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平成27年度第２回神奈川県地方独立行政法人評価委員会（８月３日）議事録 

 

議題１ 委員長及び副委員長の選出 

 

委員長に大住委員を、副委員長に大道委員を選出した。 

 

議題２ 平成26年度業務実績の評価結果（案）の検討 

 

（事務局から資料１、２を説明） 

 

○大住委員長 

平成26年度業務実績に係る各小項目評価の検討を行う。 

昨年度までと同様、各項目について上から順番に確認をしていく。各委員からのコメ

ントは、資料１に集約化されている。事実誤認のない限り、できる限りコメントを掲載

していく方針としたい。 

各委員から頂いたコメントに基づき、委員会としての評価を決めていく必要がある。

県立病院機構の自己評価と異なる評価を委員がしている項目、あるいは委員の間で異な

る評価がなされている項目があり、資料１では「要検討」とし、コメント素案は付して

いない。評価を定めた上で、コメントを検討するという流れを想定している。本委員会

では、この「要検討」の項目を中心に議論を進めていきたい。 

 

【小項目１】 

○菊岡委員 

内視鏡検査は一般的になってきており、高い評価に値するとは言えないが、足柄上病

院における在宅後方支援病床の設置等に着目すると、Ａ評価でよい。 

○大住委員長 

県立病院機構の自己評価と同様、Ａ評価としたい。 

 

【小項目２】 

○大道委員 

件数だけを目標に設定することについては、委員会で何度か議論がなされているが、

当該項目は重点的なケアの実施に伴う若干の件数低下であり、Ｂ評価とするに及ばない

のではないか。 

○県立病院機構 

定性的な評価を行った箇所もあるが、数値目標を設定している項目については、基本

的には数値目標の達成度で評価を行った。達成率が80％だったため、Ｂ評価とした。 
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○大住委員長 

数値目標は達成できなかったが、目標を達成できなかった背景、数値だけに引きずら

れない重要な要素があるのではないか。もしそのような事実があるのであれば、それら

を加味して評価できる余地がある。 

○県立病院機構 

摂食機能療法件数が平成 24年度に 2,785件、平成 25年度に 6,478件と大幅に増加し

ているとおり、摂食機能訓練の重要性は病院として認識している。一人でも多くの患者

に対して実績を上げたいと考えて実施してきたが、平成 26年度中に認知症だけでは適

用の加算対象にならないという通知があり、若干現場で動揺した部分があった。 

○篠原委員 

量的な評価だけではなく質的な評価を加味すれば、Ｂ評価ではなくＡ評価でよいので

はないか。肺炎リスクの高い患者に重点的ケアを行ったため件数が減少したのであれば、

Ａ評価とすることに妥当性はある。 

○石田委員 

平成 26年度のバーセルインデックスによる入院前・入院後の数値は、平成 25年度と

比較して改善されたのか。 

○県立病院機構 

入院時は日常生活に介助が必要な方が多いが、それを少しでも退院の時点で改善させ

る取組は継続的に行っており、成果も上がっている。 

○石田委員 

昨年度はＳ評価であったが、現場感覚として、Ｓ評価であった項目が自己評価でＢ評

価になるほどに取組のレベルは落ちていると感じるか。 

○県立病院機構 

Ｂ評価は、あくまでも摂食機能療法件数の実績に対する評価である。 

○大住委員長 

平成 26年度の目標値は、前年度までの非常に高い実績をもとに、前年度を上回る目

標値を概数として設定したという印象を受ける。 

平成 25年度と平成 26年度を対比すると、少なくとも摂食機能療法の件数が未達であ

るということを除いて、他の面で努力が認められ、またバーセルインデックスの評価に

ついても昨年度対比で概ね同水準という印象である。 

昨年度がＳ評価であり、今年度はＢ評価ということになると、評価が２段階落ちたこ

との根拠が件数減のみということになるが、果たしてそれが適切かどうかという観点で

考えると、Ａ評価で良いのではないか。年度評価の基準に加えて、平成 25年度との対

比という観点から見ると、そのように考えられる。 

○菊岡委員 

実績件数は、加算の対象になっている症例のみに関する件数か。それともそれ以外の
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実績も含めた件数か。 

