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平成２０年１１月１３日 

記 者 発 表 資 料 

 

 

神奈川県立がんセンター整備運営事業について（特定事業の選定） 

 

 神奈川県立がんセンターの総合整備については、平成２５年１１月の開業に向け検

討を進めています。 

このたび、神奈川県立がんセンター整備運営事業を、「民間資金等の活用による公

共施設等の整備等の促進に関する法律（ＰＦＩ法）」第６条に基づき、特定事業とし

て選定しましたので、同法第８条に基づき客観的評価の結果を公表します。 

 なお、病院事業庁のホームページへの掲載は平成２０年１１月１４日（金）から行

います。 

 

 １ 経緯 

 

  平成２０年 ８月 １日 実施方針等の公表 

  平成２０年 ８月～１０月 民間事業者からの質問に対する回答、意見交換会 

  平成２０年１１月 ６日  第２回神奈川県ＰＦＩ事業者選定審査会において、

ＰＦＩ事業として実施することが適当であると認めら

れた 

平成２０年１１月１３日  特定事業として選定し、公表 

 

 ２ 定量的評価結果 

 

項  目 金額（現在価値） 比率（削減率）  

病院事業庁が直接事業を実施する 

場合の公共負担額 

５２，７０１百万円 － ① 

ＰＦＩで実施する場合の公共負担額 ５０，４３１百万円 ９５．７％ ② 

〃（病院債を50％導入した場合） ４８，０１７百万円 ９１．１％ ③ 

公共負担軽減額 ２，２７０百万円 （４．３％） ①－② 

〃（病院債を50％導入した場合） ４，６８４百万円 （８．９％） ①－③ 

（リスク調整額９６百万円を加えた場合）  

公共負担軽減額 ２，３６６百万円 （４．５％）  

〃（病院債を50％導入した場合） ４，７８０百万円 （９．１％）  
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 ３ 事業スケジュール 

 

平成２１年 ４月     入札公告 

  平成２１年１２月     落札者の決定 

              （設計・建設） 

  平成２５年１１月     病院開業 

 

 

（参考） 特定事業の選定とは 

 

公共施設等の管理者が直接事業を実施する場合と、ＰＦＩで実施する場合とを、

コスト算出による定量的評価と、コストでは算定できないサービス水準などに対す

る定性的評価等を総合的に評価し、ＰＦＩ事業として実施することが適切かどうか

を決定するものです。 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

病院事業庁病院局県立病院課  

課長 髙橋 

  電話 ０４５－２１０－６８１０（ダイヤルイン） 

課長代理（ＰＦＩ担当） 田中 

電話 ０４５－２１０－６８１３（ダイヤルイン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 
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神奈川県立がんセンター整備運営事業を「民間資金等の活用による公共施設等の整備等

の促進に関する法律」（平成11年法律第117号。以下「法」という。）第６条の規定に基

づき特定事業として選定しましたので、法第８条により特定事業選定における客観的評価

の結果を公表します。 

 

平成２０年１１月１３日 

神奈川県病院事業管理者 

病院事業庁長  堺 秀人 

 

特定事業の選定について 

 

１ 事業概要 

  本事業は、県内におけるがん医療の中核的病院として機能の強化を図り、がんに悩む

患者さんやその家族に対する支援、がん医療に携わる人材の育成等に取り組んでいくた

め、老朽化・狭あい化により都道府県がん診療連携拠点病院として求められる役割を果

たしていくことが困難となってきた現在の神奈川県立がんセンター（以下「がんセンタ

ー」という。）を新たに整備し、維持管理・運営を行うものである。 

 

（１） 計画地 

神奈川県横浜市旭区中尾二丁目５５－１外（現運転免許試験場） 

 

（２） 事業内容 

  ア 病院運営関係 

  （ア）統括マネジメント業務 

  （イ）メディカルアシスタント業務 

  （ウ）物流管理運営業務 

  （エ）検体検査業務 

  （オ）患者給食提供業務 

  （カ）清掃・廃棄物処理業務 

  （キ）植栽管理・外構清掃業務 

  （ク）保安警備業務 

  （ケ）電話交換・館内放送業務 

  （コ）院内保育施設運営業務 

  （サ）施設設備保守管理業務 

  （シ）医療機器保守点検業務 

  （ス）利便施設運営業務 
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  イ 新病院建設関係 

  （ア）設計業務 

  （イ）建設業務 

  （ウ）医療機器・備品等調達業務 

  （エ）開業準備業務 

  （オ）旧がんセンター解体除却業務 

 

