
平成 26年度第１回神奈川県地方独立行政法人評価委員会（７月８日）議事録 

 

議題１ 今後の評価委員会の進め方について 

● 事務局から資料１から資料３を説明 

【質疑概要】 

○委員 

  資料１から３は、委員会として了解とする。 

 

議題２ 平成 25年度業務実績報告及び財務諸表について 

● 法人から資料４から資料６を説明 

【質疑概要】 

○委員 

今回はＳが 10、Ｂが３、Ｃが１ということで、これまでに比べて非常にメリハリがある

自己評価という印象だが、これは、普通に自己評価をされてこうなったのか、あるいはメ

リハリをつけた評価をしようという意思が少し働いたのか。 

○法人 

メリハリは、ある程度つけたほうが良いという認識である。 

○委員 

資料６の１ページ(小項目１)で足柄上病院については、７対１の高度急性期でいくのか、

あるいは地域包括ケアの支援ということで地域包括ケア病棟などの設置も考えているのか。 

○法人 

現時点ではまだはっきりとは決めていない。次期中期計画の中で検討する予定である。 

○委員 

資料６の３ページ（小項目３）の足柄上病院で、救急依頼件数というものがあるが、何

で受け入れられなかったのかという分析はしているか。 

○法人 

今詳しいデータはないが、毎日報告があり、救急の重症患者が入っているために受け入

れられなかったとか、心臓血管のカテーテルをやっているところで新しい患者を受け入れ

られなかったとか、いろいろな原因がある。 

また、救急依頼件数と実際の救急受入件数の二つを並べて記載しており、その差が受け

入れられなかった数である。 

○委員 

この依頼件数は、例えば人口減とか、周りの病院の都合とかで随分変わる。そうすると、

受入れ件数よりも、受入率（％）の方が分かり易い。 

○委員 

資料６の５ページ（小項目５）のこども医療センターの業務実績の欄で、小児がん患者
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が年間 2,000 人から 2,500 人と言われる中で、59 人を新規の入院で受け入れており、有数

の実績であるということだが、この 59 という数字はどのくらい素晴らしい数字なのかを説

明して欲しい。 

○法人 

小児がんは、だいたい小児人口１万人に１人と言われており、神奈川県では、年間 120

人程度が小児がんの新たな発症と推定され、よって、県内での発症のおよそ半分がこども

医療センターを受診されたことになると推定している。 

また、これ以外に、他の施設で治療を継続して、その途中でこども医療センターに転院

あるいは来た人がおよそ 20人余りいるので、実態としては、80人弱ぐらいが昨年度、当セ

ンターを新たに受診されたこととなる。 

○委員 

資料６の９ページ（小項目９）の精神医療センターの表で、25 年の措置入院患者の目標

が 100で実績が 137、そして、急激な精神症状の悪化の目標が 50で実績が 37で、Ｓ評価に

なっているが、これはもともとのコントロールが上手くいったというか。 

○法人 

もともとのコントロールというのはシステム救急といって、県のシステム救急の受入窓

口からの紹介でこれを受け入れていくということになる。受入については、ほぼ 100％受け

入れてきているということで、この結果になっている。 

○委員 

目標というものは、ある程度、定量化をするということをやっていただきたい。例えば、

水道光熱費等を削減するという時は、％でも良いし、場合によっては、金額でも結構なの

で、そういったものをきちっと挙げて、それに対する結果を説明して欲しい。 

また、今年は、小項目について 22 年からの評価結果をまとめていただいたので、これは

非常にわかりやすく大変ありがたい。 

ただ、この小項目自体が途中で無くなっているもの、途中で増えているもの、同じ項目

で若干数字が変わっているものなどがあるが、少し分かりにくいところは個別にまた説明

をいただきたい。 

○委員 

資料６の 75 ページ（小項目 44）の看護師の確保と育成で、e－ラ－ニングを取り入れ、

人材の確保、育成ということに効果があったようだが、概算でよいので、e－ラ－ニングを

実際に利用している職員の数を教えて欲しい。 

それから、修学資金のことで、現在、借受生が 27人とあるが、これは実際の募集枠が 27

名なのか。また、募集枠は卒業生が出た場合、翌年はその空いた分だけが新たな募集枠に

なるのか。 

○法人 

e－ラ－ニングの受講者の数は、今は詳細を把握していないので、後日お答えする。 
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それから修学資金は、30 人分の予算の枠があり、３月に卒業する者が出た場合には、翌