○県立病院機構 

加算の対象になっている症例以外のものも含めた実績である。 

病院の運用基準として、認知症に伴う嚥下障害の患者などにも積極的に実施してきて

おり、それらの実績も含めた数字である。 

○菊岡委員 

減少の原因が、例えば加算から外れたからということであればＡ評価で良いと思うが、

実際に行った症例数が目標に未達ということであれば、他の要因があるのならともかく、

Ｂ評価が適切ではないか。 

○大道委員 

一般論的な言い方となるが、摂食機能訓練の件数を目標にすることの問題点として、

適用する患者がどの程度だったかという母数が把握できていない。 

その上で、適用する際の考え方についても、例えば認知症でいえば、年齢の問題や個

人的背景など様々な要因があり、現場では個別に対処せざるを得ないケースもあると思

われる。 

評価をＡとするのか、それともＢとするのか、いずれにせよ前年度はＳ評価だったわ

けであり、その変動要因を業務実績報告書に的確に記載して頂き、説明して頂けると委

員会として適切な評価につながりやすい。 

評価委員会の存在意義にもつながると思うが、件数が下回ったから機械的にＢ評価に

するということではなく、申し上げたような趣旨を踏まえ、次年度からそのように配慮

して頂けると望ましい。 

○県立病院機構 

医療の質という観点から、嚥下だけではなく口腔ケアなどにも、今後歯科医の協力を

得る体制を構築し、より質の高い医療を提供していきたい。 

○大住委員長 

Ａ評価、Ｂ評価、どちらにしても、今後のことも含めて、この評価のあり方を定めて

いくことが必要と思う。 

○大道委員 

今回はＡ評価でいかがか。 

○大住委員長 

本委員会の評価は、Ａ評価とする。 

 

【小項目11】 

○石田委員 

目標値が医療観察法指定通院医療の延べ患者数であり、これを 100％受け入れていな

い結果として目標に未達なのであれば、評価はＣでも致し方ないが、100％受け入れて
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おり、実患者数の減少が県立病院機構の責めに帰すべき事項でないのであれば、Ｃ評価

にするには及ばないと考えた。努力次第で医療観察法の実患者数は増加するものなのか。 

○県立病院機構 

患者は 100％受け入れている。ただ、通院処遇が終了して一般精神科医療に移行した

患者が多かったこと、平成 24年度に新患が少なかったことが影響し、目標未達であっ

た。 

○石田委員 

平成 24年度の受入れが少なかったのは、要請はあったが満床だったため受入れを拒

否したということか。 

○県立病院機構 

そういうことではない。100％受け入れ続けている。 

○石田委員 

そういうことであれば、Ｃ評価は不適切ではないか。どうなればＳ評価となるのかも

疑問である。 

○山原委員 

県立病院機構の説明を伺うと、Ｃ評価とは言えないと思う。 

○篠原委員 

同感である。法律上の受入義務があるものであり、病院が努力して患者数を確保して

いく類のものではないということと、実際に医療観察法の対象になる患者が減っている

のであれば、それは社会的に見たときに望ましいことと言える。延べ患者数を評価する

こと自体が適当かという考え方もあるだろうが、評価としてはＣ評価とするには及ばな

いと思う。 

○山原委員 

若干補足すると、外来患者実績や入院患者実績などについては、評価するうえで数字

が大きなファクターになる。 

そういった数を伸ばすために、例えば待ち時間を短縮するといった努力がなされるわ

けだが、この項目については病院で努力をしてどうこうなるものではない。 

○大住委員長 

この数値そのものを目標に掲げることが適当ではないという印象を受ける。 

少なくとも操作可能、管理可能な数値ではないため、それを目標値としてしまうと評

価不能になってしまう。 

○県立病院機構 

委員の指摘のとおり、医療観察法については国からの要請に基づいて患者を受け入れ

ており、裁量が利くものではない。目標値については、できる限り定量的な評価を行う

という観点から、前年度の実績等を踏まえて設定しているが、自分たちの努力だけで目

標に近づける項目ではないため、適正な目標設定ができる余地があれば、検討したい。 
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ただ、基本的にこの項目は、医療観察法による患者の受入体制をどう整備できたかと