（３） 事業方式 

ＢＴＯ（Build Transfer Operate）方式とし、事業者は病院施設を設計・建設し、

神奈川県病院事業庁（以下「病院事業庁」という。）に所有権を移転した後、病院

施設の維持管理・運営を行う。 

 

（４） 支払方法 

  ア 支払方法   事業者から病院事業庁に提供されたサービス（上記（２）事業内

容に記載する各業務をいう。以下同じ。）に対する対価は、サービ

ス購入料として一体で支払う。 

  イ 支払期間   ２０年５か月間 

  ウ 支払回数   年４回とする。 

  エ その他    年度毎のサービス購入料には、物価変動等の要因を反映させる。 

 

２ 病院事業庁が直接実施する場合とＰＦＩで実施する場合の評価 

（１） 評価の方法 

本件事業において、利便施設運営業務は事業者が当該収入により運営するため、Ｐ

ＦＩ事業と病院事業庁が直接実施する場合との比較において、病院事業庁の財政負担

額の比較を選定理由とすることになじまないため、定性的評価は利便施設運営業務を

含めて行うが、定量的評価については利便施設運営業務を除く事業について行うこと

とした。 

 

（２） コスト算出による定量的評価 

病院事業庁が直接事業を実施する場合の公共負担額とＰＦＩで実施する場合の公共

負担額の比較を行うに当たり、その前提条件を次のとおり設定した。なお、これらの

前提条件は、病院事業庁独自の仮定で設定したものであり、実際の民間事業者の提案

内容を制約するものではなく、また一致するものでもない。 

  ア 病院事業庁が直接事業を実施する場合の前提条件 

（ア）算定対象とする経費は、病院施設の開業費（工事監理費等）、除却工事費、建
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設費、医療機器・備品等整備費、病院債支払利息、維持管理運営費、修繕費及

び病院事業庁の人件費とした。 

（イ）建設費及び医療機器・備品等整備費の財源には、病院債が80％充当されるもの

とし、償還条件は、建設費は償還期間20年間（据置期間なし）、医療機器・備品

等整備費は償還期間５年間（据置期間なし）とし、病院債の利率は平成20年の直

近の利率とした。 

（ウ）開業費（工事監理費等）、除却工事費、建設費、医療機器・備品等整備費、維

持管理運営費及び修繕費は関係事業者からの参考見積り、ヒアリング及び現在

のがんセンターの事業実績を参考に算出した。 

イ ＰＦＩで実施する場合の前提条件 

（ア）算定対象とする経費は、病院施設の開業費（工事監理費等）、除却工事費、建

設費、医療機器・備品等整備費、割賦利息、維持管理運営費、修繕費及び人件費

とした。 

（イ）開業費（工事監理費等）、除却工事費、建設費、医療機器・備品等整備費、維

持管理運営費及び修繕費については、神奈川県におけるＰＦＩ事業の先行事例や

関係事業者からの参考見積りやヒアリング等を参考に算出した。 

（ウ）民間事業者は市中金融機関から20年間の借入を行うものとし、金利水準は最近

時の20年物スワップレートを採用し、スプレッドは神奈川県におけるＰＦＩ事業

の先行事例の提案実績の平均値とした。 

（エ）サービス購入料の算定に当たっては、民間事業者、出資者にとっての収益性、

金融機関にとっての融資金返済の安全性が十分に見込まれる事業となるよう配慮

した。 

ウ その他の前提条件 

  割引率は過去10年の10年物国債の利回りをインフレ率で調整し、2.6％とした。 

エ 定量的評価結果 

  上記アからウまでの前提条件で、病院事業庁が直接事業を実施する場合の公共負

担額とＰＦＩで実施する場合の公共負担額を比較すると、次表のとおりである。 

項  目 金額（現在価値） 比率（削減率） 

病院事業庁が直接事業を実施する 

場合の公共負担額 

５２，７０１百万円 － 

ＰＦＩで実施する場合の公共負担額 ５０，４３１百万円 ９５．７％ 

〃（病院債を50％導入した場合） ４８，０１７百万円 ９１．１％ 

公共負担軽減額 ２，２７０百万円 （４．３％） 

〃（病院債を50％導入した場合） ４，６８４百万円 （８．９％） 

           （数値は割引率を用い、現在価値に換算したものである。） 
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（３） リスク調整（民間事業者に移転されるリスク） 

