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平成 26年度第３回神奈川県地方独立行政法人評価委員会(８月５日)議事録 

 

議題１：平成 25年度業務実績の評価結果（案）の検討 

●事務局から資料１及び資料２を説明。 

【質疑概要】 

○委員 

資料１の３ページの小項目 10 のリワークプログラムは、近隣の病院が取り組まれたこと

から実施延べ患者数が減少したということで、法人の自己評価はＢ、委員会の評価はＡであ

るが、県立病院機構としては、数字が減少した理由はよく承知の上でＢ評価とされたと思う

ので、考え方をもう少し聞かせていただきたい。 

○法人 

一所懸命やっている自負はあるので自己評価をＡとしたいところだったが、目標数値に比

べて実績が芳しくなく、その達成率がＢ評価に該当するということで、Ｂ評価とした。 

県立病院機構としても、理由は明確に把握しているので、今後どう対応していくのかは、

しっかり考えたい。 

○委員 

資料１の４ページの小項目 15 について、24 年度はＡ評価の中で 25 年度は自己評価をＳ

とした考え方を再度説明して欲しい。 

○法人 

25 年度は、がんセンターの新病院への移転があるため、その前後の期間は治療件数を制

限せざるを得ないので目標を下げたが、そういった制約がある中では十分対応できたことか

らＳ評価とした。また、達成率の方もＳ評価に該当している。 

○委員 

資料１の８ページの小項目 57 の括弧内の「また、後発医薬品の品目採用率は、後発医薬

品があるものを分母とした数値を示すことも必要である」は、括弧をはずしてコメントに記

載するものとする。 

○委員 

次回に、資料２の案を審議することになるが、その案に盛り込んでいただきたいことがあ

る。 

本日の素案では、全体評価は、評価結果と判断理由だけだが、項目別評価は、（１）で評

価結果と判断理由があり、さらに（２）として評価にあたっての意見、指摘等がある。 

できれば、全体評価にも、（２）の評価にあたっての意見・指摘等をつけていただきたい。 

毎年感じているが、評価する時に、小項目毎に何を最終ゴールにしているのか、特に、複

数の目標がある場合はどれが一番重要なのかが分からないことや、定量的な目標がない場合

は定性的な目標になって、定性的なことはいいことばかりが書かれている、ということがあ

る。  
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一方、今回のリワークプログラムなどは、数値目標があるので、他に重要な項目があって

頑張っていてもその数値の落ち込みだけでＢ評価になったりする。 

今、国の独立行政法人では、できるだけ定量的な目標にする、目標も複数掲げたときに何

が重要なのかの重み付けをする、さらに、どうしてもクリアしやすい目標なってしまうので、

あえて達成困難な目標は※印をつけることによって、その目標値がなかなかいい結果を出せ

なくても評価は一段階上げるというようなチャレンジグな目標設定を促すよう工夫している。 

このようなことを、次期中期目標の策定にあたって今から大事にしてやって欲しいので、

そのような趣旨を書き込んだ上で次回に案を示してもらいたい。 

○委員 

それは、全体に関わることなので、全体評価に（２）という項目を立てて記載することと

し、資料１及び資料２の年度の評価書素案の全体評価（１）の下線部３行については、評価

委員会として了承とする。 

 

議題２：平成 25年度財務諸表に対する意見の検討 

【質疑概要】 

○委員 

財務諸表又は決算報告書は、数字を決まった書式で出すのは基本だが、県民に分かり易く

という観点からすると、数字から読み取れる内容をまとめた資料をつけた方が親切である。 

一般の病院等で、例えば理事に報告する時は、財務諸表などで数字の表しているところが

分かるような文書をつける。今後の課題として、ご検討いただきたい。 

○委員 

財務諸表をそのまま公表するというだけではなくて、県民向けということで、簡単に解説

した資料、または、コメント付き資料などを、検討していただきたいという意見だが、いか

がか。 

○委員 

例えば、大阪府立病院機構は、概要という形で似たような資料を出しているので、参考の

一つにして欲しい。また、概要資料をホームページで公表することも検討していただきたい。 

○委員 

それでは、財務諸表に対する意見はなく、次年度以降、財務諸表の概要を作成していただ

くことなどを要望する。 

 