いう観点で評価をいただく箇所と認識しており、どうしても患者数で実績を把握せざる

を得ないと考えている。 

○石田委員 

医療観察法による要請患者は 100％受け入れており役割は果たしていることから評価

はＡとし、コメントとして患者数の実績値は目標指標として不適切であり、今後は受入

の拒否者数などを目標指標とすべきことを記載すれば良いのではないか。 

○大道委員 

目標とする数値を患者数にするのか、あるいは受入れを拒否した患者数にするのかと

いう議論もあり、場合によっては受入割合とすることもあり得るとは思うが、そもそも

医療観察法による要請に対してこれを拒否することは制度上難しいのではないか。国公

立病院については、それは認められないことを前提とした法体系になっている。よって、

受入拒否の数という指標も不適切となる。 

一般論だが、医療の世界では、Ｎ／Ａ（Not applicable）、つまり該当せず、あるい

は評価することが適当でない、または不能であるという評価を行うことがある。 

Ｃ評価なのかＡ評価なのかということになると複雑になるので、バー（－）を記載し

て理由を付すとするのはどうか。 

○大住委員長 

この項目は、○（可）か×（不可）かのどちらかである。 

要するに、法令上 100％受け入れなければならない場合に 100％受け入れていれば可

だが、そうでなければその理由を説明する責任が発生するというだけのことである。 

よって、その点だけで評価するということになると、Ｓ、Ａといった評価をする根拠

がわからなくなってしまう。可か不可かということで見たときに、可を示すものとして

バーとするのか、それともあえて評価するならＡとするのか。 

○石田委員 

評価基準上、達成度 95％から 110％がＡ評価で、80％から 95％がＢ評価なので、

100％受け入れる必要があって 100％受け入れたのであれば、Ａ評価となるのではないか。

これまでもＡ評価で推移してきている。 

○県立病院機構 

補足すると、実績には診察の回数と訪問看護デイケアの数が含まれている。 

診察回数、デイケアは上限値まで到達しているので、やはり実患者数に左右されてい

ると思われる。 

○石田委員 

平成 25年度は目標値 1,090人で実績は 837人で 76.7％の達成率だったが、Ａ評価だ

った。 

○大住委員長 
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そもそも管理不能な数値をもとに議論をしても仕方ないかもしれないが、平成 26年

度の実績をもって平成 25年度と同じＡ評価とするのは、説明責任という点で疑問が残

る。 

あえて評価するとすればＣ評価はあり得ないと思うが、目標設定も含めて再検討する

という前提で、これまでの評価推移を踏まえＢ評価でいかがか。 

○大道委員 

説明責任の観点から、耐えうるだけの適切な説明を行えばよい。 

○菊岡委員 

指定通院療法の延べ患者数については、通院処遇が終了して一般精神科医療に移行し

たために回数が減ったものであり、決して悪い方向に向かったわけではない。むしろ良

い方向に移行した結果、患者数が減少したため、Ｃ評価は不適当でありＢ評価が適当で

あるということであれば、説明がつくと思われる。 

○大住委員長 

当委員会としては丁寧なコメントを付した上で、Ｂと評価する。 

 

【小項目13-1】 

○菊岡委員 

昨今、がん細胞による免疫のブレーキに関するメカニズムが解明されてきており、免

疫療法が手術、化学療法、放射線に次ぐ第４の治療法として認知されてきているので、

がんセンターとしても遺伝子解析を進めながら免疫療法を積極的に取り入れていく必要

があると思う。 

○石田委員 

コメント案について、麻酔科医が不足する中で無理に手術しないのは当然であること

から、安全な手術の実施には麻酔科医は不可決なので、という表現に修正した方がよい。 

 

【小項目13-4】 

○菊岡委員 

この項目は何を基準として、どのように評価したのか。 

○県立病院機構 

漢方サポートセンターの設置にあたっては、患者受入れのほか、当初から患者相談、

あるいは薬膳的効能を表示した栄養相談などを行っていくことを計画していた。 

こうした計画について確実に実施したということ、また患者数についても、この計画

には記載しなかったが、人員の配置等も行った上で、平成 26年度に初診・再来合わせ

て 2,200人の受入れを計画し、実際にはこれに近い延べ 2,108人の患者受入れを行った

ことを総合的に評価して、自己評価をＡとした。 

○大住委員長 
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当初、漢方サポートセンターの開設にあたって考えていた事業計画をほぼ達成したた