本件事業において、病院事業庁から民間事業者に移転するリスクの中から工事遅延

リスク、食中毒発生リスク、患者情報流出リスクといった特徴的なリスクを抽出し定

量化すると、設計・建設期間及び維持管理・運営期間を通じて、総額９６百万円と推

計される。ＰＦＩで実施する場合の事業費には、この移転リスク相当分が含まれてい

ることから、ＶＦＭ評価上は病院事業庁が直接事業を実施する場合にも、これと同じ

金額を、従来病院事業庁が負担していたリスク相当分として加算することが必要とな

る。 

その他、定量化は困難であるが、本件事業においては、従来、病院事業庁が負担し

ていた資金調達リスク、建設リスク及び維持管理・運営リスクを民間事業者に移転し

ている。 

 

（４） その他評価（ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価） 

設計、建設、維持管理・運営の各業務を民間事業者が一括して受託することにより、

効率的で機能的な施設運営を期待することができる。特に、医療スタッフを周辺業務

に関する雑務から解放し、本来業務に専念させることで、よりきめ細やかな医療サー

ビスの提供、医療事故防止の実現等が期待できる。利便施設運営業務についても民間

事業者が有するノウハウ等を活用することにより、利用者のニーズに対応した良質な

サービスを提供できるなどのサービス水準の向上が期待できる。 

また、物価変動等により金額の変動はあるものの、事業費用をサービス購入料とし

て20年間にわたり支払うため、財政支出の平準化を図ることができる。 

 

（５） 総合評価 

本件事業は、コスト比較において、ＰＦＩ事業として実施することにより、病院事

業庁が直接実施する場合と比較して、公共負担軽減額は２，２７０百万円～４，６８

４百万円、削減率は４．３％～８．９％となる。 

なお、これに特徴的なリスクを抽出して定量化したリスク調整額９６百万円を加え

ると、合計２，３６６百万円～４，７８０百万円、４．５％～９．１％の公共負担軽

減の効果が認められる。 

また、定性的評価においても、民間事業者のノウハウの発揮により一定の効果が期

待できる。 

 

 以上により、本件事業をＰＦＩ事業として実施することが適当であると認め、ここに法

第６条に基づく特定事業として選定する。 
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神奈川県立がんセンター特定事業の客観的評価の公表 
 

神奈川県立がんセンター特定事業の事業者の選定を行いましたので、「民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（以下「PFI法」という。）第８条の

規定に基づき、事業者選定における客観的な評価をここに公表します。 

 

平成22年３月17日 

神奈川県病院事業管理者 

病院事業庁長  堺 秀人 

１ 落札者 

大林組・ニチイ学館グループ 

（グループ代表者）(株）大林組 横浜支店 

（グループ構成員）(株）ニチイ学館 

（協  力  企  業）相鉄建設（株） 

（協  力  企  業）(株）日本設計 

 

２ 落札者決定の経緯 

PFI法及び総合評価一般競争入札の手続きに従い、あらかじめ公表した落札者決定基

準に基づき、神奈川県PFI事業者選定審査会において審査が行われ、優秀提案者に選定

された事業者を落札者として決定しました。 

審査の詳細は、「神奈川県立がんセンター特定事業提案審査講評（神奈川県PFI事業

者選定審査会）」（平成21年12月24日公表）のとおりです。 

 

３ 病院事業庁が直接実施する場合の公共負担額と民間事業者の提案に基づく公共負担額

の比較 

(1) VFM検討の前提条件 

選定する民間事業者の事業計画に基づくVFM（Value For Money）の算定にあたって設

定した主な前提条件は、表１のとおりです。 

表１ VFM検討の前提条件 

項目 値 算出根拠 

①割引率 2.6％ 割引率は過去10年の10年物国債の利回りをイ

ンフレ率で調整し、2.6％とした。 

②物価上昇率 ― ①割引率に含む。 

③リスク調整費 96百万円 病院事業庁から民間事業者に移転するリスク

の中から工事遅延リスク、食中毒発生リス

ク、患者情報流出リスクといった特徴的なリ

スクを抽出し定量化した。 
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(2) 事業費などの算出方法 