議題３：中期目標期間の終了時の意見の検討 

●事務局から資料３を説明。 

【質疑概要】 

○委員 

このまま地方独立行政法人でよいとの意見を示すにあたって、県立病院機構の役割として、
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高度な医療を安全・安心に提供するというような一文をいれた方が良い。 

柔軟に対応する運営や安定的な収益構造の構築も図るということだけでなく、県民に対す

る質の高い医療の提供を記載すべきである。 

○神奈川県 

一般的には、質の高い医療を安全・安心な形で患者の視点に立って提供していくのが県立

病院機構の役割としている。具体に、第一期目では、高度専門医療の提供、広域的医療、地

域医療の中核的医療、人材育成ということを県立病院機構の役割として整理している。 

○委員 

それを果たすためには独立行政法人化が必要という一文も入った方がよい。 

具体には下から２行目に、「高度専門医療の提供や地域病院への支援など、県立病院機構

の基本的な役割を果たすためには、引き続き地方独立行政法人が適当」との趣旨を追加され

たい。 

○委員 

地方独立行政法人の形態を続けた方が良い理由付けを明確に書くべきという指摘である。 

少なくとも、安定的な収益構造をきちっと構築している、経営の環境変化に柔軟に対応し

ている、ということだけだと必ずしも地方独立行政法人でなくてもいいとなるかもしれない。 

英国などでは、一度地方独立行政法人を終わらせるということが前提になっており、民営

化や廃止という選択肢も含めて、継続することを検討の一つとしており、そもそも論から見

直すということは、この制度の根源的なところで残っている。 

日本の独立行政法人制度は、継続するかどうかをその都度審議するということだが、県立

病院機構は引き続き独立行政法人の形態がいいということを、明確に理由付けした方がいい。 

こうでなければならないという話ではないが、次の中期目標を議論する前提として、県立

病院機構という形を独立行政法人で行うというのをきちっと明示した方がいい。 

○委員 

おそらく、医療介護等の方向性としっかりと整合がとれた病院運営をするためにも、地方

独立行政法人による運営が必要という視点は、これから極めて強くなるので、「県の医療提

供政策と整合がとれた」という趣旨も入れて欲しい。 

文中で記載されている「柔軟な」という趣旨は、そういうことなのだろうと思う。 

○委員 

それでは、次回の（案）でそのように修正する。 

 

議題４：次期中期目標（素案）について 

○ 神奈川県から資料４及び資料５を説明。 

【質疑概要】 

○委員 

資料５の３ページの「７ 人材育成機能の充実」について、良いサービスのもの、良い質
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のものを提供するためには、働く人が誇りを持って気持ちよく働けるということが、大事で

