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平成 29 年度第３回神奈川県地方独立行政法人 

神奈川県立病院機構評価委員会（８月２日）議事録 

 

議題１ 平成 28 年度業務実績の評価結果（案）の検討 

  

（事務局より資料１、参考資料１・２、資料２、資料３を説明） 

 

【小項目２】 

○花井委員 

看護師の採用について現場の努力が窺えたため、Ｓ評価に近いＡ評価と思っている。 

 

【小項目 13】 

○安川委員長 

足柄上病院では、導入時期を延期しており年度計画を達成できたとは言い難くＢでは

ないか。 

○石田委員 

今の意見に同意である。いかなる理由があっても導入できなかったため、Ｂ評価が適当

である。 

○安川委員長 

評価委員会の評価はＢ評価とする。 

 

【小項目 18】 

○安川委員長 

コメント案に「抜本的な見直し」とあるのに、評価をＡとして適切なのか伺いたい。 

○石田委員 

大阪府立病院機構も５つの病院があり、待ち時間は 13分、28 分、15 分、32 分、22 分

である。それに対して神奈川県立病院機構は、足柄上病院 60 分、こども医療センター32

分、精神医療センター30分、がんセンター40 分、循環器呼吸器病センター48 分と昨年度

に比べて増えている。 

待ち時間を短縮できている病院を参考に対応を考えていただきたい。委員会の評価は

Ｂ評価でよいと思う。 

足柄上病院の待ち時間は予約ありの時間か。また、予約ありとなしで分けてそれぞれの

時間を把握できるのか。 

○県立病院機構 

足柄上病院では、予約なしの患者の待ち時間も含んでいる。近隣に開業医の数も少ない

ので、予約なしの患者がかなり来る。 
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また、電子カルテを導入していないので、本当に正確な待ち時間の把握ができていない。

電子カルテの導入は平成 29 年度であるが、導入後の年度最後の１ヶ月ほどしか予約あり

の待ち時間の把握ができない。 

○石田委員 

足柄上病院以外は、全部予約ありの時間なのか。 

○県立病院機構 

こども医療センターは予約ありの時間である。また、国の事業であるが、待ち時間につ

いてはインディケーターとしてホームページ上で公表することにより、患者や医療者に

問題意識を持ってもらって短くしようという取り組みをしている。 

○石田委員 

足柄上病院は予約なしの時間を含めて 60 分であり、Ａ評価でよい。ただし、今後は予

約ありなしで分けられるのであれば、数字を出すように努めていただきたい。 

○花井委員 

診療に時間のかかる科と、そうでない科があると考えられる。もし予約の入れ方が、時

間のかかる科も１時間に何人診るとなっているとすれば、その科は遅くなっていくと思

う。 

○安川委員 

委員会のコメントは、「待ち時間を 30 分以内に短縮するために、予約の有無、診療科の

特性等を考慮して、抜本的な見直しが必要である」と変え、それに期待をしてＡ評価とす

る。 

 

【小項目 20】 

○安川委員長 

インフォームドコンセントの成果をより具体的に表記されると、もっと正しい評価が

できるのでないかという趣旨のコメントをした。他の委員の評価はＳということで、自己

評価と委員評価との間にギャップがあるが委員のＳ評価を採用してよいか。 

○石田委員 

セカンドオピニオン件数について、平成 31年度目標値を達成しているからＳとしたが、

確かにインフォームドコンセントの目標値がない。インフォームドコンセントも目標値

を示すべきといったコメントもあったほうがよい。 

この小項目において、病院機構はセカンドオピニオンとインフォームドコンセントの

どちらを重視するのか。 

○県立病院機構 

インフォームドコンセントは治療方針を説明して納得いただくもので、癌である場合

は必ず文書として残しており、行うのが当然のことであるので、実施したかどうかは評価

の対象にならない。また患者が納得している程度については数値化が非常に難しい。 
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インフォームドコンセントとセカンドオピニオンは対象者が異なる。セカンドオピニ