本事業を病院事業庁が直接実施する場合及びPFI手法により実施する場合の財政負担

額の算定に用いた事業費などの算出方法は、表２のとおりです。 

表２ 事業費などの算出方法 

項目 PSCの費用の項目 PFI-LCCの費用の項目 算定根拠 

①病院施設等整備に

かかる費用の算出方

法 

病院施設の開業費

（工事監理費等） 

除却工事費 

建設費 

医療機器・備品等整

備費 

サービス購入料１

（設計業務・建設業

務、医療機器・備品

等調達業務）の元本 

サービス購入料４

（開業準備業務、旧

がんセンター解体除

却業務、最終引渡し

の敷地での駐車場等

整備業務） 

【PSC】 

関係事業者からの参

考見積り、ヒアリン

グ及び現在のがんセ

ンターの事業実績を

参考に算出した。 

【PFI-LCC】 

落札者の提案内容を

踏まえて算出した。 

②病院施設の維持管

理及び運営にかかる

費用の算出方法 

維持管理運営費 

修繕費 

病院事業庁の人件費 

サービス購入料２

（統括マネジメント

業務、メディカルア

シスタント業務、物

流管理運営業務（リ

ネン・滅菌物管理を

除く）、清掃・廃棄

物処理業務、植栽管

理・外構清掃業務、

保安警備業務、電話

交換・館内放送業

務、院内保育施設運

営業務、施設設備保

守管理業務（大規模

修繕を除く）、医療

機器保守点検業務） 

【PSC】 

関係事業者からの参

考見積り、ヒアリン

グ及び現在のがんセ

ンターの事業実績を

参考に算出した。 

【PFI-LCC】 

落札者の提案内容を

踏まえて算出した。 

  サービス購入料３

(物流管理運営業務

(リネン・滅菌物管

理）、検体検査業
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表２ 事業費などの算出方法 

項目 PSCの費用の項目 PFI-LCCの費用の項目 算定根拠 

務、患者給食提供業

務） 

  サービス購入料５

（施設設備保守管理

業 務 （ 大 規 模 修

繕）） 

 

③資金調達にかかる

費用の算出方法 

病院債支払利息 サービス購入料１

（設計業務・建設業

務、医療機器・備品

等調達業務）の支払

利息 

【PSC】 

建設費及び医療機

器・備品等整備費の

財源には、病院債が

80％充当されるもの

とし、償還条件は、

建設費は償還期間20

年間（据置期間な

し）、医療機器・備

品等整備費は償還期

間５年間（据置期間

なし）とし、病院債

の利率は平成21年3

月末の利率とした。 

【PFI-LCC】 

落札者の提案内容を

踏まえ、基準金利へ

上乗せするスプレッ

ド は 1.200 ％ と し

た。 

なお、金利変動に基

づくサービス購入料

の改定による影響を

考慮し、基準金利

は、平成21年3月31

日午前10時の6ヶ月

LIBORベース 20年物
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表２ 事業費などの算出方法 

項目 PSCの費用の項目 PFI-LCCの費用の項目 算定根拠 

円金利スワップレー

ト を 採 用 し 、

1.763％とした（基

準金利は、実際には

6ヶ月LIBORベース5

年物円金利スワップ

レートを用いること

としているが、5年

ごとの基準金利見直

しによるサービス購

入料１の支払利息増

額リスクを加味し

た。）。 

※PSC  ：病院事業庁が直接実施する場合の公表負担額 

※PFI-LCC：民間事業者の事業計画に基づく公共負担額 
 

(3) 選定する民間事業者の事業計画に基づくVFM 

以上の条件によりPSCを算出したところ、病院事業庁が直接実施する場合の公共負担

額は51,054百万円（消費税及び地方消費税を含まない。以下同様。）となり、これにリ

スク調整費96百万円を加算すると、PSC（現在価値ベース）は51,150百万円となります。

また、PFI-LCC（現在価値ベース）は45,630百万円となります。 

PSCとPFI-LCCを比較すると、民間事業者が実施するほうが、病院事業庁が直接実施す

る場合より、現在価値ベースで5,520百万円削減されます。 

表３ 選定する民間事業者の事業計画に基づくVFM 

項目 値 備考 

①PSC（現在価値ベース） 51,150百万円 特定事業選定時から民間事業者の提案書提出

時までの物価変動及び金利変動等を踏まえ

て、特定事業選定時に公表したPSCの額を見

直した。 

②PFI-LCC（現在価値ベース） 45,630百万円  

③VFM（金額） 5,520百万円  

④VFM（割合） 10.8％    

⑤使用した割引率 2.6％   特定事業選定時に使用した割引率を使用。 

 