め、Ａ評価としたということか。 

○県立病院院機構 

そのとおりである。初年度であったため、数値目標は立てていなかったが、軽快事例

等も出てきており、定性的な側面も含めて自己評価を行った。 

○大住委員長 

Ａ評価が適切である。 

 

【小項目15】 

○県立病院機構 

緩和ケア病棟 20床で延べ患者数 6,828人であった。病床利用率に換算すると 93.5％

であり、十分機能は果たしていると考え、Ａ評価とした。 

○大住委員長 

  Ａ評価が適切である。 

 

【小項目17】 

○石田委員 

カテーテルアブレーションの目標達成率が 63.7％であるにもかかわらず、自己評価を

Ａとしている理由を説明していただきたい。 

○県立病院機構 

カテーテルアブレーションについては確かに 63％台の数値にとどまったが、他の指標、

例えばＰＣＩは 92.3％程度であり、糖尿病の外来延べ患者数やその他の各数値目標につ

いては目標値を達成している。 

また、数値目標は設定していないが、循環器内科の患者数全体も前年度を上回る患者

数をケアできており、それらを全体的に考慮してＡ評価とした。 

○石田委員 

複数の数値目標があるとき、各数値目標は全て並列なのか、それとも重要度が異なる

のか。 

○県立病院機構 

基本的に各数値間の重要度に差は付けていない。 

○石田委員 

目標値は全て等しく重要であり、平均するとＡ評価ということか。 

○県立病院機構 

大半の項目で目標値を達成できているので、Ａ評価とした。 

○石田委員 

評価はＡで構わない。ちなみに、カテーテルアブレーションの数値が下がった理由は
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何か。 

○県立病院機構 

医師の異動という体制面の変更があり、軌道に乗るまでに若干の時間を要したことが

挙げられる。 

○菊岡委員 

他の病院でもカテーテルアブレーションを行うようになったために減少したというこ

とは考えられないか。 

○県立病院機構 

アブレーションに関してはハイボリュームセンター化、つまり一つの施設で多くの件

数を実施しているケースが多くなっている。 

横浜市や横須賀市には全国的に有名なハイボリュームセンターがあることもあり、そ

ちらに患者が流れているという側面もあるが、横浜南部地域で受診したいというニーズ

は十分あると思う。 

○大住委員長 

評価はＡ評価とする。 

 