オンの目標値については患者サービスとして考えており、どこまで寄与できるか、また、

どこまで受け入れ体制を整えるのかという視点で目標をたてている。 

○安川委員長 

中期計画を立てる段階ではセカンドオピニオン受入の目標値は立てなかったが、実施

すると非常に、サービスとしては有効であったという理解でよいか。 

そうすると、実績に対する評価に、インフォームドコンセントについては今後も進めて

いき、もう一方のサービスとしてのセカンドオピニオンについては初期の成果を上げる

ことができたというように両者を分けて表記をしていただければ、評価は可能である。評

価自体は、自己評価のＡを尊重するというのはいかがか。 

○石田委員 

病院としてはセカンドオピニオンを積極的に受け入れたいと考えているのか。 

○県立病院機構 

経営面では積極的に受け入れたいが、現場の対応余力にも配慮が必要。 

○安川委員長 

自己評価どおりＡと評価する。 

 

【小項目 23】 

○栗飯原委員 

離職率自体は悪くなく、かなり努力されている。 

直接評価には繋がらないが、健康保持という視点からメンタルヘルスの不調が多いの

で、それらを未然に防ぎ離職させないために、臨床心理士を入れてケアをしたらどうかと

いう提案の意を含めてコメントした。評価は、数値からみるとＤで仕方がない。 

○花井委員 

目標が厳しすぎるのではないか。新卒の離職率は実績値で全国平均 7.8％だが、病院機

構は目標を５％としている。目標値は全国平均より抑えており、全国平均と実績値を比較

するとＤ評価は厳しい。 

○安川委員長 

目標値の設定根拠は何か。 

○県立病院機構 

平成 25 年度の離職率の実績値が 5.6％であり、第二期中期計画の策定時に、その数字

を基にした。 

また、その当時、平成 26 年度の全国平均は 7.5％ということであったが、県立病院機

構としては、目標を高く設定して、離職率は低く抑えたいと考えた。 

○安川委員長 

二つの目標値を掲げており、いずれも数字上ではＤ評価となるが、その背景にある離職
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率に係る高い目標設定については理解し、次年度以降の推移を見守るということを留保

した上で、今回は自己評価のとおりＤ評価とする。 

 

【小項目 26】 

○石田委員 

複数の目標値を設定した場合は、原則最も低い評価を自己評価とするということだが、

その最も低い評価の 75 歳以上の在宅復帰率の実績値 90.1％は平成 31 年度の目標値をす

でに上回っているため、Ｓ評価でよいのではないか。 

○県立病院機構 

在宅療養者への後方支援は病院を挙げて取り組んでいる。救急医療を行っているが、登

録患者の入院要請が出れば必ず病床を確保し受け入れるようにしている。また、在宅復帰

についても、地域包括ケア病棟を作って、非常に綿密に家族や担当のケアマネージャー等

とも相談しながら自宅退院に取り組んだ。目標に対する達成率はＡ評価であるが、病院と

してはかなり努力している。 

○栗飯原委員 

評価は、あくまで基準に基づいて行うものではないか。事情を加味するとバラつきが出

てきてしまう。 

○安川委員長 

在宅医療後後方支援病院としての登録累計患者数について、平成 31 年度目標値 200人

に対して、平成 28年度の実績値が 117 人にとどまっているということであれば、自己評

価のＡ評価は妥当と思う。 

○石田委員 

コメントには「75 歳以上の退院患者の在宅復帰率は 31 年度目標値を既に達成してお

り、在宅医療後後方支援病院としての登録累計患者数も 28 年度の目標に対して 120％で

非常に努力されており評価したい」と付してもらいたい。 

 

【小項目 31】 

○石田委員 

退院後の訪問看護は居住地との連携を推進することによって転院した結果であって患

者にとってはよいことではないのか。 

○県立病院機構 

こども医療センターが小児等在宅医療連携拠点病院としての事業として、地域の小児

科医療施設が在宅医療をできるように支援事業をしてきた結果と考えることができる。

ある意味では、地域の小児の在宅医療が充実し、拡充してきたといえる。こども医療セン

ターから地域の医療機関に移行することができる、そこからまた返していただくことで

拠点事業が実りつつあるというように考えた。 
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○石田委員 