年その分の枠が空くという形になっている。現在は、30人の枠のうち 27人に貸付をしてお

り、３人分が空いている状態になっている。 

○委員 

今３人空いているというのは、希望者がいなかったということか。 

○法人 

毎年、書類選考及び面接試験を行い、貸付者を選択するが、残念ながらその中で基準点

に達しない者がいる場合は、枠は空いてしまうが落としている。 

○委員 

今、卒業後は県内に何年間か勤めなければいけないということはあるのか。 

○法人 

貸し付けた期間を機構の病院に勤めた場合には、その貸し付けた奨学金自体が免除とい

う形になる。それ以外の縛りは特にない。 

○委員 

今年で同じ小項目について４回目の評価なので、だいたい収まるところに収まってきて、

メリハリがきいたという言い方もできる。 

また、Ｓはかなり増えたという気もするが、それはその取組みの延長線上で引き続いて

いい実績を挙げたということだと思う。 

ただ、この４、５年の間に病院医療を取り巻く環境は大きく変わったわけで、その辺り

の評価的な軸がずれてきているところがあり、４年間の時系列的な評価結果を単純に改善

したとか、あるいは、相変わらずあまり変動がないとか、逆に下がったとか、そういう変

動を細かく議論してもどうかという思いと、そもそも中期目標とはそういうものだと割り

切って考えるのかというところを、どう受けとめたらよいのか、今改めて考えているとこ

ろである。 

そういう中で、資料６の 36ページ（小項目 25）に地域医療連携の強化があるが、地域に

おける連携強化は、独法病院としても最重要課題だと思うが、なかなか項目が個別的では

ない。Ａ評価ということで、いずれもしっかりとした実績を残しているので、これでいい

のかなと思う反面、これだけの連携が、病院運営や患者へのサービス、さらには様々な連

携に伴う調整業務がどのように推移しているのかというところが、なかなか見えづらい。 

基本的なことを申し上げると、例えば、各病院ともこの４年間で連携強化によって、平

均の在院期間がどのように変動したのか。 

また、今や病院運営の中では極めて重要な鍵になっている退院調整や転院調整の対応件

数等はどういう傾向にあるか。 

さらには、在宅療養との関わり方などが、小児医療ではかなり書いてあるが、他は必ず

しも見えないのではないか。 

いずれも、今述べたような時代状況の変化の中で、この４年間の動きをどう集約して、
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どういうコメントを４年目に示すか、などを考えている。 

最後に、質問だが、平均在院日数の 22 年から 25 年度の変動について、どこかに出てい

るか。 

○法人 

資料６の 88・89 ページ（小項目 54）に、22 年度から病院ごとの４年間の実績が載って

いる。 

○委員 

資料６の 53ページ（小項目 33）で、災害対策の推進としてＤＭＡＴ（災害派遣医療チー

ム）などがあるが、最近よく言われる災害時の病院における事業継続計画（ＢＣＰ）につ

いて、何か具体的な動きをしているのか、あるいは既にできたものがあるのか。 

○法人 

事業継続計画については、既に各病院の防災計画の中で、一応マニュアルという形で記

載しており、機構全体の防災計画の中に位置づけているところである。 

○委員 

今日の委員会のあと、事務局等が各委員に個別説明に回るので、不明点等を確認しなが

ら、各小項目の自己評価に対する各委員の評価作業をお願いしたい。 

 