【小項目18】 

○菊岡委員 

がんセンターにおける肺がん治療と循環器呼吸器病センターにおける肺がん治療とで、

異なる特色を打ち出していく予定はあるのか。 

○県立病院機構 

データで比較すると、がんセンターよりも循環器呼吸器病センターの方がやや高齢化

が進んでいる患者を受け入れており、治療方針も少し異なる。 

また、もう一つの大きな違いとして、循環器呼吸器病センターの場合は、間質性肺炎

患者が全国から集まっており、合併症を起こした間質性肺炎患者やＣＯＰＤを長く患っ

ている患者など、併発疾患に罹患している患者が多い。 

○菊岡委員 

肺がんの中でも、遺伝子解析による分子標的治療で劇的に治癒できるものが出てきて

おり、注目に値する。 

○県立病院機構 

平成 25年度は、平成 26年度の評価項目に加えて間質性肺炎の患者数が目標値として

設定されていた。 

平成 26年度は間質性肺炎実績を別の小項目に切り分け、小項目 18では間質性肺炎の

実績を除いた部分について評価を行い、Ｂ評価とした。 

○大住委員長 

委員会としての評価はＢ評価とする。 
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【小項目21】 

○菊岡委員 

高度急性期を除き一般病床においては、病院は治す役割というより早く退院させて在

宅へ移行させる役割にシフトしてきている。 

そういう中において、２週間という退院サマリーの目標期間は長過ぎるのではないか。 

○県立病院機構 

平成 23年度に目標設定した際に２週間としたのは、診療報酬上の診療録管理体制加

算の基準の中で、退院日の翌日から起算して 14日以内の作成となっており、それを一

つの指標、目安としたためである。 

○菊岡委員 

足柄上病院だけ２週間以内の提出率が 80％台となっているが、この地域は高齢者が多

く、サマリーはできる限り早く送る必要がある。また、循環器呼吸器病センターにおい

て褥瘡が増えており、Ｂ評価が適切ではないかと考えた。 

○県立病院機構 

褥瘡については、平成 26年度は 52件発生したが、前年度は 30件なので 22件増加し

た。 

個別の内容を分析した結果、呼吸器の重症患者が増えているということと、それから

人工呼吸器を使用している患者が増えていることという２点が大きな理由と考えられる。 

入院時から看護師等が褥瘡防止に努めている一方で、残念ながら褥瘡が出てしまった

背景には患者側の要因が一部あるとは思うが、褥瘡はしっかりと予防しなければならな

いので引き続き発生防止に努めたい。 

○大道委員 

退院サマリーについては、実際には診療情報提供で退院時に患者に持たせるなり、主

治医に直送するなりして、いわゆる退院サマリーという形ではない運用をしている面も

あるのではないか。 

○県立病院機構 

退院サマリーの場合は２週間を目標にして対応しているのが現状だが、逆紹介の場合

は、それとは別の形でかかりつけ医に報告させていただいている。 

しかし、菊岡委員からの指摘を受け、退院サマリーを必要な時期までに書いて、それ

を院内とかかりつけ医との連絡に使える方がより効率的であると感じた。 

○菊岡委員 

少し時間はかかると思うが、病院と診療所とをＩＣＴで結ぶ動きがある。もし実用化

されれば、退院サマリーではなく情報だけあれば対応できるようになると思う。 

○県立病院機構 

現在、当病院でもかかりつけ医及び訪問看護ステーションなど、ＩＣＴを使って連携
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する体制を整え始めたところである。検査や投薬のデータなどを共有できる体制は必要

と考えている。 

○大住委員長 

コメントを付記した上で、評価はＡとしたい。 

 

【小項目30】 

○石田委員 

院内感染は、努力してもゼロにはならないのか。発生件数を含め、実態を教えて頂き

たい。 

○県立病院機構 

横浜市では、感染した患者が 10例、あるいは死亡者が発生した場合に保健所へ届け

出るという基準になっている。 

この基準に照らすと、26年度は病院機構全体で、10月にこども医療センターでＲＳ

ウィルスの感染患者が10名発生した。院内感染の発生はこの１例のみである。 

○石田委員 

届出義務があるものは１例だったということだが、10名未満で発生した院内感染はあ

ったのか。そのデータを経年で把握していれば趨勢がわかる。届出義務がなければ、発

生件数はカウントしていないのか。 

○県立病院機構 

院内感染対策は厳しい対策をとっているが、例えばがんセンターでは抗がん剤治療を

行う際、免疫機能が落ちた患者に帯状疱疹が発生してしまう場合がある。 

ＭＲＳＡなど耐性菌に関しては、菌の感受性検査を行い、それが別の患者から移った

ものなのか、それとも感受性が違うので別の菌から移ったものなのかなど、毎月検討は

行っており対策は講じている。しかし、一概に捉えられないのが実態である。 

○石田委員 

届出義務のない例についても対応はなされているという理解でよいか。 

○県立病院機構 

どの病院でも、毎月、院内感染対策会議を開いており、発生例の因果関係分析や、術

後感染の頻度、全国との比較など、細かい検討を重ねている。 

○石田委員 

そうすると、届出義務のない発生例についても件数を把握しているのか。その推移を

ご説明頂くことにより、適切に評価できると思う。 

○県立病院機構（がんセンター） 

がんセンターでいえば、患者の感染症はどうしても発生してしまうが、院内感染とい

う形で、ある患者から他の患者に感染した例は、この一年発生していない。 

○県立病院機構（足柄上病院） 
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足柄上病院では、施設から転院してくる患者には、ＭＲＳＡ、ＶＲＥ、緑膿菌などの