ある。 

中で働いている人が輝いていないと、良いサービス提供は絶対にできない。 

本来、項目は、「誇りをもって働ける魅力ある病院」などにして、その中の一つに人材育

成機能とすべきである。 

また、組織風土改革として、風通しをよくするとか、やりたいことがやれるという観点が

重要である。事務職員も含めて全ての働いている人が、どうしたら気持ちよく働けるかを考

えていただき、組織の風土をよりよいものにしていくことを書いて欲しい。 

○神奈川県 

頂いた意見については、我々も想いは同じである。 

また、今日の資料では、対象が医療従事者となっていて、事務職員はどうなのだというこ

ともあるかもしれないが、これは、６ページの「（３） 経営意識を有した職員の育成」と

の整理など難しい面もあるためである。 

なお、風通しとか風土改革とかそのものずばりではないが、情報発信をしていくとか、キ

ャリアプランの充実を図っていくとか、ワークライフバランスということによって、働きや

すい職場を作るということは、そういう誇りを持てる職場ということなので、想いはその通

りである。 

頂いた意見は、手段とか機能の前に、基本的な考え方を整理して欲しいということだと思

うので、検討する。 

○委員 

資料５の２ページの「１ 質の高い医療の提供に向けて基本的な方向性」で救急医療体制

の充実の項目が削られている。生産年齢の人にとって、救急医療は非常に大事になる。また、

精神科の救急医療を担っているのは、精神医療センターだけである。 

なぜ、わざわざ削ったのか。 

○神奈川県 

現行の中期目標は、「質の高い医療の提供」でいきなり各病院に求める機能が出てきて、

少し唐突感がある。 

例えば、今話のあった救急やがんも、それぞれの病院がやるわけで、機構全体として取り

組んでもらいたいという想いがあり、こういう整理をした。 

しかし、実際に書き込んで見ると、どうしても資料５の４ページの「８ 各病院の主な機

能」との重複感もある。 

小児や精神の救急は、非常に大事であるが、そういった重複感があることも踏まえ、それ

ぞれのところで精神科救急医療や小児医療救急の充実を記載すると整理している。消して救

急を軽んじて削除したわけではない。 

○委員 

今話があったがん治療対策も、各病院がやるわけで、そうすると、同じような理屈があっ



 

5 

て、前半の記載では、救急医療と同じようにがん治療対策も削るのかと言うことにはならな

いか。 

これから、ドクターヘリとか色々と考えていくと、救急は、広域で見て、やはり県でやっ

ていかないといけないのではないかとも感じているので聞いている。 

○神奈川県 

実は、ここの１番と８番の切り分けなどが、一番悩んでいるところである。 

がんは、精神医療センターまで含めた県立病院機構の全ての病院で取り組んでいくことも

あり１番に記載している。 

一方、救急は、県立病院機構では特殊な分野の救急は担っている部分はあるが、救命救急

センターなどの一般的な三次救急医療機関にはなっていない。 

県立病院機構では、現在１番で項目として記載している臨床研究、がん、小児・周産期、

精神の４本柱と同等のことを、救急でやっているかというと、そこまではやっていない。 

一応、１番から救急の柱を抜いたのはそういう理由である。 

○法人 

現場としては、県からの提案をすんなり受け入れたのは、救急と同じレベルにリハビリテ

ーションがある。今、どの分野でも、入院期間を短くして社会復帰を早めるため、リハビリ

テーションの機能を充実させることを行っている。 

神奈川県では、七沢にリハビリテーションセンターがあって、リハビリテーションという

ことから言うと、県立病院機構はそれを利用する立場である。 

救急も同じような状況で、救急センターは横浜市や川崎市の政令指定都市が主に担ってお

り、また、済生会は、以前は済生会神奈川県病院と言ったように、県も介入して昔から非常

に対応してきている。 

県立病院機構は、色々と機能は持つが、持たされる機能としては、県の方で挙げていただ

いた４本柱の方が重いのかなということで受けとめている。 

○委員 

全体の印象になるが、県が直接管理する県立病院機構は高度で先駆という基本的な役割を

追っていくことについて、これまでの実績もあるし、引き続きということは分かるが、バラ

ンス感覚として、本当に高度で先駆だけでよいのかという基本的な想いがある。 

たしかに、高度医療の恩恵は大きいし、県民の平均寿命等も延びているが、一方で、これ

からは現在の医療体制ではとても対応できないような状況になっていく。そのような中で、

県の保健医療政策における県立病院機構の役割を、少し見直して欲しいという想いがどうし

てもあるので、これから何点かの意見を申し上げる。 

資料５の１ページの前文の「医療を取り巻く状況」で、「第二期中期目標策定期間におい

ては、県立病院機構はこうした医療を取り巻く状況に機敏に対応することが求められてい

る。」と書いてはあるが、具体的に何をやるのかということが見えてこない。 

また、がん、小児、場合によっては精神も含めて、その高度な医療の成果というものは、
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県民に還元するときにできれば県内で必要とされている患者に対して適切に還元されること

