれて検討を行った。

所属部署名（職名） 氏 名
1 市立病院設置者代行 河内 久男
2 院長 熊井 浩一郎
3 医療安全担当部長 井上 宗信
4 副院長 村上 円人
5 副院長 七尾 謙治
6 健康増進センター準備担当 菊永 裕行
7 診療部長 依光 悦朗
8 診療技術部長 三浦 弘志
9 看護部長 中村 くに子
10 副看護部長 塩谷 知子
11 薬剤部長 中山 和彦
12 事務長 小山 光雄
13 内科部長、内視鏡室長 林 篤
14 呼吸器内科担当部長 峰松 直人
15 内科医長、人工透析室副室長 荒木 崇志
16 総合内科担当部長 伊藤 貴
17 外科部長 藤田 晃司
18 肝胆膵外科担当部長 堂脇 昌一
19 泌尿器科医長 進藤 雅仁
20 泌尿器科医長 海老根 崇
21 産婦人科医長 田島 泰宏
22 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科部長 安藤 祐之
23 臨床検査科担当部長 佐藤 真理子
24 手術室室長 井上 鉄夫
25 救急科部長 中村 岩男
26 看護科長 堀江 由美
27 4東 看護師長 阪本 幸絵
28 外来 看護師長 田邉 由美子
29 手術室 看護師長 門脇 三千代
30 放射線技術科科長補佐 塙 明彦
31 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ技術科科長補佐 山崎 孝
32 総務課長 中村 和幸
33 主幹（経営企画担当） 小塩 茂
34 医事課長 日原 仁

○機能向上基本計画検討PT委員名簿

平成23年3月24日 管理会議（市立病院機能向上構想（案）承認）

6月29日
管理会議

（PT設置、構成委員、基本計画に向けた進め方等決定）

7月14日
市立病院機能向上基本計画検討PT・同分科会

合同キックオフ会議

7月27日 がん分科会

7月29日 救急科の充実分科会

8月2日 透析の充実分科会

8月5日 周産期医療の充実分科会

8月5日 予防健康増進分科会

8月11日 リハビリの充実分科会

8月22日 看護部門分科会

9月1日 予防健康増進分科会

9月上旬 機能向上基本計画に向けた院内アンケートの実施

9月30日 救急/リハビリ合同分科会

10月13日

市立病院機能向上基本計画検討ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ全体会議

*機能向上基本計画に病院として盛り込む事項について（ま

とめ）

11月～12月 関係機関との調整

平成24年1月4日
管理会議

機能向上基本計画（案）の承認

○検討経過の概要

※検討する分野に関連する部門、委員会等での検討・研究を行いながら、

分科会、全体会議での議論を進め、最終的に管理会議にて決定した。
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資料 〔PT分科会名簿〕

平成23年3月策定の市立病院機能向上構想を受け、同7月に院内にプロジェクトチームを設立。更に、救急、がん、透析、健康、周産期、リハビリに全てに横断的
にかかわる看護部門の7つの分科会に分かれて検討を行った。

○機能向上基本計画検討PT分科会委員名簿

①救急科の充実
所属部署名（職名） 氏 名

副院長 七尾 謙治
健康増進センター準備担当 菊永 裕行
診療部長 依光 悦朗
診療技術部長 三浦 弘志
内科部長、内視鏡室長 林 篤

◎ 救急科部長 中村 岩男
手術室室長、麻酔科医長 井上 鉄夫
慶應義塾大学医学部脳神経外科教室講師 堀口 崇
副看護部長 塩谷 知子

②がん医療の充実
所属部署名（職名） 氏 名

健康増進センター準備担当 菊永 裕行
診療技術部長 三浦 弘志
薬剤部長 中山 和彦
内科部長、内視鏡室長 林 篤
呼吸器内科担当部長 峰松 直人

◎ 外科部長 藤田 晃司
肝胆膵外科担当部長 堂脇 昌一
手術室室長 井上 鉄夫
看護科長 堀江 由美
放射線技術科科長補佐 塙 明彦
泌尿器科医長 海老根 崇

③透析の充実
所属部署名（職名） 氏 名

副院長 村上 円人
臨床検査科担当部長 佐藤 真理子

◎ 人工透析室副室長 荒木 崇志
泌尿器科医長 進藤 雅仁
看護部長 中村 くに子

④予防健康増進
所属部署名（職名） 氏 名

健康増進センター準備担当 菊永 裕行
診療技術部長 三浦 弘志

◎ 総合内科担当部長 伊藤 貴
臨床検査科担当部長 佐藤 真理子
副看護部長 塩谷 知子

⑤リハビリへの対応
所属部署名（職名） 氏 名

診療部長 依光 悦朗
◎ ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科部長 安藤 祐之

救急科部長 中村 岩男
慶應義塾大学医学部脳神経外科教室講師 堀口 崇
看護部長 中村 くに子
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ技術科科長補佐 山崎 孝