菌を全てチェックし水際対策を徹底しており、院内感染を限りなくゼロにするために努

力している。 

○県立病院機構（こども医療センター） 

病原体によって様々な流行の形があるので、それらが病院の中で次から次に発症しな

いよう対策を講じている。 

ＭＲＳＡというブドウ球菌に関しては、外から持ち込まれる場合も多く、未熟児では

横に広がる場合もあるので、それらが極力抑えられるような形で対策を講じていくこと

にしている。 

また、子どもはウィルス感染に弱いので、風疹、水疱瘡などが感染しないように防疫

体制をとっている。件数に関しては、なかなか難しいところがある。 

○県立病院機構（循環器呼吸器病センター） 

院内感染については、毎月１回は感染症対策会議を開いている。例えばＭＲＳＡに関

しては新規で発生したすべての患者についてチェックしており、一例一例それが持込み

なのか、院内感染なのか分析している。 

また、例えばインフルエンザやノロウィルスに関しては、院内感染が多発すると入院

を制限しなければいけない事態に陥るおそれがあるので、慎重に対策しているが、去年

は、インフルエンザであれば持込みが 18例、１例が院内感染だった。ノロウィルスは

持込みが１例、院内感染が３例というところで、少なからず起こってしまっているが、

ゼロにすべく、防止に努めている。 

○県立病院機構（精神医療センター） 

今議論されているような形での院内感染は報告されていない。 

○石田委員 

院内感染の防止対策を強化するということが中期目標の内容であり、今回はＡ評価と

しているが、どうなればＳ評価となるのか。院内感染がゼロであればそのように評価す

るのか。 

○県立病院機構 

この項目については、Ｓ評価とするのはなかなか難しい。 

やるべきことをやるということが基本であり、各病院から報告したような対策をしっ

かりと講じるということと、またそれによって院内の感染を最小限にとどめることがで

きたということで、標準的な評価としてＡ評価とした。 

○大住委員長 

委員会の評価は、県立病院機構の自己評価と同様、Ａ評価とする。 

 

【小項目39】 

○石田委員 
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今後の傾向として、土日も支払窓口を開設していく方向にあるのか。 

また、土日と時間外に支払窓口を開設しているのは足柄上病院のみで、他の病院は基

本的には開設していないということでよいか。 

○県立病院機構 

足柄上病院は救急対応があるので、時間外や土日祝日の対応をしている。 

その他の病院は専門病院であり、突然の来院はない。基本的には土日祝日での支払い

はほとんど、次の通院時に支払いを行っていただいているのが実情である。 

○石田委員 

コストとの見合いで対応するかどうかを判断していると思うが、他の病院はどのよう

な傾向にあるのか。 

全国的な傾向として、コストがかかっても患者の便宜を考えて増加傾向にあるという

のであれば、県立病院機構も同様に対応する必要があると思う。 

○県立病院機構 

足柄上病院は救急対応があるので、休日、時間外の開設について需要がある。 

他の病院は専門性が高い病院なので、急に休日等に入院してくるケースが少ないと思

われる。コストも踏まえた上で対応する必要があるのは、足柄上病院のみと考えている。 

○石田委員 

患者の利便性が損なわれていないことを確認できた。評価はＡで構わない。 

 

【小項目41】 

○石田委員 

充足率が93.1％であることをもって、Ａ評価とするのが適切か。 

○県立病院機構 

この項目については、医師の確保と育成という両面から評価している。業務実績とし

て充足率が 93.1％であったことを記載しているが、その他、研修医の受入れ、あるいは

連携大学院との実績等を踏まえ、総合的な評価でＡとしている。 

○石田委員 

参考値であるが、後期臨床研修の採用実績を平成 25年度と平成 26年度で比較すると

平成26年度の方が若干減少している。 

○県立病院機構 

平成 25年度と比べると６名減という状況になっているが、各病院では、ほぼ前年度

並みの研修医の受入れを行っていると受け止めている。 

○石田委員 

医師充足率、後期臨床研修の採用実績の伸び率、ともに 93.1％だが、それでも自己評

価はＡなのか。評価基準の目安上は95％以上がＡと定められている。 

○大住委員長 
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論点となっている 93.1％の充足率だが、これが 110％になることはない。よって、評

価基準の目安をそのまま適用することは妥当ではないかもしれない。 

○石田委員 

そうであれば、充足率は 93.1％であったが、神奈川県の医師充足率は 91.4％、全国

の 86％と比較するとそれを上回っているので、93.1％という水準は決して低い評価を与

えられるべきではないというコメントを付せばよい。 

○大住委員長 

委員からの意見を踏まえ、コメントを付すこととする。 

 