ＳＰＣ委託業務について 

 

１ ＳＰＣ委託業務の現況 

 (1) 委託業務の内容   

平成25年11月より新病院開院に併せて、包括的に病院の維持、運営、管理業務をＳ

ＰＣ(㈱神奈川メディカルサービス）に委託、委託業務の内容は別紙のとおり。 

  (2) 委託費について 

   平成26年度委託料  1,948,355千円 

 

２ ＳＰＣ委託の効果と課題 

 (1) 効果 

  ① メディカルアシスタントの早朝、夜間及び土日配置、患者給食メニュー拡大、保

育所運営の24時間保育開始など病院機能の充実 

  ② 施設維持業務の一本化や物品調達及び管理の一元化等、病院管理事務の軽減 

 (2) 課題 

    ① ＰＦＩ導入以前の平成24年度と比較して、委託料が約６億円の増となっている。

この増分については、業務の効率化や規模の拡大等による収益増で賄う計画となっ

ているが、現時点では麻酔科医をはじめとした人的な課題が残されており、予定し

た機能が十分に発揮されていない状況である。その一方で、委託料は当初予定した

機能分を含めた額を契約額としている。 

② 本年６月に職員を対象に実施したアンケート及びヒアリングに基づく業務実施

状況の検証では、概ね適切な業務水準が確保されているものの、一部の業務に改善

余地があることが判明した。 

  

３ 今後の対応 

 (1) 機能整備について 

・ ２(2)の①については、早期に課題を解消し、収益の増加を図っていく。そのう

えで、契約内容について、病院の機能・規模に見合った内容とするよう、あらため

て検証を行う必要がある。 

・ 手術室や外来化学療法室などの当初予定していた機能は、第二期中期計画中に

順次体制を構築し、平成31年度にフル稼動の予定であるが、計画の前倒し実施と早

期の機能整備に取り組むこととする。 

(2) 業務運営の改善、業務の質の向上について 

・ ２(2)の②に関しては、平成27年５月に病院長を座長とした「神奈川県立がんセ

ンターＳＰＣ業務見直し検討会議」を設置し、業務内容の検討を行うとともに、契

約に定めたモニタリングの強化や協議を通じて、委託業務の実施状況を点検し、質

の向上を図ることにより、医療スタッフが本業に集中できる業務環境を構築する。 

資料 12-2 
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（単位：百万円）

入札公告時 当初契約時 現在

施設整備費 30,391 22,983 21,075

委託費 31,895 37,435 39,078

大規模修繕費 4,247 2,284 2,284

その他 743 498 898

計 67,276 63,200 63,335

ＳＰＣ委託業務における導入後の経過と今後の見通し 

１ ＳＰＣ委託業務の現況 

平成25年11月より新病院開院に併せて、包括的に病院の維持、運営、管理業務をＳＰＣ(㈱神奈川

メディカルサービス）に委託しており、委託業務の内容等は次のとおりである。 

（１）委託業務の内容 

   【旧センター（平成25年10月末まで）】   【新センター（平成25年11月～）】         【追加委託業務】 

      ［ 委託業務 ]               [ ＳＰＣ包括委託業務 ]         H25.11 

                                 

 

 

                                   H26.4 

                                                                                                                               

 

                                                                      H26.8 

                                                                       

 

                                                         H27.2 

        [ 直営業務 ]                          

 

                                   H27.3 

                                   

 

 

（２）委託費について 

 ア ＰＦＩ事業の全体契約額 

 

 

 

 

 イ 平成 26年度ＳＰＣ委託料 

    平成 26年度ＳＰＣ委託料（※１）    1,948,355千円 

    平成 24年度関連業務費用（※２）    1,341,191千円 

    差引                   607,165千円 

※１ 新規分、追加分（重粒子線施設関連費用を除く）及び利便施設利用料を含む。 

※２ 委託料、賃借料、修繕費、給与費、給食材料費、職員被服費等の関連費用の決算額。 

ただし、給与費は、実支出額ではなく職種平均単価×人数で計算した。 

 