を、さらに強めていただきたい。 

もちろん、それは今までもやってきたという返答は何回か頂いているが、現実の問題とし

て、その恩恵を享受することなくなかなか難しい問題になっている患者もいる。 

連携をより緊密に行い、情報が円滑に流通することで初めて、高度な医療を含む県が行う

べき医療の恩恵を県民が享受することができると思う。 

県立病院機構も、個別の経営体として自立していかなければいけないということもあるが、

そうはいっても、かなりの県費も入っているので、その豊富な基盤をベースに、そちらの方

に目を向けた今後の医療の提供をして欲しい。 

例えば、がんの治療では、これだけ多くのがん患者がいて、様々な終末的な医療を行って

いる中で、より広い地域から患者が県立病院機構の高度医療の恩恵をこうむるとなれば、本

当の意味での他の医療機関との連携が必要となる。化学療法等々についても、もう少し県と

しての指導的役割というものがあって、地域医療機関を巻き込んだ体制に取り組んで欲しい。 

それから、実際に在宅医療をやっていると、かなり重要な問題の中の一つに認知症などが

あり、また、実は、がん疾患を抱えていると在宅は一気に難しくなることを経験する。 

在宅におけるがんの診療体制はがんセンターの役割ではないから、他の診療所で対応して

欲しいというのもあるのかも知れないが、もう少し、何とかして欲しいという想いもある。

小児についても、ある意味では同様である。 

次期中期目標では、がん患者の在宅の支援や、他の医療機関との実のある連携体制などは、

もう少し具体的に目標設定をしてもいいのではないか。 

また、資料５の３ページの「３ 医療機関等との機能分化・連携強化」と「４ ＩＣＴを

活用した医療連携」は、少し書き込みが薄い。例えば、３では、国の社会保障制度改革の記

載があるが、県の保健医療計画としても書いてあることなので、このあたりはもう少し現実

的で対応可能な内容を書いて欲しい。 

今後期待されることとして、他県では、転院や退院を支援する業務体制をしっかりと自治

体病院でやるという事例も多くある。県立病院機構でも、今まで実績はあると思うが、もう

少し強固にやる必要がある。 

資料５の３ページで「６（２） 患者支援体制の充実」があるが、いずれにしても、在宅

療養支援や転院･退院支援で、今述べた趣旨での目標設定を県が書いて欲しい。向こう５年

間を視野に入れ、大変なことが起きるということを想定すると、県の役割や責任は大きい。 

また、ＩＣＴは、実は医療機関等との機能分化・連携強化を裏付けるためのもので、他の

分野に比べて利用が遅れている。 

今、病床機能がこれだけ分化する中で、これまでどおりではとても患者をおけないと、場

合によっては別の病棟に転棟する、病床機能を変えるということが急速に起こっており、患

者の流れは、向こう５年間でかなり変化する時に、県立病院機構はどう対応するのか。 

医療機関等との機能分化・連携強化のツールとしてのＩＣＴの活用は大切であり、これも、



 