【小項目42】 

○篠原委員 

平成 26年度の新卒看護師の離職率が例年に比べて高いことについて県立病院機構に

確認したところ、６名の離職が発生した病院は特定の病院であり、その６名はすべて配

属確定型試験で採用されているとのことだった。 

個人の資質が離職につながったということであればやむをえない面があると思うが、

６名全員について個人の資質と言い切れるか。 

ただ、配属確定型試験による採用であり、希望どおりの病院ではなかったという理由

で離職したとは考え難いので、どのような対策を行えば良いのか難しい。 

小項目 21で触れられていたように、パートナーシップ・ナーシング・システム（Ｐ

ＮＳ）®などを取り入れ、職場環境の改善に努めると聞いている。このシステムは看護

の世界で現在流行している、特に新人ナースの定着に効果があると言われている方法だ

が、デメリットもあると言われている。 

お互いの特性や能力を活かしながら、相互補完的に協力体制で看護を行うため、新人

ナースの場合は不安が減少するといったメリットがある。また、安全安心な医療という

観点からは、お互いがダブルチェックしながら進められるため、仕事が効率的に行える

といったメリットも認められている。 

一方、誰とペアを組むかということが非常に大きな分かれ目となっており、特に相手

が経験の浅いナースの場合には、中堅のナースに負担がかかり、ストレスも大きいとい

うことで、逆に中堅ナースの離職に繋がっているのではないかと指摘されている部分も

ある。 

また、ダブルチェックができるから安全といわれるが、責任が分散化され、かえって

見落としにつながるのではないかというようなデメリットも指摘されている。 

まだ試行的な面があると思うので、研究しながらメリットの部分が発揮されるよう、

新人ナースの定着に繋がるよう工夫や努力をしていただきたい。 

○菊岡委員 

衛生看護専門学校の看護実習受入実績について、平成 25年度の 231名が平成 26年度
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に86名にまで減少している原因は何か。 

○県立病院機構 

平成 26年 12月にせりがや病院と芹香病院とが統合したため、体制面を考慮して受入

れを少し控えた。精神医療センターでは平成 25年度は 157名を受け入れたが、平成 26

年度は 30名と 120名ほど受入れを控えている。なお、精神医療センターの統合は完了

したので、今後はまた元に戻ると考えている。 

○大住委員長 

様々なご意見が出たが、コメントはそのままとする。 

 

【小項目44】 

○石田委員 

リフレッシュ休暇の取得率や有給休暇の取得日数の実績を見ると、Ｂ評価が適切では

ないか。 

○大住委員長 

この２つの数値はあくまで参考値ではあるが、年休の取得日数 8.1日は５年間で最低

水準である。その要因を教えて頂きたい。 

○県立病院機構 

推測だが、せりがや病院と芹香病院が統合したということ、またがんセンターにおい

て新棟が開棟したということで、いろいろな業務が集中したと思われる。 

○大住委員長 

それはリフレッシュ休暇の取得率にも影響があると見てよいのか。 

○県立病院機構 

影響はあったと思う。 

○大住委員長 

年休を何日とればよいのかというのは難しい問題ではあるが、少なくとも８日ないし

９日で十分ということではないと思う。 

○県立病院機構 

年休は基本的には 20日ある。できる限り職員にワークライフバランスを確保して欲

しいと考えており、各種会議で呼びかけてはいるが、それに向けての職場環境整備が課

題である。 

平成27年度の目標値は15日に設定しており、努力していく必要がある。 

○大住委員長 

制度運用を改善する余地があると考えているということか。 

○県立病院機構 

平成25、26年度については先ほど説明したような特殊事情があったと捉えている。 

それまでの３年間は、徐々にではあるが、取得日数は増えているので、改善に取り組
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んでいく必要があると考えている。 

○山原委員 

退職が決まった看護師が、それまでに未取得だった年休をまとめて取得して退職して

いくケースがあるが、そういったケースも含めた上での実績値となっているか。 

○県立病院機構 

含まれている。 

○山原委員 

そのようなケースは近年増えてきているようであり、病院側としては頭を悩ませる要

因になっていると思われるが、やはり日頃から年休を取得しやすい体制作りに向けて努

力するしかない。 

○大住委員長 

今年度は特殊要因があったということで、昨年度までの評価との連続性という観点か

らは、委員会としての評価はＡになると思う。 

○大道委員 

私も、現場の実態などから判断すれば、Ａ評価が適切だと思う。 

 