* 医事事務 

* 物流管理運営 

* 滅菌・消毒 

* 検体検査 

* 清掃・廃棄物 

* 保安警備 

* 施設設備保守点検 

* 植栽管理 

* 院内保育 

* リネン 

* 医事事務（ＭＡ業務） 

* 病棟作業（ＭＡ業務） 

* 物流管理運営 

* 滅菌・消毒 

* 検体検査 

* 清掃 

* 保安警備 

* 施設設備保守 

* 植栽管理 

* 院内保育（24時間保育） 

* リネン + 職員被服管理 

* 患者給食 + 食材調達 

* 電話交換・館内放送 

* 医療機器保守点検（新規） 

 

* 上記を統括する 

  マネジメント業務（新規） 

* 病棟作業 

* 患者給食 

* 食材調達 

* 電話交換・館内放送 

* 職員被服管理 

* 休日等の車両誘導業務 

* 重粒子線治療施設建設期間

中の電気主任技術者業務 

* 漢方サポートセンターＭＡ業

務 

* 物流（薬剤）管理業務の追加 

* 治験研究検体の前処理業務 

* 手術室の看護師介助業務 

 

* 重粒子線治療施設建設期間

終了後の電気主任技術者業務 

* 重粒子線治療棟引渡後の建

物管理業務（H27.11まで） 
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旧センター
平成24年度実績

新センター
平成26年度実績

H24-H26
対比

平成31年度計画
H24-H31
対比

　　　　　　　　※
平成37年度計画

入院延べ患者数 117,773 125,723 7,950 133,297 15,524 135,000

手術室手術件数 2,738 3,089 351 4,500 1,762 5,000

外来延べ患者数 177,312 215,235 37,923 203,782 26,470 257,000

入院収益 7,385 8,468 1,083 10,324 2,939

外来収益 3,877 5,049 1,172 5,239 1,362

ＳＰＣ関連委託費 1,341 1,948 607 1,948 607

材料費 3,963 4,937 974 5,189 1,226

減価償却費 655 1,854 1,199 1,479 824

※PFI導入決定時の県資料から引用

（単位：人、件、百万円）

（３）ＳＰＣ委託に伴うがんセンター職員の削減状況 

① 常勤職員（契約職員含む） 35名（事務職１、技能員 12、電話交換手４、保育士２、調理 16） 

② 非常勤職員        28名（事務補助１、がん登録４、調理２、栄養士１、配膳 20） 

 

２ ＳＰＣ委託の効果と課題 

（１）ＰＦＩ事業導入にあたり求める業務水準 

「神奈川県立がんセンター特定事業業務要求水準書（平成21年４月 神奈川県病院事業庁）」 

 

 

 

 

 

（２）効果 

  ① 病院機能の強化 ・ ＭＡ（ﾒﾃﾞｨｶﾙｱｼｽﾀﾝﾄ）の早朝、夜間及び土日配置 

            ・ 患者給食のメニューの拡大、特別食の導入 

            ・ 保育所運営の充実（24時間保育の開始） 

  ② 管理事務の軽減 ・ 個別に契約、立会、検査等を実施していた施設維持管理業務が一本化 

            ・ 診療材料等物品の在庫管理（定数の見直し、有効期限確認等）の一元化 

による経費の節減 

（３）課題 

    ① 委託料はＰＦＩ導入以前の平成24年度と比較して、約６億円の増 

・ 平成24年度支出額13億４千万円 → 26年度19億４千万円（ただし、新規・追加分を含む） 

・ ＰＦＩ導入に伴う委託料の増は、導入に伴う生産性の向上や規模の拡大による入院・外来患

者の増加や手術、外来化学療法件数の増、有料個室利用料の増などによる収益の増加で賄う計画

となっているが、平成 26年度実績では、委託料の増を収益で賄えていない。これは、麻酔科医

をはじめとした人的な課題が残されていることから、予定した機能（手術室の運用予定 12室⇒

現状８室など）を十分に発揮できていない状況である。その一方で、委託料は当初予定の機能分

を含めた額を契約額としている。 

② 業務運営は概ね適切な業務水準にあるものの、一部に不十分な業務がみられる 

・ 平成27年６月にすべての業務について、職員を対象にアンケート及びヒアリングによる検証 

を実施したところ、仕様書項目のうち約９割が要求水準をクリアする一方で、改善に余地のあ

る業務もみられた。 

 