7 

もう少し具体的に何か書いて欲しい。 

次に、資料５の４ページの「８ 各病院の主な機能」では、足柄上病院だけ地域医療ビジ

ョンがでてくるが、県立病院機構の他の病院についても、地域医療ビジョンの中でどういう

役回りをするのかというところは非常に注目をされる。 

足柄上病院は、２次医療圏の中で役回りが地域医療ビジョンで位置づけられるということ

もあって、あるいは地域密着型ということで、このような記載になったかもしれないが、そ

うはいっても、がんや小児その他も、県全体の視点では地域医療ビジョンに関わりがある。 

まだガイドラインは公表されておらず、先行きのことは分からないが、これから県の力量

が問われている中では、県が直接管理する県立病院機構が、地域医療ビジョンの中でどうや

っていくのかということは、色々と強く問題意識を持つところである。 

たしかに、この問題はまだ色々とあるから、書きすぎてはいけないというところがあるも

のの、今後の医療の体制の大きな転換点の中で、県の施策としては、各病院がどのように位

置づけるかを、意識して書き込む時期に来ている。 

書くのが難しい問題であることは良く分かるが、地域の保健医療計画の中で、独立行政法

人の次期中期目標というのは、とても重要であると認識しているので、是非力を入れてしっ

かりと記載していただきたい。 

○神奈川県 

地域医療ビジョンについては、前文にも記載のとおり、社会情勢等の変化があれば全般的

に見直すということで、他の病院は全く関係ないとは考えていない。ただ、足柄上病院は、

明らかに影響を受けるということで、特出しの記載をしているということでご理解いただき

たい。 

それから、より具体的な施策や取組みについては、県立病院機構の新しい中期計画の中で

書き込んでいく。 

また、医療連携や在宅での取組みは、県立病院機構とも様々な調整を進めてきている中で、

イメージしているところに差はそれほどない。 

また、中期目標は、基本的には包括的な指示をするというもので、一般的にあまり具体的

な手段とかを書き込まない中で、実際にどこまで書き込むかは議論や検討が必要なところで

ある。記載が薄いとの指摘については、どのくらいまで書き込めるかを検討する。 

○委員 

資料５の３ページの「７ 人材育成機能の充実」については、魅力ある病院にしていく方

法の一つであり、むしろ魅力ある病院の方が項目になってもいいのではないか。 

特に、職員満足度というものを高めることで、仕事にもやりがいややる気が起きて、その

結果でキャリアアップに対しても意欲を持っていくわけで、職員満足度を高め魅力ある病院

に向けてを項目としても良いではないか。 

それから、資料５の１ページの前文の「県立病院機構の役割」のところで、「県民負担の

軽減に努めながら」という記載について、県からの運営費負担金を縮減していく意味だと推
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測はできるが、一般の県民が読んだ場合は、非常に唐突感があって、県民の負担とは何かと

いうのが前後を読んでも分かりにくいので、何か負担の中身が見える言葉が入るとよいので

はないか。 

○委員 

「７ 人材育成機能の充実」で書かれているのは、人材ということで人に特化していると

思うが、魅力ある病院をつくるという上では、人だけではなく、チームやグループ、もっと

大きい話になると、病院としての組織になる。しかし、組織開発というような視点での論点

がほとんど書かれていない。 

人材育成は非常に大事であるが、それだけではないので、組織の活性化とか風土改革とい

うものも含め、よい組織をどう作っていくのかという論点をきちっと明示して欲しい。 

○委員 

これは、いつ頃に確定する予定なのか。 

○神奈川県 

スケジュールについて、中期目標は県の内部で検討している状況であり、本日の意見を踏

まえ全庁的にもう一度確認作業を行い、８月 25 日の評価委員会で一定の内容を固めたい。

その後、９月の県議会に素案という形で説明し、県民の方へのパブリック・コメントも行い、

秋の間に様々な議論を重ね、12月の県議会で議決と考えている。 

一方、中期計画の方は、12 月の議会に素案という形で説明し、翌年の２月の議会で議決

と考えている。従って、中期計画については、12 月の議会に出す前までに、評価委員会で

も議論・検討を重ね、案を練り上げて行きたいと考えている。 

○委員 

中期目標をもとに、中期計画そして年度計画が作成されるので、中期目標が一番大事であ

る。 

何をしたいのか、しっかりとゴールが見える中期目標が書けていないと、今後５年間の運

営が大変なことになってしまう。具体的なものも書きつつ、メリハリのあるきちんとした全

体像を出して、県立病院機構がその目標に向かって頑張っていける大事なものを頑張って作

っていただきたい。 

○神奈川県 

１期目は、初めてということもあり、当然に取り組むことも書いてあったが、今回は、そ

のような内容は少し抜いて、本当に県としてやってもらいたいことを中心に記載した。 

具体には、情報発信、臨床研究の充実、最適化などがキーワードかと思い、そういった部

分については、再三記載している。 

○委員 

評価という点では、中期目標を受けた中期計画の内容がより大事である。 

今後、中期目標を受けて中期計画を書き込んでいく際、大事なことを明示しながら、場合

によっては、ウエイトが分かるものにするとよい。 
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中期目標は、確かにどこまで書けるかは難しい部分もある。 