⑥周産期医療
所属部署名（職名） 氏 名

◎ 副院長 七尾 謙治
産婦人科医長 田島 泰宏
看護科長 堀江 由美
4東 看護師長 阪本 幸絵

⑦看護部門
所属部署名（職名） 氏 名

看護部長 中村 くに子
◎ 副看護部長 塩谷 知子

看護科長 堀江 由美
外来 看護師長 田邉 由美子
手術室 看護師長 門脇 三千代

※院長、代行、PT議長は出来る限り各分科会での検討の場に出席

◎分科会責任者
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資料 機能向上基本計画検討PT結果（1）（救急/がん）

機能向上基本計画策定に向け7つの分野に別れ検討した結果（概要）

○救急科の充実 （増加）（260㎡～） 〔現状約100㎡〕
二次救急に特化して年間救急車4000台以上、市内救急応需50％以上を目標にする（一次救急は UR跡地

や病院敷地内に夜間休日診療所、往診センター、訪問看護センターなどを誘致し診療協力を模索する）。
＊救急外来を広いオープンスペースで拡充し（内容と場所は未定）二診→四診(内外小婦)目標。他施設見学が必要。
＊救急病棟設置が望ましく4Eや 5Wが対象（将来HCU/ICU設置も視野）。後方ベッド確保として近隣の介護施設誘致も必要。
＊HCU/ICUの設置は人員とスペース、標榜病床数などからも直ぐには難しい。直接Payするのは 10〜12床以上だが、6床程度で開設し入院増による増収
は見込める。300-400床規模の救急病院視察が必要。
＊昼は救急専任医体制で、休日夜間は各科当直・オンコール体制。
＊補強スタッフとして①常勤救急専任医②救急室看護師③脳外科医④消化器内視鏡医⑤神経内科医⑥救急病棟看護師等。
＊教育中核病院として、また一般診療にも各臓器の専門科医師（神経内科医など）の充実が必要である。
＊診療科が24時間救急を行う場合（内科、循環器科、外科、整形外科、小児科、産婦人科など）は基準定員より人員増必要。

＊消化管出血の救急対応を充実すべし。その為の緊急内視鏡体制作りが急務である。
＊循環器科CCU当直体制による急性心筋梗塞症例増加が見込める。
＊多発交通外傷の診療は二次救急体制としては無理であり、もし応需するなら外傷外科医、外傷救急医が必要。
＊脳疾患救急を応需する方向で整備する。常勤脳外科医2(+1)名に加え、脳神経内科医や内科系入院担当医によるトリアージと後方受け入れ体制が必須。
設備的には３Dｱﾝｷﾞｵは必須で、可能ならPACS-VPNを要望。
＊救急車受け入れ円滑化に向け、駐車スペースの拡充、救急隊員の待合室の設置を検討。

○救急科の充実 （増加）（260㎡～） 〔現状約100㎡〕
二次救急に特化して年間救急車4000台以上、市内救急応需50％以上を目標にする（一次救急は UR跡地

や病院敷地内に夜間休日診療所、往診センター、訪問看護センターなどを誘致し診療協力を模索する）。
＊救急外来を広いオープンスペースで拡充し（内容と場所は未定）二診→四診(内外小婦)目標。他施設見学が必要。
＊救急病棟設置が望ましく4Eや 5Wが対象（将来HCU/ICU設置も視野）。後方ベッド確保として近隣の介護施設誘致も必要。
＊HCU/ICUの設置は人員とスペース、標榜病床数などからも直ぐには難しい。直接Payするのは 10〜12床以上だが、6床程度で開設し入院増による増収
は見込める。300-400床規模の救急病院視察が必要。
＊昼は救急専任医体制で、休日夜間は各科当直・オンコール体制。
＊補強スタッフとして①常勤救急専任医②救急室看護師③脳外科医④消化器内視鏡医⑤神経内科医⑥救急病棟看護師等。
＊教育中核病院として、また一般診療にも各臓器の専門科医師（神経内科医など）の充実が必要である。
＊診療科が24時間救急を行う場合（内科、循環器科、外科、整形外科、小児科、産婦人科など）は基準定員より人員増必要。