そうであれば、地域に帰れた人の数が多い方が良い評価になるような目標設定にした

らいかがか。 

○県立病院機構 

平成 29 年度以降は地域にいけるのか自宅にいけるのかということを含めた、退院前の

カンファレンス件数を目標値に設定している。 

○石田委員 

実際に地域に移行した数よりもカンファレンス件数の方が大事なのか。 

○県立病院機構 

どのように振り分けていくかを考える機会ということで、その辺をもう少し検討する

必要がある。 

○石田委員 

いずれにせよ、次年度は違う目標項目にしたらいかがか。その他、緩和ケア外来患者数

はＳ評価であるため、小項目の評価は、Ｃではなく、Ａが妥当ではないか。 

○栗飯原委員 

逆紹介件数の数値を並列し、退院後訪問看護件数が減っても、逆紹介件数が増えていれ

ば、説明にあった背景を把握できるのではないかと思う。 

○県立病院機構 

小児の場合は紹介状を書いても、また、拠点病院に戻ってくることが多く、逆紹介率は

地域に移行している指標にならないのが現実だが、それを並立して表記することも必要

と思う。 

○安川委員長 

退院後訪問看護についても居住地に帰した努力の成果を明らかにした方が、緩和ケア

外来件数との関係性がより明確になると思う。そのあたりを次年度以降ご考慮いただき

たい。 

この小項目において、退院後訪問看護件数を目標値にするのはなじまないのではない

か。今後の取扱いについて整理をしていただきたい。 

評価としては、退院後訪問看護件数だけではなく、退院後の支援、退院後の緩和ケアの

受入について、一層の努力をしていただきたいという趣旨のコメントを付し、Ａ評価した

い。 

○県立病院機構 

自己評価として複数の目標値を設定した小項目は、原則、最も低い評価を自己評価とす

るという規定は、あくまで自己評価の際に統一的に判断するためのものであり、評価委員

会の評価を制限するものではないと解釈しているところである。 

 

【小項目 34】 



6 
 

○石田委員 

医療観察法病棟の場合は法の規制を受けるため、病院機構で積極的にアプローチする

のでなく、該当する患者がいた場合の病床利用率であり、病院機構ではコントロールでき

ないものという理解でよいか。 

○県立病院機構 

  そのとおりである。 

○石田委員 

平成 28 年度の病床利用率はそれぞれ、思春期の評価がＢ、ストレスケアがＡ、集団治

療プログラム延患者数がＡ、医療観察法病棟はＢであり、他の病院に比べて精神医療セン

ターの病床利用率は一番よい。目標値が高く、全体の達成率は 91.8％で非常に頑張って

いる。 

医療観察法病棟の数値が低いが、病院機構のコントロール外であり、Ａ評価でよいので

はないか。医療観察法の病床利用率は、目標ではなく参考にされたらいかがか。 

○県立病院機構 

今年度の計画からはそうしている。これは平成 28年度実績のため記載した。 

○安川委員長 

評価はＡ評価とする。 

 

【小項目 46】 

○石田委員 

目標は「効率的な病床運用を行い収益の向上に努める」としているが、目標値がない。

実績は定性的な文言で自己評価はＡとなっている。しかし、実際の病床利用率を他の資料

で見ると、５病院のうち３病院が目標を下回っていたため、Ａ評価ではなくＣ評価とした。 

○安川委員長 

実績には多く項目が挙がっているが、年度計画を達成したと書いてあっても、年度計画

のどの部分が達成できたのか見えにくい。評価が難しい部分がある。 

○栗飯原委員 

収益の確保を目標としていて、医業収益は前年比では 13 億ほど伸ばしている。収益を

確保できたといえなくもない。一方、個々の病院をみると、病床稼働率や利用率が下回っ

ている。医業収益だけをもって評価してよいのか、この小項目の見方がわかりづらい。 

○安川委員長 

  計画に対する実績をもって評価するため、計画の様々な要素をすべて合わせて、総合的

に判断して自己評価をしたのであれば、そのように記載すべきである。 

そうでないのであれば、今回はこの部分を評価したので、自己評価をＡとしたと判断理

由を示す必要がある。 

○県立病院機構 
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業務実績を書くにあたり年度計画に沿って、それぞれの病院での取り組みをできるだ

