
　平成２５年度業務実績 小項目評価検討資料（案）

小項目
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評価

評価
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評価コメント（素案） 各委員のコメント

1 Ａ Ｓ
（目標値を大きく上回っているので、Sでも良いのではない
か。）

2 Ｓ
　目標を大幅に上回る実績を上げており、すばらしい結
果である。

目標を大幅に上回る実績を上げており、すばらしい結果であ
る。

年間救急受入の目標値は、件数ではなく、受入率とすべきであ
る。

救急隊救急救命士の再教育研修等の受入の実施などは、良い取
組である。

Ａ
救急依頼件数自体は病院機構が管理不能なものである。目標設
定を救急依頼件数のうち、受け入れなかった件数の割合にする
等、目標設定を見直すべきではないか。

Ａ又
はＢ

年間救急受入は、そもそも依頼がなければ生じないものなの
で、依頼件数ではなく、依頼件数に対する受入率で評価した方
がよい。受入率は、平成24・25年度ともに約95％強であり、役
割を十分に果たしている。（受入率で評価すれば、ＢからＡに
する余地もあるのではないか）

救急受入ができなかった理由を把握し、その理由について改善
できる余地があるのか、ということを検討することが必要であ
る。

Ｃ評価は止むを得ないが、産婦人科の取組の難しさは良く分か
るので、引き続き、産婦人科医師の確保に努め、また、助産師
分べんに取り組むようにしてもらいたい。

産科医師について、２名体制は厳しい。せめて３人を確保する
ことが望まれるので、引き続き確保に努めて欲しい。

産科医師は、最低でも３人は必要であると考えられる。

産科医師の確保に努める必要がある。また、助産師による正常
分娩に取り組めるよう、今後も努力して欲しい。

3 Ｂ

4 Ｃ

　年間救急受入は、そもそも依頼がなければ生じないも
ので、病院機構が管理不能なものである。
　よって、目標値は、依頼件数ではなく、依頼件数に対
する受入率にするなど、見直すべきである。その場合、
受入率は、平成24・25年度ともに約95％強であり、役割
を十分に果たしている。
　また、救急隊救急救命士の再教育研修等の受入の実施
などは、良い取組である。
　なお、救急受入ができなかった理由を把握し、その理
由について改善できる余地があるのか、ということを検
討することが必要である。

　産婦人科医師について、２名体制は厳しく、最低でも
３名は必要である。
　Ｃ評価は止むを得ないが、産婦人科の取組の難しさは
良く分かるので、引き続き、産婦人科医師の確保に努め
るとともに、助産師による正常分娩に取り組むようにし
てもらいたい。
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　平成２５年度業務実績 小項目評価検討資料（案）

小項目
番号

自己
評価

評価
点数

評価コメント（素案） 各委員のコメント

こども医療センターの取組は、先進的である。

新規の小児がん患者（入院者）の県内の半分以上を受け入れて
いる点は評価できる。

県内唯一の小児がん拠点病院としての役割を十分に果たしてい
る。

手術件数を目標値とすることについては、単純に件数だけで捉
えられない部分もあるので、どのように考えるべきか、引き続
き検討（議論）を行って欲しい。

小児の高度・専門性を活かした取組ができている。

7 Ｓ
　ファシリティドッグやアキュートペインサービスは、
非常に良い取組である。

ファシリティドッグやアキュートペインサービスは、非常に良
い取組である。

ＮＩＣＵは常に満床に近い状態で、取組体制も工夫しており、
よく努力している。

退院・在宅医療支援室に退院調整専従の看護師を配置したこと
は評価できる。

6 Ａ

8 Ｓ

5 Ｓ

　こども医療センターの取組は、先進的であり、県内唯
一の小児がん拠点病院としての役割を十分に果たしてい
る。
　特に、新規の小児がん患者（入院者）の県内の半分以
上を受け入れている点は評価できる。

　小児の高度・専門性を活かした取組ができている。
　手術件数を目標値とすることについては、単純に件数
だけで捉えられない部分もあるので、どのように考える
べきか、引き続き検討（議論）を行って欲しい。

　ＮＩＣＵは常に満床に近い状態で、取組体制も工夫し
ており、よく努力している。
　退院・在宅医療支援室に退院調整専従の看護師を配置
したことは評価できる。



　平成２５年度業務実績 小項目評価検討資料（案）

小項目
番号

自己
評価

評価
点数

評価コメント（素案） 各委員のコメント

精神科救急件数について、目標150件に対して実績174件は、精
神科救急医療システムにおける基幹病院としての役割を果たし
ている。

精神科救急医療システムにおける基幹病院としての役割を果た
していると評価できる。

Ａ？
リワークプログラムは、他の医療機関においても取組が始まっ
たことにより、実績が目標値に届かないのでＢ評価ということ
だが、目標の設定方法を検討する視点も必要である。