＊消化管出血の救急対応を充実すべし。その為の緊急内視鏡体制作りが急務である。
＊循環器科CCU当直体制による急性心筋梗塞症例増加が見込める。
＊多発交通外傷の診療は二次救急体制としては無理であり、もし応需するなら外傷外科医、外傷救急医が必要。
＊脳疾患救急を応需する方向で整備する。常勤脳外科医2(+1)名に加え、脳神経内科医や内科系入院担当医によるトリアージと後方受け入れ体制が必須。
設備的には３Dｱﾝｷﾞｵは必須で、可能ならPACS-VPNを要望。
＊救急車受け入れ円滑化に向け、駐車スペースの拡充、救急隊員の待合室の設置を検討。

○がん医療の充実 （増加）（30㎡～）
がんの早期診断、一般がん手術、化学療法、疼痛緩和ケアを推進する。
＊早期診断、発見部門の強化のため、CT、MRI、超音波検査、胃透視・注腸検査枠を増強する。また、胃内視鏡検査の予約は一週間以内を目標にす
る。CF機器を追加して大腸鏡件数を増やす。さらに健診センターを充実して二次検診を増やし、開業医の紹介率を増加させ、市民に選ばれる病院作り

をする。
＊当院で診療するがんは、内科（消化器・呼吸器）、外科（食道・胃腸・肝胆膵・乳腺・甲状腺）、婦人科（子宮付属器）、脳外科、泌尿器科、皮膚科、歯
科口腔外科領域にある。
＊手術室の機能向上や手術総件数の増加に加えて、日帰り手術や鏡視下手術の件数を増加させる。
＊常勤の病理医師を確保する。
＊がん化学療法室を増床（10床）し、当番医師や化学療法認定看護師を配置し、テレビなどのアメニティーも充実させる。
＊がん放射線療法は院内では年間60-100名程度のニーズで導入は高コストである。しかし、がん治療には必須の設備であり、将来に向けて併設、
UR跡地への誘致、DPC 範囲内での他院との定位放射線治療連携（立川、福生、多摩南部地域、東海大八王子など）を総合的に検討すべき。
＊緩和医療としてﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸを充実させる。麻酔科、精神科、看護部との連携が重要。まず緩和療法専従看護師導入を。
＊緩和医療のケア部門はDPC外出部分あり、経営上も充実が必要。
＊UR跡地で民間施設による在宅看取りシステム構築が必要である。
＊脳外科では手術時のナビゲーション、血管造影室での麻酔体制と3D設備を要望。

○がん医療の充実 （増加）（30㎡～）
がんの早期診断、一般がん手術、化学療法、疼痛緩和ケアを推進する。
＊早期診断、発見部門の強化のため、CT、MRI、超音波検査、胃透視・注腸検査枠を増強する。また、胃内視鏡検査の予約は一週間以内を目標にす
る。CF機器を追加して大腸鏡件数を増やす。さらに健診センターを充実して二次検診を増やし、開業医の紹介率を増加させ、市民に選ばれる病院作り

をする。
＊当院で診療するがんは、内科（消化器・呼吸器）、外科（食道・胃腸・肝胆膵・乳腺・甲状腺）、婦人科（子宮付属器）、脳外科、泌尿器科、皮膚科、歯
科口腔外科領域にある。
＊手術室の機能向上や手術総件数の増加に加えて、日帰り手術や鏡視下手術の件数を増加させる。
＊常勤の病理医師を確保する。
＊がん化学療法室を増床（10床）し、当番医師や化学療法認定看護師を配置し、テレビなどのアメニティーも充実させる。
＊がん放射線療法は院内では年間60-100名程度のニーズで導入は高コストである。しかし、がん治療には必須の設備であり、将来に向けて併設、
UR跡地への誘致、DPC 範囲内での他院との定位放射線治療連携（立川、福生、多摩南部地域、東海大八王子など）を総合的に検討すべき。
＊緩和医療としてﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸを充実させる。麻酔科、精神科、看護部との連携が重要。まず緩和療法専従看護師導入を。
＊緩和医療のケア部門はDPC外出部分あり、経営上も充実が必要。
＊UR跡地で民間施設による在宅看取りシステム構築が必要である。
＊脳外科では手術時のナビゲーション、血管造影室での麻酔体制と3D設備を要望。

〔救急の現状（H22 主な実績)〕（ ）内はH21

＊救急室受診患者数 12,036人
（14,704人）

＊救急室を受診して入院した患者数
2,003人（1,770人）

＊救急車による受診患者数
3,287人 （2,400人）

＊救急車により受診して入院した患者数
971人（744人）

〔がん診療の現状（H22 主な実績)〕
手術等の主な実施状況

＊手術 （）内は腹腔鏡下手術
大腸がん45（6）、直腸がん28、
膵臓がん16（1）、胃がん18、乳がん29等

＊化学療法
入院 538件、 外来 945件

＊内視鏡
上部消化管 2237件
下部消化管 1147件
ERCP 104件
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資料 機能向上基本計画検討PT(2)（透析/予防・健康増進）

