
平成 年度当初予算（案）　事業別シート 宇陀市

事業の
目標・成果
（これまでの成果,
今後の見通し）

・平成27年度決算状況（決算統計）
・年間入院患者数　　48,648人（1日平均　133人）
・年間外来患者数  　92,483人（1日平均　381人）
・収益的収入　　　　3,351,425千円
・収益的支出　　　　3,465,928千円
　　　差引　　　　 　△ 114,503千円
・平成28年度決算見込み
・入院収益は、前年より1％増の見込み
・外来収益は、前年より3％増の見込み

事 業 の コ ス ト 平成27年度（実績） 平成28年度（見込）

活動指標の実績(見込) 75.5
単
位

％ 69.9
単
位
％

単位当たりコスト　　　　（円）

活動指標の算式 年延入院患者数／年延病床数

備考

特定財源の状況

決算額又は決算見込額 （千円） 3,465,928 3,529,897 県補助金　　　　　　 1,000千円
一般会計補助金　 81,004千円
一般会計負担金　248,483千円
資本費繰入益　　　95,087千円

従事職員数【人工】

【活動指標の根拠】　総合計画(行政評価)　・　総合戦略　・　その他(　　　　　　　　)

活動指標名 病床利用率

人件費 （人工×8,000千円）

総事業費：人件費含む （千円） 3,465,928 3,529,897

その他 424,574

一般財源 3,251,797

H29予算額 3,677,371

Ｈ28

国　費

県　費 1,000

市　債

3,705,336
当初予算額
Ｈ28

3,705,336現計予算額

増減額 ▲ 27,965

根拠条例等 宇陀市立病院事業の設置等に関する条例

総合計画 基本計画　第２章　第２節　地域医療体制の充実

Ｈ29年度事業
の概要

財源の内訳　　（単位：千円）・病床数　176床
・年間患者数
・入院　　49,275人（1日平均　135人）
・外来　　97,200人（1日平均　400人）
・収益的収入　　　　3,561,532千円（対前年度　2％減）
　（前年度予算額   3,631,369千円）
・収益的支出　　　　3,677,371千円（対前年度　1％減）
　（前年度予算額   3,705,336千円）

分担金

使用料

細
目

項

所管課 701 経営企画課 （宇陀市立病院） 宇陀市立病院事業特別会計予算

事業の目的

住み慣れた地域において、安心で必要な医療のサービスが受
けられる提供体制の充実が求められており、医師不足など地域
医療を取り巻く環境は厳しい状況にあるが、地域の医療需要に
対応し、安定的な収益を確保するために、常勤医師の確保を最
重要課題として位置づけ、また、前年度に引き続いて、医業経営
コンサルタントを活用し、中長期的な視野に立った経営改善及び
医師人事考課に続き、医療職の人事考課制度を開始する。新公
立病院改革プランの目標達成を目指す。

款

目

区分 № 区分名

29 立病院事業特別会計

事業
区分

継続
事業
名 宇陀市立病院事業（収益的収入及び支出）

年度 会計 区分 所属
<2016> <---> <701>

- 312 -



平成 年度当初予算（案）　事業別シート 宇陀市

事業の
目標・成果
（これまでの成果,
今後の見通し）

　宇陀市立病院は、昭和29年の開院以来、地域の中核的な医療
機関としてその役割を担ってきた。また将来に向けても地域医療
の確保及び医療水準の向上に応えるため、課せられた役割と使
命には大きなものがある。
　高度医療機器（診断精度の高い胃カメラ）等の整備を推進する
ことにより、住民の幅広い医療ニーズに対応できる医療機関とし
ての機能と役割を担うことが可能となる。

事 業 の コ ス ト 平成27年度（実績） 平成28年度（見込）

活動指標の実績(見込)
単
位

単
位

単位当たりコスト　　　　（円）

活動指標の算式

備考

特定財源の状況

決算額又は決算見込額 （千円） 227,069 339,452 一般会計負担金　7,500千円

従事職員数【人工】

【活動指標の根拠】　総合計画(行政評価)　・　総合戦略　・　その他(　　　　　　　　)

活動指標名

人件費 （人工×8,000千円）

総事業費：人件費含む （千円） 227,069 339,452

その他 7,500

一般財源 262,494

H29予算額 269,994

Ｈ28

国　費

県　費

市　債

339,540
当初予算額
Ｈ28

339,540現計予算額

増減額 ▲ 69,546

根拠条例等 宇陀市立病院事業の設置等に関する条例

総合計画 基本計画　第２章　第２節　地域医療体制の充実

Ｈ29年度事業
の概要

財源の内訳　　（単位：千円）・資本的収入　　　　　　7,500千円（対前年度　25％減）
　（前年度予算額 　  10,100千円）
・資本的支出　　　　269,994千円（対前年度　20％減）
　（前年度予算額　 339,540千円）
・事業内容（支出）
・建設改良費　　　　　95,580千円
・企業債償還金　  　166,134千円
・長期貸付金　　　　　　8,280千円
・収入の不足額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支
調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんする。

分担金

使用料

細
目

項

所管課 701 経営企画課 （宇陀市立病院） 宇陀市立病院事業特別会計予算

事業の目的

奈良県東部地域の中核病院としての役割を果たすべく、高度医
療機器（診断精度の高い胃カメラ等）の導入・既存機器等の更新
を行う。 款

目

区分 № 区分名

29 立病院事業特別会計

事業
区分

継続
事業
名 宇陀市立病院事業（資本的収入及び支出）

年度 会計 区分 所属
<2016> <---> <701>

- 313 -



平成 年度当初予算（案）　事業別シート 宇陀市

事業の
目標・成果
（これまでの成果,
今後の見通し）

　宇陀市立病院は、地域の中核的な医療機関としてその役割を
担っており、地域医療の確保及び医療水準の向上だけでなく、大
規模災害等の緊急時における医療の確保についても課せられた
役割と使命には大きなものがある。
　ＤＭＡＴ設置に必要な医療機器等を計画的に整備することによ
り、地域の緊急時の医療に貢献することができる。