Ａ？
（B評価の理由は、リワークプログラムの目標未達成が理由だ
と思うが、それだけでB評価を付けて良いのか？）

Ａ？
リワークプログラムの実施延べ患者数の減少は、近隣の病院が
取り組んだ影響等ということであれば、それは、必ずしもマイ
ナスに捉える必要はないのではないか。

11 Ａ

　医療観察法指定通院医療の延べ患者数は、平成24年度
に比して平成25年度は減っているものの、満床に近い入
院患者を受入れており、県内における役割は果たしてい
るといえる。

医療観察法指定通院医療の延べ患者数は、平成24年度に比して
平成25年度は減っているものの、満床に近い入院患者を受入れ
ており、県内における役割は果たしているといえる。

平成25年度から、目標設定を新患者数としたのは適切であり、
また、依存症医療の専門病院としての役割を果たしている。

ＳＭＡＲＰＰの実績が伸びているのは評価できる。

14 Ａ
　外来化学療法件数について、1万件以上の実施は評価
できる。

外来化学療法件数について、1万件以上の実施は評価できる。

10 Ｂ

12 Ｓ

9 Ｓ
　精神科救急件数について、目標150件に対して実績174
件は、精神科救急医療システムにおける基幹病院として
の役割を果たしていると評価できる。

　リワークプログラムの実施延べ患者数の減少は、近隣
の病院が取り組んだ影響等ということであれば、それ
は、必ずしもマイナスに捉える必要はないのではない
か。目標の設定方法を検討する視点も必要である。

　平成25年度から、目標設定を新患者数としたのは適切
であり、また、依存症医療の専門病院としての役割を果
たしている。
　ＳＭＡＲＰＰの実績が伸びているのは評価できる。



　平成２５年度業務実績 小項目評価検討資料（案）

小項目
番号

自己
評価

評価
点数

評価コメント（素案） 各委員のコメント

移転に併せて２台から４台に増設した放射線治療装置（リニ
アック）については、今後、フルに活用していく必要がある。

Ａ （平成24年がA評価であるなら、平成25年もAではないか？）

がん専門研修の参加人数の減少は、近隣の病院が取り組んだ影
響等ということであれば、それは、必ずしもマイナスに捉える
必要はないのではないか。

がん専門研修参加人数は、減ってきてはいるものの、他の病院
が取り組んできた影響等であるならば、それは否定する必要は
ない。今後は目標値の検討を行う必要もある。

間質性肺炎の新規の外来患者数（平成24年度実績218人→平成
25年度実績259人）については、評価できる。

感染症対策をこれから強化していく必要性がある。

共通の指標を持つことで、病院間の比較もでき、相互に刺激し
あうことを期待したい。

各病院の専門性・特性に応じた指標の分かりやすい説明をホー
ムページで公開し県民に知らせる必要がある。

23 Ａ
　ＰＦＩ方式による運営については、運営上難しさもあ
ることから、今後、しっかりと計画的に取り組んで欲し
い。

ＰＦＩ方式による運営については、運営上難しさもあることか
ら、今後、しっかりと計画的に取り組んで欲しい。

25 Ａ
　地域医療連携について、今後は、紹介率及び逆紹介率
ということだけでなく、地域の医療の中で県立病院が果
たすべき役割を積極的に考える必要がある。

地域医療連携について、今後は、紹介率及び逆紹介率というこ
とだけでなく、地域の医療の中で県立病院が果たすべき役割を
積極的に考える必要がある。

17 Ｂ

19 Ａ

21 Ａ

15 Ｓ

　がん専門研修の参加人数の減少は、近隣の病院が取り
組んだ影響等ということであれば、それは、必ずしもマ
イナスに捉える必要はないのではないか。今後は目標値
の検討を行う必要もある。

　間質性肺炎の新規の外来患者数（平成24年度実績218
人→平成25年度実績259人）については、評価できる。
　感染症対策をこれから強化していく必要性がある。

　共通の指標を持つことで、病院間の比較もでき、相互
に刺激しあうことを期待したい。
　また、各病院の専門性・特性に応じた指標の分かりや
すい説明をホームページで公開し県民に知らせる必要が
ある。