機能向上基本計画策定に向け7つの分野に別れ検討した結果（概要）

○透析の充実 （増加）（～ 525㎡ ）
地域のニーズと病院経営の観点より、12床から拡充して35床とする。
（増益見込みとして1億円以上が可能。）
＊緊急透析、内シャント診療、腹膜透析、血漿交換、LDL吸着などを従来通りに応需する。しかし、現状、

血管外科医が不在であるため、至急に招聘するのが喫緊の課題となっている。
＊35床に増床（入院9床、外来25床、予備１床など）し、スペースは別棟での稼働も視野に入れて今後検

討する。
＊全日２クールも視野に調整していく。地域の透析クリニックとの連携も継続していく。
＊透析室のスペースと設備導入は今後要検討で、アメニティーの充実や透析時の診察室も必要となる。
＊腎臓内科医は5名を維持、看護師14名、ME4名、事務２名、内シャント作成可能な血管外科医か泌尿器

科医師が必要である。透析専門看護師の教育、患者会の開設なども必要
＊シャント手術、PTA、狭心症の心カテなどが増加し、さらに経営への支援となる見込みである。

○透析の充実 （増加）（～ 525㎡ ）
地域のニーズと病院経営の観点より、12床から拡充して35床とする。
（増益見込みとして1億円以上が可能。）
＊緊急透析、内シャント診療、腹膜透析、血漿交換、LDL吸着などを従来通りに応需する。しかし、現状、

血管外科医が不在であるため、至急に招聘するのが喫緊の課題となっている。
＊35床に増床（入院9床、外来25床、予備１床など）し、スペースは別棟での稼働も視野に入れて今後検

討する。
＊全日２クールも視野に調整していく。地域の透析クリニックとの連携も継続していく。
＊透析室のスペースと設備導入は今後要検討で、アメニティーの充実や透析時の診察室も必要となる。
＊腎臓内科医は5名を維持、看護師14名、ME4名、事務２名、内シャント作成可能な血管外科医か泌尿器

科医師が必要である。透析専門看護師の教育、患者会の開設なども必要
＊シャント手術、PTA、狭心症の心カテなどが増加し、さらに経営への支援となる見込みである。

○予防健康増進 （増加）（30㎡～）
健診センターは現状通りに院内設備と組織・人員を使用していく。スペース拡張は検討する。
＊人間ドックを強化し、広報による宣伝活動を行って収益をアップする。そのため、エコーなどの検査枠増強が必
要である。基本検査に加えて、臓器別、疾患別、男女別の様々なオプションを充実させ、脳ドック、心臓ドック、ASO

検診、婦人科ドックなどを増やし、ドックの内容・質を強化して二次検査への誘導を促進する。受診者アンケート調
査からニーズの把握も行っていく。
＊特定健診や一般健診は現状維持とする。企業健診はニーズ少なく価格のダンピングでうま味無し。
＊女性専門外来（スタッフ全て女性：内科、婦人科、泌尿器科など）増設のために、財政面で市健康行政とタイアッ
プしつつ、専門医確保（常勤、非常勤）を行っていく。
＊成人病外来増設を市健康行政とタイアップして行う。例えば禁煙外来、軽症の糖尿病・高血圧・高脂血症・メタボ
リック症候群外来、睡眠時無呼吸外来などを栄養科、リハビリ科と協同して栄養指導・運動指導を行い診療する流
れを作る。
＊UR跡地での健康相談、健康増進センター、温泉施設付きフィットネスジムでの加温療法、スポーツセンターなど

の展開や、栄養指導を伴う料理教室、カロリー制限食レストラン誘致などを、市健康行政とタイアップしつつ展開し
ていく。

○予防健康増進 （増加）（30㎡～）
健診センターは現状通りに院内設備と組織・人員を使用していく。スペース拡張は検討する。
＊人間ドックを強化し、広報による宣伝活動を行って収益をアップする。そのため、エコーなどの検査枠増強が必
要である。基本検査に加えて、臓器別、疾患別、男女別の様々なオプションを充実させ、脳ドック、心臓ドック、ASO