【小項目50】 

○石田委員 

中期計画では、トータルオーダリングシステムを適切に更新するとともに、電子カル

テシステムや画像情報ネットワークシステムを導入すると定めている。 

足柄上病院では電子カルテシステムをまだ導入していないということであれば、５病

院のうち４病院は導入しているということになり、達成率は 80％と考えられるのではな

いか。その他についても、トータルオーダリングシステムや画像情報ネットワークシス

テムはすべての病院で適切に更新、導入されたのか。 

○県立病院機構 

トータルオーダリングシステムの更新は随時適切に行っており、ＰＡＣＳも導入して

いる。 

電子カルテシステムについては、トータルオーダリングシステムの更新のタイミング

で、順次、電子カルテシステムへの移行を進めている。第一期中期計画期間に更新でき

たものは４病院だが、足柄上病院についても現在設計段階にある。昨年度、設計に係る

コンサルタント会社の選定作業等には着手しており、計画どおり事業を進められている

と考えている。 

○大住委員長 

委員会の評価はＡ評価とする。 

 

【小項目52】 
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○菊岡委員 

足柄上病院の病床利用率が 76.8％となっている。おそらく、小児科または産科の病床

に空きがあるためと思われるが、医師不足が原因と考えられるか。 

○県立病院機構 

産科については、産科医が従来４、５人体制だったが現在は２人体制になっている。

小児科医も従来４人の体制だったが、現在は常勤１人体制になっており、この背景には

産科医不足や周産期医療の拠点化、集約化が挙げられる。今後どのような形で足柄上病

院が地域医療のニーズに応えていくかということは、今まさに議論をしているところで

ある。 

○菊岡委員 

Ａ評価で構わない。 

○大住委員長 

委員会の評価はＡとする。 

 

【小項目53】 

○菊岡委員 

現在、連合会の平均の設定査定率が0.21程度である。 

専門病院とはいえ、0.3を超えると経営的に苦しいのではないかと考え、評価はＢが

適当と考えた。 

○県立病院機構 

委員のご指摘のとおり、査定率をできるだけ低く抑えるため、医療と事務の連携、勉

強会などを進めているところである。ただ、計画上、査定率はあくまで参考値という位

置付けとしている。達成状況を評価する上での指標は「施設基準の取得」としており、

その達成状況からＡ評価とした。 

○石田委員 

中期計画では、診療報酬の改定に対して迅速に対応し、特性に応じて診療報酬上の新

たな施設基準を取得するとの記載があるが、評価にあたっては、取得すべき施設基準を

分母として、実際に取得した基準を分子としたときの割合で評価すべきであり、そのあ

たりの数字を説明して頂きたい。 

○県立病院機構 

施設基準の取得数という形では目標設定をしていない。できる限り取得できるものに

ついては取得していく、また体制が整えば取得していくという形での目標設定であり、

割合では把握していない。適宜、適切に取得すべき基準は取得できている。 

○大道委員 

査定率については、実際には返戻事例や未請求の場合なども考えられるが、評価とし

てはＡでよい。 
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【小項目55】 

○大道委員 

コメントは、やや踏み込み過ぎではないか。国が 2020年に普及率 80％を目指してい

ることまで記載する必要はないのではないか。 

○大住委員長 

コメントは、後発医薬品の普及率をさらに高める必要がある程度にとどめることとす

る。 

 

＜大項目評価＞ 

○大住委員長 

集計すると、「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事

項」については、Ｓが６、Ａが 35、Ｂが６、Ｃ、Ｄは無しという結果になった。割合で

見ると、Ｓが13％、Ａが74％、Ｂが13％である。 

「業務運営の改善及び効率化に関する事項」は、13項目すべてがＡ評価となった。 

「財務内容の改善に関する事項」に該当する小項目は一つで、評価はＡとなった。 

これまでの年度評価の大項目評価については、この分布を見ながら判断しており、３

つの大項目は全てＡ評価が適当と考えられる。（異議なし） 

○石田委員 

評価基準の目安を神奈川県のホームページで探すのに、やや苦労した。業務実績報告

書を公表する際に、評価基準の目安を併せて示していただけると有難い。 

 

 

議題３ 平成26年度財務諸表に対する意見の検討 

 

○大住委員長 

各委員から何か意見はあるか。（意見なし） 

委員会として、特段の意見は無しとする。 

 

  以上   