　移転に併せて２台から４台に増設した放射線治療装置
（リニアック）については、今後、フルに活用していく
必要がある。



　平成２５年度業務実績 小項目評価検討資料（案）

小項目
番号

自己
評価

評価
点数

評価コメント（素案） 各委員のコメント

平成25年度は、他機関との連携や具体の取組がよく進んでいる
ことが理解できる。

各病院において、特徴ある取組が実施されており、評価でき
る。

28 Ｓ 　全国屈指の取組を進めてきているものである。 全国屈指の取組を進めてきているものである。

29 Ａ
　治験受託件数及び受託研究件数については、件数以外
の数値目標も検討する必要がある。

治験受託件数及び受託研究件数については、件数以外の数値目
標も検討する必要がある。

30 Ａ
　各病院において、現場に即した取組がされており、評
価できる。

各病院において、現場に即した取組がされており、評価でき
る。

報告のあったことに対して、今後、どのように対応するかを検
討することが大切である。

ヒヤリ・ハット事例について、レベル０及びレベル１の件数が
上がってきたことは、以前は報告されなかったものが、意識が
高まり上がってきたものと理解できる。

ヒヤリ・ハット事例について、レベル1と2の数値が上がるの
は、必要なことを報告しやすい良い環境を整えてきた結果であ
る。

33 Ａ
　ＢＣＰ（事業継続計画）を作成した場合は、ホーム
ページ上で公開してもらえると、各病院は検討の際の参
考にできるので、その方向での対応を検討されたい。

ＢＣＰ（事業継続計画）を作成した場合は、ホームページ上で
公開してもらえると、各病院は検討の際の参考にできるので、
その方向での対応を検討されたい。

35 Ａ
　クリティカルパス検討会議等において、クリティカル
パスの適用状況の確認及び見直しなどを行ってきている
ことは評価できる。

クリティカルパス検討会議等において、クリティカルパスの適
用状況の確認及び見直しなどを行ってきていることは評価でき
る。

27 Ｓ

31 Ａ

　ヒヤリ・ハット事例について、レベル０及びレベル１
の件数が上がってきたことは、以前は報告されなかった
ものが、意識が高まり上がってきたものと理解でき、必
要なことを報告しやすい良い環境を整えてきた結果であ
る。
　報告のあったことに対して、今後、どのように対応す
るかを検討することが大切である。

　各病院において、特徴ある取組が実施されており、他
機関との連携や具体の取組がよく進んでいることが理解
できる。



　平成２５年度業務実績 小項目評価検討資料（案）

小項目
番号

自己
評価

評価
点数

評価コメント（素案） 各委員のコメント

今後の病院運営では、病院に関する様々な相談を、一つの窓口
で対応するワンストップサービス機能の提供が重要である。

それぞれの病院の特性にあわせて、よく取り組んできている。

患者満足度は、全体としては上がってきており、評価できる。

患者満足度については、各病院の特性を踏まえ何％であればよ
いのか、ベンチマークを検討する必要がある。

患者満足度調査については、調査をして終わりとせず、調査の
意見を反映しているこども医療センターの取組や、芹香病院の
職員全員への意識の共有化など、良い取組を行っている。

待ち時間を議論するのではなく、待つ間をどう過ごすかという
視点は大切である。

患者は、待ち時間の目安の提示を希望するものと思われる。

院外処方の推進については、逆にそこで待つようにならないか
は留意する必要がある。

待ち時間について、時間を短くするのはなかなか難しいが、負
担感を軽減する取組は、意義があるものである。

41 Ａ
　支払い方法を増やし、患者の利便性を向上させた取組
みは評価できる。

支払い方法を増やし、患者の利便性を向上させた取組みは評価
できる。

43 Ａ
　一般採用、経験採用、幹部採用で分けて取り組んでい
るのは評価できる。

一般採用、経験採用、幹部採用で分けて取り組んでいるのは評
価できる。

44 Ａ
　ｅ－ラーニングは、非常に良い取組であり、今後は、
これが生きた形で活用されていくことを期待したい。

ｅ－ラーニングは、非常に良い取組であり、今後は、これが生き
た形で活用されていくことを期待したい。

38 Ａ

40 Ａ

36 Ａ

　それぞれの病院の特性にあわせて、よく取り組んでき
ている。
 今後の病院運営では、病院に関する様々な相談を、一
つの窓口で対応するワンストップサービス機能の提供が
重要である。

　患者満足度調査については、調査をして終わりとせ
ず、調査の意見を反映しているこども医療センターの取
組や、芹香病院の職員全員への意識の共有化など、良い
取組を行っている。
 患者満足度も、全体としては上がってきており、評価
できるが、今後は、各病院の特性を踏まえ何％であれば
よいのか、ベンチマークを検討する必要がある。

　待ち時間について、時間を短くするのはなかなか難し
いが、待つ間をどう過ごすかという視点は大切であり、
負担感を軽減する取組は、意義があるものである。
　また、院外処方の推進については、逆にそこで待つよ
うにならないかは留意する必要がある。
　なお、患者は、待ち時間の目安の提示を希望するもの
と思われる。