検診、婦人科ドックなどを増やし、ドックの内容・質を強化して二次検査への誘導を促進する。受診者アンケート調
査からニーズの把握も行っていく。
＊特定健診や一般健診は現状維持とする。企業健診はニーズ少なく価格のダンピングでうま味無し。
＊女性専門外来（スタッフ全て女性：内科、婦人科、泌尿器科など）増設のために、財政面で市健康行政とタイアッ
プしつつ、専門医確保（常勤、非常勤）を行っていく。
＊成人病外来増設を市健康行政とタイアップして行う。例えば禁煙外来、軽症の糖尿病・高血圧・高脂血症・メタボ
リック症候群外来、睡眠時無呼吸外来などを栄養科、リハビリ科と協同して栄養指導・運動指導を行い診療する流
れを作る。
＊UR跡地での健康相談、健康増進センター、温泉施設付きフィットネスジムでの加温療法、スポーツセンターなど

の展開や、栄養指導を伴う料理教室、カロリー制限食レストラン誘致などを、市健康行政とタイアップしつつ展開し
ていく。

〔透析の現状（H22 主な実績)〕

外来 3,126件
入院 1,293件

新規の血液透析導入 35例
新規の腹膜透析導入 2例
病棟HD 34件
病棟HDF 14件
CHDF 58件
ECUM 7件
DHP(PMX) 32件

〔予防健康の現状（H22 主な実績)〕
（ ）内は21年度

人間ドック 324件（278件）
脳ドック 113件（134件）
特定健診 2750件（2767件）
一般健診 451件（451件）
企業健診 165件（148件）
乳癌健診 598件（480件）
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資料 機能向上基本計画検討PT(3)（リハビリ/周産期/看護）

機能向上基本計画策定に向け7つの分野に別れ検討した結果（概要）

○リハビリへの対応 （増加）（350㎡～500㎡）
急性期リハビリは院内で一層の充実を図り、回復期を含めた慢性期リハビリはUR跡地など院外に誘致

する。
＊動脈硬化性疾患の二次予防充実のため、運動リハ（40-50件/日）、脳リハI（現・廃用リハ10-15件/
日）、心臓リハ（3-5件/日）など、院内リハビリの種類を増やす。施設基準Iを目標に人員とスペースを決定
するが、脳外科医、脳神経内科医の増員による脳血管疾患患者の増加が必要である。占有面積350〜
500m2、PTとOT5名から9名への増員、ST1名、Ns.1名以上を希望する。機能拡張により休日リハビリ

や嚥下訓練も可能となる。リハビリはＤＰＣ外出し部分であり、病院経営のためにも充実が必要である。

○リハビリへの対応 （増加）（350㎡～500㎡）
急性期リハビリは院内で一層の充実を図り、回復期を含めた慢性期リハビリはUR跡地など院外に誘致

する。
＊動脈硬化性疾患の二次予防充実のため、運動リハ（40-50件/日）、脳リハI（現・廃用リハ10-15件/
日）、心臓リハ（3-5件/日）など、院内リハビリの種類を増やす。施設基準Iを目標に人員とスペースを決定
するが、脳外科医、脳神経内科医の増員による脳血管疾患患者の増加が必要である。占有面積350〜
500m2、PTとOT5名から9名への増員、ST1名、Ns.1名以上を希望する。機能拡張により休日リハビリ

や嚥下訓練も可能となる。リハビリはＤＰＣ外出し部分であり、病院経営のためにも充実が必要である。

○周産期医療 （増加）＊小児用観察床、オープンスペース等の設置・拡大検討
周産期医療、新生児医療として妊娠34週以後の分娩を扱い、新生児は多摩総合医療センターNICUとの病々連

携を行う。
＊小児4西病棟にNICUは不要であるが、HCU的な観察床1床とオープンスペースの追加が必要である。

＊応需増を目標として開業医からの受け入れ症例（ハイリスク分娩など）を明確にしていく。
＊産婦人科常勤医５名は必要である。現状では医師3名オンコール医１名のため外来2診と手術で手一杯である。

婦人科のがん手術も時間かかり件数増加は難しい。
＊分娩目標件数月50-60件（ベンチマークや過去の実績から）。予約分娩を増加させ、常勤医師1名あたり10件

の分娩予約基準を改善する。分娩数が増加すれば４東病棟再整備が必要である。
＊医師不足対策として、助産師外来開設の次策として、助産師分娩を具体化に向け進めていく。
＊里帰り分娩の扱いを柔軟にできないか。
＊医師数増加の後に婦人科系疾患の診断治療件数を増加させる。また、腹腔鏡手術、不妊外来などを充実させ
ていく。

○周産期医療 （増加）＊小児用観察床、オープンスペース等の設置・拡大検討
周産期医療、新生児医療として妊娠34週以後の分娩を扱い、新生児は多摩総合医療センターNICUとの病々連