● 法人から資料７から資料 10を説明 

● 神奈川県から資料 11を説明 

【質疑概要】 

○委員 

決算数字をどのように意思決定機関で審議されているかという状況について、確認だが、

月次決算はいつ頃上がってくるのか。 

○法人 

２ヶ月後で、例えば、５月の決算については７月の上旬に理事会に報告している。 

○委員 

民間の病院に比べると、２ヶ月後というのは遅くはないか。 

病院の取扱いは詳しくはないが、民間企業であれば、本当にスピード感が求められてい

るので、月次は翌週上がってくる。 

○委員 

保険料収入は、ある一定の期間がないと確定しないので、翌月の始めというわけにはな

かなかいかない。これだけ大きな組織になると、２ヶ月というのも、ある程度やむを得な

いのではないかと思う。 

○法人 

日数で言えば 40日であり、また、今までに比べれば早く出す努力はしている。 

○委員 
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その数字は、病院ごとになっているのか。 

○法人 

病院ごとと、全体のものがある。 

○委員 

資料 10だが、損益計算書の純損益は、当事業年度は 19億の損である。 

その大きな内訳は、「減損損失」が 19 億あるということだが、前年度は 8 億 2,000 万円

のプラスなので、さらに８億ぐらいどこかで損というか、費用が過大になっているのでは

ないか。気になったのは、Ⅱ営業費用の上から４行目の「経費」で９億増の理由は何か。 

○法人 

主な要因は、がんセンターのＰＦＩの運用開始に伴い委託料が６億程増えている。初年

度は 11月からのスタートのため、今後、ＰＦＩの払いは、年 20億程度になる。 

○委員 

ＰＦＩにして毎年 20 億はかかるが、自前でやるよりはどこかで経費が削減されるなど、

その分メリットもあると思うので、その辺を説明して欲しい。 

○法人 

それまで委託していた事業がＰＦＩに移っているもの、あるいは人件費的に例えば保育

等の現業部門が委託になっているところもあるので、20億が純増ということではない。 

○委員 

ＰＦＩにすると、増える部分もあるけれども、その分削減になるのもあるので、単純に

増というよりは、プラマイゼロぐらいという影響ではないのか。 

○法人 

常勤の方にやっていただいていた業務については、ＰＦＩにしたことによって、その方

を解雇するわけにはいかない。その方は、別の部署でいろいろ他の充実したものをやると

いうことで、単純にプラマイゼロまでにはならない。 

○委員 

ＰＦＩになる前に直接雇用されていた方を、ＰＦＩの方で再雇用という形にはなってい

ないのか。 

○法人 

それも多少はあったが、完全にそれをうまくやるというわけにはいかない。 

○委員 

大体どれくらいの増になる見込みなのか。年が経っていけば、だんだん自然退職になっ

てくるのだろうが。 

○法人 

人件費までの正確な算入は難しいが、概ね８億程度は、年間で計算すると増えるのでは

ないか。ただ、この辺については、今後、よくＳＰＣ事業者ともモニタリングをして、サ

ービスの向上であるとか、そういったところで改善を図っていきたい。 
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○委員 

もともとＰＦＩを導入される時に、８億円増が計画どおりのものなのか。 

○法人 

計画変更やスタッフの増員等が実際の開院に向けてあったので、その分は当初の計画よ

りも金額が増えている。 

○委員 

ＰＦＩを導入するかどうかといったときに、コスト効果を考えられたと思うが、当初計

画の時は、プラスマイナスが増の計画だったのか。 

○法人 

ＰＦＩを決定した時のバリューフォーマネーは、その時点で 51 億円ぐらいでたという計

算で、ＰＦＩ事業を始めたと思われる。20 年の事業期間で、建設費用とその後の維持管理

の運営の費用と全部トータルでのバリューフォーマネーである。 

○委員 

自分で建てた時と建ててもらった時とのことなので、年度の経費の増とかそういうこと

ではないということなのか。 

○法人 

そういうことである。現時点だけを見れば、自前というか、直接雇用した場合の方がき

っと安く出る。しかし、あの建物を建てるに当たって、何十億という費用の軽減が図られ

ている。なので、その辺を考えないと、ただ単に、委託費だけが上がっているという表現

になってしまう。 

○委員 

ＰＦＩ事業については、そのときのバリューフォーマネーの考え方とか、そういう基本

的なところを当評価委員会としても知っておかないと、受け止め方がちょっとはっきりし

なくなる。もう決断はされて、入札等々ＳＰＣも決まって動いているが、その進捗などに

ついては、評価・審査するのかどうかは別にして聞かせていただきたい。 

○委員 

それでは、次回に、簡単な資料をお作りいただいてご説明いただきたい。 

○委員 

資料８の決算報告書の収入のところで、医業収益が 12 億ほど予算よりも減っており、こ

の備考欄に、「入院患者単価の減に伴う入院収益等の減」とあるが、予算と決算でどうい

うところが一番違ってこういった 12 億ほどの差がでたのか、わかる範囲でお答えいただき

たい。 

一般的に、病院で単価が下がるというのは重要なことで、実際の単価が前年より下がっ

たというより、予算に対してのものなので確認させて欲しい。 

○法人 

今は詳細な資料を持ち合わせていない。 
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○委員 

それでは、この件も含めて、次回の宿題ということで。 

○委員 

貸借対照表で、医業未収金が 3.5 億円も減っているのは素晴らしいと思うが、未収金が

逆に 3.6億円増えている。これは、科目を変えたということか。 

○法人 

未収金は、年度末の出来高で入ってくる補助金があるので、必ずしも医業関係だけでは

ない。 

○委員 

では、医業未収金が下がったことは、素晴らしい。棚卸資産も少し増えていることが気

になったが、何故か。 

○法人 

消費税の関係があって、少し前倒しで購入した。 

○委員 

それでは、若干ご説明いただくことが残ったが、この件については、次回の宿題という

ことでよろしくお願いしたい。 

 