事 業 の コ ス ト 平成27年度（実績） 平成28年度（見込）

＜予算案のポイント＞
【重点事業】
5.市民安心安全プロジェクト
[暮らしの安全]
 (18)災害派遣医療チーム（ＤＭＡ
Ｔ）設置

活動指標の実績(見込)
単
位

単
位

単位当たりコスト　　　　（円）

活動指標の算式

備考

特定財源の状況

決算額又は決算見込額 （千円） 一般会計負担金　1,500千円

従事職員数【人工】

【活動指標の根拠】　総合計画(行政評価)　・　総合戦略　・　その他(　　　　　　　　)

活動指標名

人件費 （人工×8,000千円）

総事業費：人件費含む （千円）

その他 1,500

一般財源

H29予算額 1,500

Ｈ28

国　費

県　費

市　債

当初予算額
Ｈ28

現計予算額

増減額 1,500

根拠条例等 宇陀市立病院事業の設置等に関する条例

総合計画 基本計画　第２章　第２節　地域医療体制の充実

Ｈ29年度事業
の概要

財源の内訳　　（単位：千円）ＤＭＡＴ設置に必要な医療機器等の購入　　1,500千円
内訳　　　ＤＭＡＴユニフォーム一式 　　515千円
　　　　　　衛星電話　　　　　　　　 　　　　330千円
　　　　　　簡易業務用無線機　　　　 　　655千円

分担金

使用料

細
目

項 1 建設改良費

所管課 701 経営企画課 （宇陀市立病院） 宇陀市立病院事業特別会計予算

事業の目的

ＤＭＡＴは、医師・看護師及び業務調整員で構成された専門的
訓練を受けた災害派遣医療チームで、大規模災害や多傷病者が
発生した現場に、急性期に活動する。
特に、市内で大規模災害が発生したときには、他市町村のＤＭ
ＡＴ隊に的確な指示を行い、地域の緊急時の医療に貢献する。

款 1 資本的支出

目 1 有形固定資産購入費

区分 № 区分名

29 立病院事業特別会計

事業
区分

新規
事業
名 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）設置

年度 会計 区分 所属
<2016> <1-1-1-> <701>

- 314 -



平成 年度当初予算（案）　事業別シート 宇陀市

事業の
目標・成果
（これまでの成果,
今後の見通し）

　電子カルテ導入のメリットは、次に掲げる点が挙げられ、これら
のメリットを活用できるよう運用構築を行っていく。
◎情報管理の一元化（各部門システムとの連動）に伴う医療安
全の向上
⇒現状、各診療科毎に作成している患者カルテについて、一つの
データ上で管理することが可能となり、同時に多職種・多部門で
の閲覧・情報共有が可能となる。
◎検索性・視認性の向上
⇒電子データ上での管理が可能になることにより、カルテ内の各
種情報を簡易に検索・確認することが可能となる。また、同時に
複数の情報も確認できる視認性が向上する。
◎会計待ち時間の軽減
⇒現状、外来受診後に伝票等を搬送後、医事会計で入力精算の
ステップが省略されそのまま反映できるため、患者視点において
も会計待ち時間の軽減が実現可能となる。

事 業 の コ ス ト 平成27年度（実績） 平成28年度（見込）

活動指標の実績(見込)
単
位

単
位

単位当たりコスト　　　　（円）

活動指標の算式

備考

特定財源の状況

決算額又は決算見込額 （千円）

従事職員数【人工】

【活動指標の根拠】　総合計画(行政評価)　・　総合戦略　・　その他(　　　　　　　　)

活動指標名

人件費 （人工×8,000千円）

総事業費：人件費含む （千円）

その他

一般財源

H29予算額

Ｈ28

国　費

県　費

市　債

当初予算額
Ｈ28

現計予算額

増減額

根拠条例等 宇陀市立病院事業の設置等に関する条例

総合計画 基本計画　第２章　第２節　地域医療体制の充実

Ｈ29年度事業
の概要

財源の内訳　　（単位：千円）今回の電子カルテシステム導入に際しては、事業期間2カ年度
に及ぶことから、平成29年度に事業者決定（契約締結）を行うた
め、432,000千円の債務負担行為設定を行う。
○第1四半期から第2四半期まで…システムの院内検討・発注仕
様書策定
○第3四半期…業務発注及び業者選定
○第4四半期…各種院内調整作業

【参考】　平成30年度
○第1四半期～第3四半期まで…システム構築
○第3四半期～第4四半期…システム稼働

分担金

使用料

細
目

項

所管課 701 経営企画課 （宇陀市立病院） 宇陀市立病院事業特別会計予算

事業の目的

既存基幹システムの一つである医事会計システム及びオーダリ
ングシステムの更新時期を迎えているため、これらの更新と合わ
せて市が推進する地域包括ケアシステムのより効率的な運用を
視野に入れ、平成30年度中に電子カルテ機能を備えたシステム
更新を計画しているものである。
現状、周辺病院の導入状況として、既に多くの開業医・クリニッ
クでは電子カルテシステムが運用されており、当院以外の県内公
立病院においても、全病院で電子カルテシステムが運用されてい
る状況にある。

款

目

区分 № 区分名

29 立病院事業特別会計

事業
区分

新規
事業
名 電子カルテ導入事業

年度 会計 区分 所属
<2016> <---> <701>

- 315 -