 【新病院開院前後の収益及び費用の実績と計画】 

 

 

 

 

 

 

 

１ 総則 
（１） 本件事業共通の留意事項 
 
ウ がんセンターが総体として持つ能力を最大限発揮し、最高のパフォーマンスを発揮できるよう
に、がんセンタースタッフが医療サービスに集中できる業務環境を提供するとともに、病院事業庁
のパートナーとしての助言・協力を行い、がんセンターの健全経営に貢献すること。 
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（単位：百万円）
款 項 目 H26実績 H27計画 H28計画 H29計画 H30計画 H31計画
収益的収益 16,757 17,277 17,833 18,158 18,677 18,965
営業収益 16,462 17,064 17,642 17,973 18,498 18,773

医業収益 14,128 14,724 15,122 15,455 15,984 16,261
入院収益 8,468 9,234 9,498 9,738 10,136 10,324
外来収益 5,049 4,872 4,985 5,059 5,169 5,239
その他医業収益 610 619 639 659 679 699

運営費負担金収益 2,252 2,280 2,384 2,384 2,384 2,384
その他 82 59 135 133 130 127

営業外収益 292 213 191 185 179 193
運営費負担金収益 217 149 127 121 115 129
その他 76 64 64 64 64 64

臨時利益 3 0 0 0 0 0
収益的支出 17,961 17,528 17,891 18,161 18,108 18,076
営業費用 16,987 17,209 17,594 17,867 17,822 17,761

医業費用 16,260 16,806 17,191 17,464 17,419 17,359
給与費 6,274 6,266 6,284 6,402 6,447 6,492
材料費 4,937 4,870 4,965 5,059 5,107 5,189
経費 2,889 3,495 3,497 3,578 3,578 3,578
減価償却費 1,854 1,660 1,827 1,805 1,667 1,479
研究研修費 305 515 618 620 620 620

その他 728 403 403 403 403 403
営業外費用 358 306 298 289 278 310
臨時損失 616 13 0 6 7 5

△2,132 △2,082 △2,068 △2,008 △1,435 △1,097
△525 △145 48 106 676 1,011
△590 △238 △58 2 577 894

△1,204 △251 △59 △4 570 889

経常損益
純 損 益

営業損益
医業損益

■手術室手術件数と収益の推移見込 ■外来化学療法件数と収益の推移見込

1,518 1,563
1,866 1,926 2,064

2,244
2,460

2,700

412 379 508 515 529 541 559 569

2,738 2,685
3,089 3,210

3,440
3,740

4,100
4,500

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

[件][百万円] 手術料給付額 手術材料費

手術件数

1,360 1,505
1,803 1,776 1,908

2,058
2,220

2,400

1,151 1,279 1,530 1,480 1,590 1,715 1,850 2,000

11,624
12,565

15,067 14,800
15,900

17,150
18,500

20,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

[件][百万円]

収益 薬品費 件数

３ 今後の対応 

（１）機能整備について 

・ 課題に早急に対応するため、麻酔科医の獲得や化学療法の外来化の促進、医療機関との連携強

化等に取り組み、手術実施体制を確保するとともに入院・外来患者の増加に努め、第２期中期計

画における経営計画を着実に達成する。 

・ 手術室や外来化学療法室などの当初予定していた機能は、第二期中期計画中に順次体制を構

築し、平成31年度にフル稼動の予定であるが、計画の前倒し実施と早期の機能整備に取り組むこ

ととする。 

・ あわせて、さまざまなセンター化構想の実現や臨床研究の更なる推進などの取組みにより、が

んセンターの医療機能を最大限発揮し、収益の増加を図り、安定した経営基盤を確保する。 

・ そのうえで、契約内容について、病院の機能・規模に見合った内容とするよう、あらためて検

証していく。 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

  ■第2期中期計画（平成27～31年度）におけるがんセンターの収支計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■がんセンターにおける機能強化の推移と計画 