携を行う。
＊小児4西病棟にNICUは不要であるが、HCU的な観察床1床とオープンスペースの追加が必要である。

＊応需増を目標として開業医からの受け入れ症例（ハイリスク分娩など）を明確にしていく。
＊産婦人科常勤医５名は必要である。現状では医師3名オンコール医１名のため外来2診と手術で手一杯である。

婦人科のがん手術も時間かかり件数増加は難しい。
＊分娩目標件数月50-60件（ベンチマークや過去の実績から）。予約分娩を増加させ、常勤医師1名あたり10件

の分娩予約基準を改善する。分娩数が増加すれば４東病棟再整備が必要である。
＊医師不足対策として、助産師外来開設の次策として、助産師分娩を具体化に向け進めていく。
＊里帰り分娩の扱いを柔軟にできないか。
＊医師数増加の後に婦人科系疾患の診断治療件数を増加させる。また、腹腔鏡手術、不妊外来などを充実させ
ていく。

○看護部門
7対1看護導入推進。そのために10名以上の看護師増員必要。
＊病院全体の看護師人員拡充として、救急外来看護師、HCU/ICUや救急病棟看護師、透析室拡充用の看護師、退院調整看護師なども必要。
＊看護師養成大学、医療技術専門学校、復職支援施設、一時保育や病児保育設備のUR跡地への誘致を進める。
＊地域医療連携室整備 、PACS連携、看護外来整備、外来問診室やカウンセリング室整備など。

＊認定看護師の人材育成、卒後教育の充実。

○看護部門
7対1看護導入推進。そのために10名以上の看護師増員必要。
＊病院全体の看護師人員拡充として、救急外来看護師、HCU/ICUや救急病棟看護師、透析室拡充用の看護師、退院調整看護師なども必要。
＊看護師養成大学、医療技術専門学校、復職支援施設、一時保育や病児保育設備のUR跡地への誘致を進める。
＊地域医療連携室整備 、PACS連携、看護外来整備、外来問診室やカウンセリング室整備など。

＊認定看護師の人材育成、卒後教育の充実。

〔周産期の現状（H22 主な実績)〕

《産科》
正常分娩 270件
帝王切開 60件

《小児科》
入院患者数 713名
紹介患者数 571名
救急受け入れ件数 519件
救急外来診察患者数 3400名

〔リハビリの現状（H22 主な実績)〕
理学療法：入院（延） 9758人、 外来（延） 786人
脳血管Ⅱ（廃）3960単位・脳血管Ⅱ（廃以外）1391単位
運動器Ⅰ9243単位・運動器Ⅱ1569単位・
呼吸器Ⅰ84単位

作業療法：入院（延） 1233人、外来（延） 1321人
脳血管Ⅱ（廃）113単位・脳血管Ⅱ（廃以外）279単位
運動器Ⅰ1315単位・運動器Ⅱ2609単位
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資料 （仮テーマ）豊田駅北部地域における地域包括ケアシステム構想
【機能向上構想より抜粋】

地域システムの中の一環として、サービスを提供していく

日野市立病院
（急性期対応）

クリニック
（かかりつけ医）

在宅移行支援施設
（回復期／亜急性期対応）

（緩和ケア対応など）

在宅移行支援施設

• 高専賃
• 老人ホーム
• 老健
• 特養
• リハビリ／フィットネスなど

•子育て世帯
•老夫婦世帯
•若者世帯
など

民間事業者

スーパー
牛乳・新聞・宅配
警備会社
生活協同組合 等

在宅介護事業所

食堂・ﾚｽﾄﾗﾝ

保育園教育・研修

多目的教室

医療／介護系

≪住民／患者≫カルチャー系 生活支援系

• サポート
• 連携

• 病診連携

• 病病連携

• 病診連携

• サービス提供／利用
• 患者
• ボランティア支援

• 利用者
• ボランティア支援

• 社会復帰支援
• 地域交流

• サービス利用
• 地域交流
• 雇用の創出

•地域住民
•ボランティア
•NPO 含む

サポート

• サービス利用
• 雇用の創出

医療介護

スポーツジム

カルチャー教室

図書館

病院機能向上構
想からまちづくり
（UR用地／旧第4

団地）への展開

病院機能向上構
想からまちづくり
（UR用地／旧第4

団地）への展開
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資料 豊田駅北部地域における地域包括ケアシステムにて提供するサービス例（１）
【機能向上構想より抜粋】