議題３ 次期中期目標（骨子イメージ）について 

●神奈川県から、資料 12から 13を説明。 

【質疑概要】 

○委員 

資料 13 の現行中期目標の柱立と次期中期目標の柱立ての対比表で、現行の第３の大項目

の内容がほぼ全部次期の「第３ 経営基盤の強化」に入るイメージでよいか。 

○神奈川県 

現行の「第３ 業務運営の改善と効率化」と「第４ 財務内容」は、次期では「第３ 

経営基盤の強化」という大きな柱にして、まとめたいと考えている。 

○委員 

その場合、現行だと第３の「２ 効率的・効果的な業務運営と経営改善」という項目の

中に、例えば職員の経営参画意識の向上などが書き込まれているが、こういった項目自体

がなくなるというわけではないのか。 

○神奈川県 

これまでも、重複感があるとか、ある意味では当たり前のことというような批判もあっ

たが、現時点では、今回は落とすとか必要でないとか考えているわけではなく、こういう

項目も入れる中で簡素に作っていこうという趣旨であり、これ自体を書かないというつも

りではない。 

○委員 
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右側の次期中期目標の柱立てに沿って、大項目の下の中項目をどうするかということが

重要な論点になると思うが、この中項目レベルでの評価をどう考えているか。 

○神奈川県 

事前に各委員を訪問した際にも、小項目の数が多く中項目的な評価をすべきだというご

意見もいただいている。ただ、このことは、中期計画が中心になろうかと思うので、今後、

中期計画で具体の目標や計画を書き込む中で、調整させていただきたい。 

○法人 

資料 13 の右側で、第２の「２ 質の高い医療の提供」のところの(1)オ「ヘルスケア・

ニューフロンティアの推進」については、知事の熱い思いで局もできていることは承知し

ているが、ただこれはかなり幅広いものを含んでおり、特に成長戦略への企業化というと

ころが恐らく中心になるので、この言葉自体、県の方針としては非常に的確だが、機構に

このまま持ってこられると判断が難しい。 

「臨床研究の推進」というのが非常に的確である。 

定義がまだ流動的ということもあり、その辺も含めてお考えいただきたい。 

○委員 

今後のスケジュールとしては、第３回の委員会の場で中期目標の素案ということで、も

う少し具体的なものが出てくるか。 

○神奈川県 

そのとおりである。 

○委員 

資料 13 の第２の２「(6) 医療人材の確保と育成」のところでは、医療従事者に選ばれ

る魅力ある病院というのがあるが、事務職員の人が働いていて幸せを感じるといったもの

はないのか。 

また、「医療人材の確保と育成」という文言だと、病院機構で働く皆様が誇りを持ち、

情報を共有し、皆で一体となって経営していくといったニュアンスが読み取れない。とに

かく効率性・収益性を上げ費用を削減していこうという、それだけが目標なのかと思う。

もう少し職員満足度というのも、働いている人が、幸せを感じられる誇り高き県立病院を

めざすというものがあってもいいのではないか、と個人的には思う。 

○神奈川県 

機構の職員がモチベーションを上げるということが、ひいては県立病院の機能を上げて

いくということだと思うので、検討させていただきたい。 

○委員 

これは要望に近い発言だが、やはり、向こう５年の間に起こる環境変化等に対して、県

の医療提供体制そのものの施策がかなり変わる。この秋から、早々に病床機能報告制度が

始まるし、地域医療ビジョン（地域医療構想）を保健医療計画と関係しながら早急に作成

を進める中では、やはり県の医療提供施策の中で、県が直接運営している独立行政法人と
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病院群との相互の関係や位置づけは、もう少し意識した方がいいのではないか。 

地域医療連携の強化という従来の流れを、質の高い医療の提供の中にもぐり込ませたわ

けではないのだろうが、すでに各委員の意見の中にもあるとおり、県の施策との整合性と

か、相互の適切な関係付けというのは、かなり重要事項になるのではないか。 

誰もやることのできないような医療が、現実には多くでてくる可能性があるので、それ

を全部県の独立行政法人がやる必要はもちろんないが、まさに独立して主体的に個別の医

療活動について、得意なところをとことんやるのだといいうわけには、なかなかいかない

のではないか。 

施策の中でうまく調整はするのだが、そことの関係は、他県も含めてまだ現実的ではな

いところや非常にリアリティがないところもあるので、ぜひ、その辺りは、中期目標の中

に入れて頂きたい。県の医療課と独法の事務方が踏み込んでしっかりと調整した方がいい

のではないかなと思いながら聞かせていただいた。 

○神奈川県 

そのように配慮したい。 

 

議題４：その他 

●事務局から、資料 14の内容を報告。 

○委員 

地方独立行政法人と国の独立行政法人の財務諸表の開示状況について調べている。神奈川県

立病院機構は、６月 26日に 25年度財務諸表をホームページに公開しており、国および地方独

法のなかで最も早い開示であった。日本で一番である。 

さらに、２年並記の財務諸表もホームページで公開している。２年で見ないとどこが変わっ

たかわからないので、県民にわかりやすいという点では非常によいことだと思う。 

ぜひ、引き続き、いろんな方面で神奈川県は先頭を走っていただきたいと思う。どうぞよろ

しくお願いしたい。 

 