○委員 

資料５の１ページの前文に関係するが、「医療を取り巻く環境」で、団塊世代が 75 歳以

上となる超高齢化社会が到来して、病院と病床の機能の分化、あるいは在宅医療費のことは

かなり大きな課題となる。 

一方、県立病院機構の機能として、確かにこども医療センターなどでは、直接の関連はな

いかもしれないが、これから５年というのは、高齢化社会が進み、病院の果たす役割が非常

に問われている中なので、県立病院機構全体として、高齢者に対する関わりをどう対応すべ

きかを考えるべきである。このことについて、機敏に対応するとなっているが、それぞれの

病院が、その高齢化の問題にどう関わっていくかという記載がやっぱり少ない。 

確かに、高度医療などに関して各病院が持っている機能を発揮することが非常に重要だが、

その中で、高齢化問題ということについて、それぞれの病院がどう対応しているかは、次期

の中期目標の中に言葉として記載して欲しい。 

それぞれが適宜やるということではなくて、具体的に、こういう面で高齢化の問題に対応

する、また、直接はできない場合は、地域の病院を支援するということでも良いので、それ

を中期目標の中で入れるべきではないか。 

○神奈川県 

本日いただいた意見は、極力その方向で直すことで調整したい。 

また、今回の記載のバックブランドを少し説明すると、これから本当に時代がダイナミッ

クに変わって、診療報酬の作り方からいろんな仕組みが変わっていく中で、あまり中期目標

や中期計画でがんじがらめにすると、５年前と今とでは状況が全然違うのに、こんなことが

書いてあるからやらなければいけないということになるのも困るということで、具体的に書

く部分と機敏に動ける部分の書き方のバランスが難しいと思っている。 

とはいえ、今日の意見は、そうはいってももう少し書いた方がよいということかと思うの

で、そこは工夫して書かせていただきたい。 

あと、県立病院機構が、これから何をやるか見えてこないと、また、中期目標・計画がふ

らつくと全部がふらつくという意見は、本当に耳が痛かったが、今回一番考えたのは、県立

病院機構は、県民の方にこんな良いことをやるというのを見えやすくし、かつ、必要なもの

は予算が要求できるようにするよう、その辺をわかりやすく分離しながら書いた方がいいと

考えた。 

○委員 

趣旨はよくわかるが、県民から見た場合に、ではそちらの方だけかということなり、ある

種の期待を裏切られたということにもなりかねないので、バランスを取って書いていただき

たい。 

○委員 

医療提供体制のことを考えると、どうしても病床の報告制度がある。それに基づき、国は
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これからガイドラインを作るのだろうが、その方針によって、県の裁量権がどのくらい与え

られるのとかいうことで、全く変わってくる。 

基本的には、これだけ高齢者が増えてきて、結局、支える人口も減ってくる。 

そうすると、多分４年後の診療報酬と介護報酬の改定は、もしかしたら疾患に対する給付

率も変わってくる可能性がある。 

だから、５年間の間に大きく変化してくる可能性がある。 

そうしなければ、多分、日本の診療報酬が持たないと思う。 

なかなか難しいことだが、中間層と若い人は、救命医療は一番大事だと思うし、年寄りは

癒しの医療になってくる。 

そのようにいろいろ変わってくるところで、一番影響を受けるのは、足柄上病院と、循環

器呼吸器センターで、また、がんセンターだから影響を受けないということもないと思うの

で、そういうのを見据えて、一体、県は、どういう医療を県民にこれから提供するのか、も

う１回考える必要がある。 

○委員 

それでは、今日の意見を、再度持ち帰って検討いただきたい。 