地域システムの中の一環として、たとえば以下のようなサービスを考えていく

カテゴリ
UR跡地に建てる施設（場）

の例
役割・機能についての説明 大きさ（部屋数やスタッフ数） 運営主体となりうるプレーヤー

住居に代替
する施設

特別養護老人ホーム 常時介護が必要で、居宅での介護が困難な方のための施設 80-100床程度 社会福祉法人

グループホーム
認知症の方が少人数で共同生活しながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機
能訓練が受けらる施設

18-27床 社会福祉法人、医療法人、株式会社等の法人

有料老人ホーム 介護保険による日常生活の支援や介護サービスを受けることができる施設 50-100床程度 社会福祉法人、医療法人、株式会社等の法人

ケアハウス ー
20床～50床
都市型は20床

社会福祉法人

高専賃マンション・介護マン
ション

介護が必要な場合、外部からサービスを取りこむ施設 50-100床程度 社会福祉法人、医療法人、株式会社等の法人

在宅移行支援施設
（サービス）

回復期リハ病棟・亜急性期
病床などを持つ慢性期の病
院

日野市立病院と連携し、急性期のピークを終えた患者が療養する場所 50-100床程度 地域にある他の民間医療法人

一次救急を担う病院等の医
療施設

日野市立病院と連携し、地域の1次救急を受け入れる施設 0-100床程度 地域にある他の民間医療法人

老人保健施設
病院を退院したが、自宅にすぐに戻れない患者がリハビリ等を目的として入
所する施設

80-100床程度 地域にある他の民間医療法人

在宅療養支援診療所（訪問
診療）

在宅医療・在宅介護の利用者の日々の健康管理、治療など 30坪程度 地域にある他の民間医療法人

ショートステイ事業所（介護）
介護福祉施設や短期入所単独事業所に短期間入 所して、日常生活上の支
援を行う

20床以上（単独型）
*施設併設は何床でも可

社会福祉法人、医療法人、株式会社等の法人

ショートステイ事業所（医療）
老人保健施設や介護療養型医療施設に短期入所して、日常生活上の支援
や機能訓練などを受ける

施設併設及び空床利用
*ベッド数の規定なし

地域にある他の民間医療法人

訪問介護事業所
・ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排泄等の身体介護
・調理、掃除などの生活援助
・通院などを目的とした乗降介助

介護福祉士又は訪問介護員（１～３級ホームヘルパー）を、常勤換算で２．５人以上（サービス提供責任
者を含む）

社会福祉法人、医療法人、株式会社等の法人

訪問看護事業所
訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが自宅を訪問し、主治医の
指示により療養上の世話や診療の補助を行う

保健師・看護師・准看護師を常勤換算で２．５人以上配置 社会福祉法人、医療法人、株式会社等の法人

通所介護事業所
日帰りでデイサービスセンターなどに通い、他の利用者と一緒に過ごし、食事、
入浴などの日常生活上の支援やレクレーションなどを受ける

専従の生活相談員１人以上、専従の看護職員を１人以上、利用者１５人以下の場合は１人以上の介護
職員を配置。
利用者が１５人を超える場合は利用者が５人又は端数を増す毎に介護職員を１人追加配置

社会福祉法人、医療法人、株式会社等の法人

通所リハビリテーション事業
所

老人保健施設や医療機関等で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、理
学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを日帰りで行う

医師：専任・常勤１名以上、専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員または介護職員
を通所リハサービス提供時間中に10対１以上、かつ、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または経
験を有する看護師を常勤換算で０．１人以上配置。その場合の利用者数は、定員ではなく実人数。
*上記は、診療所が行う場合の人員

地域にある他の医療法人

小規模多機能型居宅介護事
業所

デイサービスを中心として、利用者の様態や希望により、ホームヘルプ、
ショートステイを組み合わせて入浴、排泄、食事等の介護や機能訓練を行う

【１】人員基準
（１）介護・看護職員
〈昼間〉
訪問介護職員⇒常勤換算で１人以上配置すること。
通所介護職員⇒常勤換算で通所介護利用者数が３人又はその端数を増す毎に１人以上配置すること。
（原則として、看護師又は准看護師１人以上の配置が必要です。）
〈夜間・深夜〉
時間帯を通じて、交替勤務者２人（このうち１人は宿直勤務者でも可）以上配置すること。
（２）常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者の配置
（３）計画作成担当者
介護支援専門員（ケアマネージャー）を配置。
（４）代表者
介護業務従事経験者又は介護事業経営経験者（厚生労働省指定の研修受講者であること）

社会福祉法人、医療法人、株式会社等の法人
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資料 豊田駅北部地域における地域包括ケアシステムにて提供するサービス例（２）
【機能向上構想より抜粋】