　平成２５年度業務実績 小項目評価検討資料（案）

小項目
番号

自己
評価

評価
点数

評価コメント（素案） 各委員のコメント

コメディカル職員について、一般採用試験と経験者採用試験を併
せて上手く対応している。

県立保健福祉大学との連携は、職員にとってもインセンティブ
となり、良い取組である。

46 Ａ

　年休は、取得可能日数の半分くらい（20日のうち10日
くらい）は取得できるよう努められたい。また、多様な
勤務体制を適用した結果として、普通勤務の職員に負担
が生じることのないように留意する必要がある。

年休は、取得可能日数の半分くらい（20日のうち10日くらい）
は取得できるよう努められたい。また、多様な勤務体制を適用
した結果として、普通勤務の職員に負担が生じることのないよ
うに留意する必要がある。

月次決算は、病院の場合は難しい点があるのも事実だが、なる
べく正確なものをなるべく早くということに努める必要はあ
る。

看護職を副院長に登用したことのメリットを活かすことが重要
である。特に、経営に看護職が意識を持つという点に効果があ
ると思う。

備品購入費の配当に関して、毎年よく検討してきており、基礎
的配分等を確保しながら、病院毎の経営成績を反映するなど、
配分方法はよく工夫されている。（この努力に対して、どこか
の年度でＳ評価をつけても良いのではないかという考えはあ
る。）

備品購入に伴う予算配分は、工夫して上手くやっている。

備品購入費の配分基準は、非常によく工夫されており、モチ
ベーションを高めるもので、よい取組である。

事務職員について、将来展望をどう示していくか、また、事務
職で他職種にもマルチに対応できることへのインセンティブな
どを検討する必要がある。

民間会社経験者の職員採用は、職員の多様性を生み、よい刺激
を与えることが期待できる。

47 Ａ

49 Ａ

50 Ａ

45 Ａ

　コメディカル職員については、一般採用試験と経験者
採用試験を併せて上手く対応している。
　また、県立保健福祉大学との連携は、職員にとっても
インセンティブとなり、良い取組である。

　月次決算は、病院の場合は難しい点があるのも事実だ
が、なるべく正確なものをなるべく早くということに努
める必要はある。
　また、看護職を副院長に登用したことのメリットを活
かすことが重要である。特に、経営に看護職が意識を持
つという点に効果があると思う。

　備品購入費の配当に関して、毎年よく検討してきてお
り、基礎的配分等を確保しながら、モチベーションを高
めるため病院毎の経営成績を反映するなど、配分方法は
よく工夫されている。

　事務職員について、将来展望をどう示していくか、ま
た、事務職で他職種にもマルチに対応できることへのイ
ンセンティブなどを検討する必要がある。
　なお、民間会社経験者の職員採用は、職員の多様性を
生み、よい刺激を与えることが期待できる。



　平成２５年度業務実績 小項目評価検討資料（案）

小項目
番号

自己
評価

評価
点数

評価コメント（素案） 各委員のコメント

51 Ａ
　理事長表彰は、表彰だけでなく、受賞者発表会も行っ
ていることは良い取組である。

理事長表彰は、表彰だけでなく、受賞者発表会も行っているこ
とは良い取組である。

52
　足柄上病院の電子カルテ導入を早急に進めるべきであ
る。

足柄上病院の電子カルテ導入を早急に進めるべき。

53 Ａ
　節電などは、数値目標を挙げて取り組むことが効果的
である。

節電などは、数値目標を挙げて取り組むことが効果的である。

引き続き、在院日数を下げながら、病床利用率を上げる努力が
必要である。

平均在院日数は、概ね全体として短くなってきており、努力が
見られる。なお、芹香病院は、もともと長期の側面が強い特性
などの事情があることを考慮する必要がある。

平均的な在院日数を短くしている努力は評価できる。

58 Ａ
　費用の削減は、数値目標を挙げて取り組むことが効果
的である。

費用の削減は、数値目標を挙げて取り組むことが効果的であ
る。

県立病院を独立行政法人化したことによる効果が確認できる。

前年に対して努力が見られる。

病院全体としてだけでなく、個別病院ごとの評価を行うよう工
夫すべきである。

54 Ａ

59 Ａ

　平均在院日数は、概ね全体として短くなってきてお
り、努力が見られる。引き続き、在院日数を下げなが
ら、病床利用率を上げる努力が必要である。
　なお、芹香病院は、もともと長期の側面が強い特性な
どの事情があることを考慮する必要がある。

　前年に対して努力が見られ、県立病院を独立行政法人
化したことによる効果が確認できる。
　なお、病院全体としてだけでなく、個別病院ごとの評
価を行うよう工夫すべきである。