け具体的に記載するように努めた。結果的に、見づらくわかりにくいというご指摘があっ

たため、来年度に向けて、それは工夫をする必要があるかと思う。 

評価については、それぞれの項目、計画に沿った取り組みが一定程度できたかを、全体

として評価し、自己評価をＡとした。 

○安川委員長 

小項目 46では収益の確保について、総括的な表記であることは了解したが、ここで記

載されていることは個人未収金の回収等ごく一部の取組みであり、その取り組みに係る

実績が数値で示されておらず評価しづらい。 

その場合、石田委員のように他の資料から別の取組みについて数値をもってきて評価

することも考えられるが、病院機構としては何をどう評価したのかはっきりした形で示

していただければ、Ａ評価でもよいかと思うがいかがか。 

○石田委員 

他の病院機構と比較すると、収益の確保というと病床利用率、新入院患者数、平均在院

日数といった、指標があってしかるべきかと思う。 

ただ第 1 期中期計画のときには病床利用率や平均在院日数はあったが今回はなく、目

標値として挙げられていないので、コメントとしては、収益の確保を図るための病床利用

率、新規の患者数及び平均在院日数を目標値として定めるべきとコメントに付したい。評

価としては、実績値が 81.9％なので、Ａとはいいがたい。 

○安川委員長 

日々の病床利用率等を地道に改善していくことの延長に、病院経営の安定効率はある。

コメントに、業務運営体制の確立・収益の確保という点については、病床利用率の改善な

ど、積極的に改善に向けて努力をされたいという文言をぜひ入れたい。 

収益トータルに関する小項目 50 はＤ評価であり、これとの関係で小項目 46 を評価す

ると、委員会評価としては、ぜひ今後大いに期待をしているということも含めて、Ｃ評価

とする。 

○県立病院機構 

29 年度計画では、目標値に病床利用率、入院延患者数、外来延患者数及び入院単価等

の具体的な指標を設定したので、この実績数値は次年度お示しできる。 

 

【小項目 48】 

○石田委員 

目標値が低すぎないか。国は数量シェア目標を 70％としている。大阪府立病院機構で

は 5 つの病院があり、28年度実績が、76.1％、70.1％、67.9％、77.3％、86.5％。病院機

構では数量ベースだが、実績値 60.1％である。目標値はクリアしているが、目標値自体

が低いのではないか。 
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○栗飯原委員 

個々の病院で見ると非常に高い。足柄上病院が 87％、がんセンターは 79％、循環器呼

吸センターは 81％であり、特殊な医療を扱うこども医療センター等はどうしても低くな

り、全体で約 60％となっている。そのため、病院ごとに表記したらいかがか。 

○安川委員長 

実績値を個々に見ていくと高い病院もあるが、ひとくくりにしているために低いとい

いうのは非常にもったいない。個々の病院ごとに目標と実績は分けることはできるのか。 

○県立病院機構 

病院ごとの実績値は把握している。 

○石田委員 

病院ごとに目標値はあるのか。 

○県立病院機構 

計画上は病院ごとに設定していない。 

○花井委員 

特殊な診療を扱う場合、後発医薬品を使用しやすい状況とそうでない場合が考えられ

る。そのため、病院ごとに目標値が違うのではないか。 

○安川委員長 

一括で目標値を設定するのは、その病院の特性が違うことから、無理があるような気が

するため、各病院の特性に応じて、目標値、実績値、達成率の三つのデータを次年度以降

示していただきたいと、コメントしたい。評価については、示されている数値に基づいて

Ａ評価としたい。 

 

＜大項目評価＞ 

○事務局 

小項目１から 45 の「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 32、Ｂが４、Ｃが２、Ｄが１となった。小項目 46から

52 の「経営基盤の強化に関する事項」については、Ｓが０、Ａが５、Ｂが０、Ｃが１、Ｄ

が１となった。 

○安川委員長 

各評価の分布から、委員会評価としては「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」、「経営基盤の強化に関する事項」ともにＡ評価でいかがか。 

○石田委員 

「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」はＡで結構

だが、「経営基盤の強化に関する事項」は、結果的に財務が大幅に計画を下回っているの

で、ＣかＤではないか。 

○花井委員 
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色々な努力をされていることが窺えるので、ＤよりＣがよいかと思う。Ａ評価とするの

は難しい。 

○栗飯原委員 

重粒子線治療施設の課題もあるので、Ｃがよいと思う。 

○安川委員長 

経営基盤の強化の最終的な達成度を勘案し、一方で厳しい経営環境の中で大いに努力

されていることから、「経営基盤の強化に関する事項」はＣ評価とする。 

 

議題２ 平成 28 年度財務諸表に対する意見の検討 

 

（事務局より資料４を説明） 

 

○安川委員長 

各委員から何か意見はあるか。 

（異議なし） 

委員会として、特段の意見はないものとする。 

 

以上 

 