前頁同様に、地域システムの中の一環として、たとえば以下のようなサービスを考えていく

カテゴリ
UR跡地に建てる施設（場）

の例
役割・機能についての説明 大きさ（部屋数やスタッフ数） 運営主体となりうるプレーヤー

その他医療・介護領域
における

周辺関連サービス

配食サービス
在宅やそれに準ずる施設を利用する居住者のための給食サービス
を担う

厨房設備 社会福祉法人、医療法人、株式会社等の法人

地域包括支援センター
高齢者への総合的な生活支援の窓口となる地域機関（介護予防の
拠点として、高齢者本人や家族からの相談に対応し、介護、福祉、医
療、虐待防止など必要な支援が継続的に提供されるように調整する）

主任介護支援専門員・保健師・社会福祉士の配置 市町村または市町村から委託された法人が運営

居宅介護支援事業所

介護支援専門員（ケアマネージャー）が自宅を訪問して、本人の心身
や生活の状況を調査して、ケアプランの原案をつくる原案をもとに
サービス担当者会議で検討を行い、本人・家族等の同意を得て、ケ
アプランを作成する

ケアマネージャー1名以上 社会福祉法人、医療法人、株式会社等の法人

福祉用具貸与
日常生活の自立を助ける用具や機能訓練に用いるための福祉用具
を貸与する
事業者は福祉用具専門相談員を配置する

福祉用具専門相談員（福祉用具に関する指定講習修了者）を常勤換算で２人以上
社会福祉法人、医療法人、株式会社等の法人

福祉用具販売 入浴や排せつなど、貸与になじまない福祉用具の販売を行う 福祉用具専門相談員（福祉用具に関する指定講習修了者）を常勤換算で２人以上 社会福祉法人、医療法人、株式会社等の法人

医療・介護以外
のサービス

カルチャー施設 地域文化や海外文化を共有・交流するための施設 未定
市町村または市町村から委託された法人が運営、又
はその他法人

交流施設 地域の住民（例えば、高齢者と幼児）が交流することの出来る施設 未定
市町村または市町村から委託された法人が運営、又
はその他法人

フィットネスジム 市民の健康増進の為の健康支援施設 未定 株式会社等の法人

保育施設
保護者が働いていたり、病気のため日中子どもを保育できない場合、
保護者に代わってその子どもを保育を行う施設。子育ての悩み等、
誰でも気軽に地域の保育園に相談可能な施設

【保育室または遊戯室に必要な広さ】
0才児 人員 × 4.95m2(有効面積)
1才児 人員 × 3.30m2(有効面積) ※自治体により相違がある。
2才児以上 人員 × 1.98m2(有効面積)

【配置規則】
保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施
設にあっては、調理員を置かないことができる

【人員数】
■乳児おおむね３人につき１人以上
■満１歳以上満３歳に満たない幼児おおむね６人につき１人以上
■満３歳以上満４歳に満たない幼児おおむね２０人につき１人以上
■満４歳以上の幼児おおむね３０人につき１人以上
※ただし、保育所１につき２人を下ることはできない。

【保育時間】
保育所における保育時間は、１日につき８時間を原則とし、その地方における乳児又は幼児の
保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。

社会福祉法人、自治体から委託された法人等が運営
（主に社会福祉法人）

レストラン 周辺地域の住民が誰でも活用することの出来る飲食サービス 未定 株式会社等の法人
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参考：主な機能別の使用面積（増加分のみ）
（㎡）

資料 建築基準法上の許容床面積の検証＊1

＊「許容床面積」はあくまでも、現在の社会教育センターが現在の場所からなくなり、敷地が日野市立病院と一つになった場合を条件としている

実施設計に向け今後具体的プランニングを行い精度を上げる必要がある

敷地一体化による許容面積の増加
（㎡）

社会教育センターを
解体し、敷地を一体
化させることで
「3,534,99㎡」が

使用可能な面積とな
る

改築部分ごとの床面積増加：概略面積
（㎡）

敷地一体化により、使用することが可能な面積は広がる。機能拡大を行うことによって、機能別に使用面積は異なるものの、現在具体的な検討をしている全ての
機能において建築基準法上の許容床面積内に収まる計算となる（あくまで、社会教育センターを解体し敷地を一体化させた場合）

名称 現在 改築後

救急の拡大

（処置室、診察室の増設等）
100

260～

（+160～）

外来化学療法室の拡張

（10床）
30

60～

（+30～）

健診センターの充実

（女性専門外来等）
100

130～

（+30～）

透析の拡張（35床） 162
375～

（+213～）

リハビリテーション 220
350～

（+130～）場所 ㎡数

地下2階 600

3階屋根増築 360

新棟増築 最大2594.99
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