平成 25年度 新センターに移転（手術室・化学療法室の拡大、リニアック装置の増設等） 

平成 26年度 漢方サポートセンター開設、がんワクチンセンター開設 

平成 27年度 重粒子線治療開始 

平成 28年度計画 リハビリセンター設置、アピアランスセンター設置 
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（モニタリングの実施） 

第 56 条 病院事業庁は、事業者が提供するサービスの質及び内容を確保するため、別紙８

「モニタリングの実施とサービス購入料の減額及びボーナスポイントの付与」記載のと

おりモニタリングを行うものとする 

（２）業務運営の改善、業務の質の向上について 

・ 現場の医療スタッフからＳＰＣの業務に対する要望が上がっていること、また、ＰＦＩに移行

する前と比較して、費用が増加していることから、平成27年５月に病院長を座長とした「神奈川

県立がんセンターＳＰＣ業務見直し検討会議」を設置し、ＳＰＣ業務の見直しの検討を行う。 

・ さらに、６月に実施した検証作業において、課題の本質や解決の方向性が明らかになったこと

から、今後は、契約に定めたモニタリングの強化や協議を行い、業務内容の明確化や業務目標の

共有化を図り、がんセンターの機能に即した業務運営体制を構築する。 

・ なお、モニタリングについては、業務の履行状況の確認だけでなく、コストに見合った業務分

担、業務の規模に見合ったコストといった経済性の視点での検証も実施し、業務の質とコストを

担保する仕組みとしていく。 

 

 

 

 

                                   患者増、手術増への対応 

 

※ モニタリングの実施状況 

 病院では、特定事業契約書に基づき、ＳＰＣ事業者の業務実施状況を監視し、事業者が契約

書に定められた業務を確実に遂行し、かつ、業務要求水準書に従い実施しているか適宜確認を

行っているが、今後はモニタリングを強化し、高い水準の業務の履行を求めていく。 

○特定事業契約書抜粋 

 

 

 

 

 

○契約書別紙８で定めているモニタリング方法 

 事業者 病院事業庁 

日常モニタリング 
チェック項目に沿って各業務の遂行状

況を確認の上、業務日報を作成する。 

業務日報の確認、業務水準の評価。 

定期モニタリング 

月１回実施のチェック項目に沿って、

遂行状況を確認するとともに、業務日

報を基に業務報告書を作成する。 

業務報告書、業務総括書の確認、業務

水準の評価。 

随時モニタリング 
 抜き打ち検査による業務水準の評価及

び改善計画に基づく改善確認。 

 

 

 

コミュニケーションの改善 

助け合う風土づくり 
ＳＰＣ業務の質の向上 

医療スタッフが医療 

に傾注できる環境 



重粒子線治療施設における運営費及び収支見込について 

 

○ 重粒子線施設運営費 

年間収入（平成37年度以降同額） ※平成27年12月の治療開始を想定

治療患者数
治療費収入

（＠350万円）
一般会計

（利息の1/2）

平成27年度 10人 0.3億円 0.7億円
平成28年度 200人 7.0億円 0.9億円
平成29年度 340人 11.9億円 0.9億円
平成30年度 500人 17.5億円 0.9億円
平成31年度 660人 23.1億円 0.9億円
平成32年度 760人 26.6億円 0.9億円
平成33年度 780人 27.3億円 0.8億円
平成34年度 800人 28.0億円 0.8億円
平成35年度 820人 28.7億円 0.7億円
平成36年度 850人 29.7億円 0.6億円
平成37年度 880人 30.8億円 0.6億円

収入計

1.0億円
7.9億円
12.8億円
18.4億円
24.0億円
27.5億円
28.1億円
28.8億円
29.4億円
30.3億円
31.4億円  

 

○ 収支見込 

 

※平成27年度当初予算編成時の見込み 

(単位：億円）

区分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度

収入 2.3 8.0 12.9 18.5 24.1 27.5 28.2 28.8 29.5 30.4 31.4
支出 8.0 17.7 18.6 19.4 20.0 21.2 21.0 20.6 20.5 20.5 20.4
収支不
足額 △5.7 △9.7 △5.7 △0.9 4.1 6.3 7.2 8.3 9.0 10.0 11.0

累積 △5.7 △15.4 △21.1 △22.0 △18.0 △11.7 △4.4 3.8 12.8 22.7 33.7
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