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病院改革プランにおける検査室の取り組みと検証

発 表 者 三島 一巳 （岐阜県：郡上市国保白鳥病院 臨床検査部）

共同研究者 鷲見 まつ代、山下 哲生、青木 洋子
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おわりに、訓練を通して感じたことは、「やっ

てみないと分からない！」ということです。実

際にやってみることで問題点が見えてきます。

その解決策を考え、次の訓練に繋げていくこと

に意味があると思います。

地域の特性を活かし、手に入るものを利用し

ながら、長期化すると思われる被災生活に対応

できる力をつけることが大切だと思います。

食は命をつなぎます。命をつなぐ食を守るこ

とは私たちの重要な使命です。
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西土佐地区唯一の医療救護所として、機能で

きるよう西土佐診療所ならではの訓練はこれか

らも続きます。ご清聴ありがとうございました。
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はじめに、郡上市は岐阜県のほぼ中央部に位置

し、７ヶ町村、総面積約１，０００km２、人口約４５，０００

人の中山間地域です。

東海北陸自動車道が郡上市を縦断し、車で金沢

市、名古屋市まで約１時間半の所にあります。

当院はベッド数６４床、内科、外科、人工透析な

どの医療の他、在宅介護支援センター、訪問看

護ステーション、デイケア、住民健診などを一

体的に提供し、郡上市北部における中核的な医

療機関です。
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病院改革プランにおける検査室の取り組みと検

証
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昨今の病院経営は民間、公立を問わず非常に厳

しくなっています。

平成２０年度決算において、全国の公立一般病院

で約７割、民間では２割が赤字だと言われてい

ます。自治体病院である当院も医師不足や診療

報酬のマイナス改訂などにより、経営状況は大

変厳しく、経営の安定化をはかることが喫緊の

課題でありました。
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そうした中、平成１９年４月に黒字経営を目指し

て経営再生委員会が組織され、翌年には白鳥病

院改革プラン策定委員会へと役割が引き継がれ

ることになりました。委員会はドクターを委員

長に、各部署の職員で構成されました。

改革プランの中で我々一般職員に求められたの

は、主に経営の効率化であり、大幅な収支改善

でした。そのために各部署がアイデアを出し合

い、有効なものを推し進めることになりました。

その中で、検査室が行ってきた、コスト削減と

収益アップの取り組みについて改めて振り返

り、検証してみることにしました。
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まず、収益を上げるための方策として行ったの

が外部委託検査費の削減でした。

これまで外部委託検査費は病理細胞診でおよそ

月５００万円、生化学で１，０００万円程度の費用がか

かっていました。

まずはこの部分を削ることが最優先だと考えま

した。
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外部委託検査費はこれまで長年にわたり同じ検
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査センターにオーダーしてきましたが、他社を

交えての入札制としました。

もちろん、これまでも診療報酬改定ごとに値引

き交渉は行ってきましたが、半ば形式的な交渉

であったため大幅な値下げには至っていません

でした。

この結果、病理・細胞診で約３０％、生化学では

２０％の値下げを行うことができました。
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次に行ったのが生理検査の件数アップです。生

理検査は比較的保険点数が高く、検査機器もす

でに整備されていることから、検査件数のアッ

プがそのまま収入増となります。
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また患者負担のなるべく出ないよう、年１～２

回のルーチン化としたり、検査内容が患者に分

かりやすく説明できるグッズなどの作成も試み

ました。
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結果はこちらのグラフの通りです。

ルーチン化した年から、それぞれ件数は増加し、

特に UCG、心電図、血管エコー、ABIで成果が

現れたようです。
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次に行ったのがマルメ項目以外の新規導入で

す。

亜鉛１５０点、フェリチン１２０点の２項目を院内検

査できるようにしました。

亜鉛やフェリチンは味覚嗅覚障害や低栄養、褥

瘡、透析患者などが検査対象となり、当院の患

者にマッチした項目であると思われます。

年間の件数をみても亜鉛で約６００件、フェリチン

で１，４００件の依頼があります。
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また、免疫検査機器の更新に伴い、腫瘍マー

カー、ホルモンなど４項目を新たに院内検査と

しました。これらの項目プラス、感染症項目の

コストを外注と院内検査で比較すると、スライ

ドのように、いずれの項目でも院内検査とする

ことでコストを抑えることが出来ました。

さらに、院内検査のメリットとして、検査時間

の大幅短縮、検査件数の増加、外来迅速検体検

査加算の算定などが考えられますが、やはり、

何と言っても一番大きいのは、すぐに検査結果

を診療側にフィードバックさせる事が出来る、

つまり患者サービスの向上につながったことで

す。
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次に輸血療法委員会を立ち上げました。それに

伴い輸血管理料�の算定を目指しました。また
輸血前後の感染症と肝機能検査を保険請求する

ことで増収となっています。
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また、平成２０年より他町村集団健診の検体検査

を当検査室で行っていますが、この事も収入アッ

プの一つとなっています。
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次に行ったのが消耗品類の単価見直しです。

検査機器の記録紙を、メーカー純正品から汎用

品にすることでコストダウンをはかりました。

採血スピッツ類は外注先からの提供が受けられ

るものは活用し発注を減らしています。

検査試薬については、個々の性能が同等なら、

より安いものに変更していきました。

以上このことが白鳥病院改革プランにおける検

査室の経営効率化の方策と結果です。これらの

事は決して検査部だけで成し得た事ではなく、

診療部、事務部、看護部などの協力があってこ

そ出来たことです。
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経営健全化に向けた取り組み
～安来市立病院改革プランを実施して～

発 表 者 山崎 慎也 （島根県：安来市立病院 事務部 総務課）

共同研究者 藤原 渉、遠藤 聖子、村上 和也
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病院職員が協力しあい、何とか改革プランにのっ

とった経営ができ、総務省の公立病院実務研究

会、事例集掲載病院に載り、雑誌にも取り上げ

られました。しかし、今年度の状況を検査の部

分で見ると、件数で対前年度比７．８％減となって

います。これは前年度が非常に良かったことも

ありますが、これ以上減少させない為に検査技

師としての専門性を活かしつつ、他部門と連携

を強化し、患者サービスの向上を第一に考え、

経営効率化に貢献したいと考えています。

以上で私の発表を終わります、ご清聴いただ

き有難うございました。
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当院は平成１４年度の診療報酬マイナス改定以降

赤字となり、１９年度には内部留保資金の枯渇が

危惧される状況となりました。そのような中、

２０年に安来市立病院改革プランが策定され、経

営健全化に向けた取り組みを行っています。改

革プランに係る取り組み状況について現状を報

告します。
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安来市は、平成１６年に１市２町が新設合併し誕

生しました。人口は４万１千人で、人口減少、

少子高齢化が進んでいます。また、人口２０万人

の松江市、１５万人の鳥取県米子市に隣接してい

ます。当院は、市の中心部から約１０km離れた

広瀬地域にあります。
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