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平成 26年度第２回神奈川県地方独立行政法人評価委員会（７月 22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を説明。（法人からがんセンターのＰＦＩ関係を補足説明。） 

【質疑概要】 

○委員 

それでは、小項目毎の検討ということになるが、その前に、前回の委員会の質問事項であ

るＰＦＩに関する事項と決算報告書の医療収益について、先に補足説明をお願いしたい。 

○法人 

がんセンターの新病院をＰＦＩで行うことについては、県立病院機構が独立行政法人にな

る前の 20年度に、神奈川県として事業決定を行った。 

この際、業務費全体のコストとしては、県が直営で事業を実施した場合、建設費・委託業

務費用等で 734 億円の費用が試算され、ＰＦＩ事業として実施した場合は、689 億円で事業

実施できるということで、約 45億円の削減効果を見込んだ。 

その後、21 年度に総合評価方式により、事業者を選定して、建物の建設、運営及び経営

管理業務を包括的に委託することとした。 

県立病院機構としては、22 年度の独立行政法人設立に伴い、このがんセンターの病院運

営に係るＰＦＩ事業を引き継いだ。 

委託業務の具体的な範囲としては、物流管理、検体検査、警備・清掃といった従来からの

業務に加え、施設の保守・管理業務、あるいは、院内保育業務の拡大、こうしたことによる

患者サービスや職員の勤務環境の向上を図った他、新たに病棟の技能員業務や電話交換、患

者給食業務等を委託化したという状況である。 

こうした業務内容の拡大や、サービス水準の向上を図ったことにより、委託にかかる費用

ということをＰＦＩ運用前と比較すると、前回報告したような額が増加されているが、建設

費用を含む、バリューフォーマネーという意味では、当初の県が直営で実施した場合との比

較では、現在契約額で比較すると、75億円程度のコストメリットが行われている。 

また、委託業務についても、業務水準が適切に運営されるよう、定期的にモニタリングを

行うと契約をしているので、進行管理にはしっかりと取り組んでいく。 

続いて、決算報告書の医業収益について、計画額に対して決算額が 12 億 3,000 万程届い

ていない主な理由として、入院患者単価の減に伴う入院収益等の減と報告したところ、具体

的にどういう単価の条件になっているのかと質問を頂いた。 

決算で、病院別に計画額を達成できなかった病院としては、こども医療センター、精神医

療センター芹香病院、それから循環器呼吸器病センターの３病院である。 

こども医療センターでは、当初計画では、患者単価８万 2,267 円を計画していたが、決算

ベースでは 7 万 8,451 円ということで、3,800 円程度、率にすると 4.6％程達成できなかっ

た。 
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主な理由としては、小項目６にも記載があるが、適用症例の減に伴い心臓血管外科の手術

が計画通り伸びなかったこと、あるいは、血液再生医療科など高額の薬品を使う診療科で、

注射料収入等が減ったということがあげられる。 

また、芹香病院については、計画では 2 万 4,213 円に対して、2 万 3,447円ということで、

３％ほど、計画に達しなかった。 

主な理由としては、医療観察法病棟を運用していく中で、この病棟については、標準期間

という一定の入院期間がある。急性期、回復期、社会復帰期、というふうに大きく三つに分

かれ、このそれぞれの期間に応じて診療報酬上の単価が定められているが、回復期の診療報

酬上の金額というのが一番低い金額になっている。結果としては、この単価の安い回復期の

患者の割合が想定以上に多かったということで、患者単価が計画通り達成できなかった。 

循環器呼吸器病センターについては、計画の単価の 5万 7,751円に対して、決算では 5万

2,542円ということで、5,200円程度、率だと９％ほど、計画を達成できなかった。 

主な理由としては、院内における心臓手術の必要な患者が減少したこと、医師の異動等が

あり心臓手術あるいはカテーテルアブレーションなどの実績が減少したということである。 

○委員 

がんセンターのＰＦＩの進捗をモニタリングする機能は、評価委員会にとって関係がない

こととは思わない。場合によっては、ＰＦＩの計画の進捗状況を報告いただき、意見を示す

ことはありえる。 

前回の報告においても、「建物の建設を含むＰＦＩ契約の全体では、決してデメリットに

はなっていない。」といいながら、現実は、委託業務その他で、当初見込みよりはＰＦＩの

メリットを十分に達成できているわけではないと、一応受け止めている。 

ＰＦＩを導入した際の進捗についての管理は、しかるべきルールが定められているはずで

ある。それに従っていただければいいと思うが、実情を聞かせていただきたい。 

サービス内容もさることながら、財務内容やその後の運営状況等については、やはり基本

事項だと受けとめており、今後の評価委員会としての検討ということで、適当な方法で、対

処の方法をお考えいただきたい。 

○委員 

ＰＦＩの契約は、がんセンターの運営において大きなウエイトを占めるので、例えば、Ｐ

ＦＩでよいサービスを提供したらインセンティブとして報酬を上げるとか、契約やモニタリ

ングについて、どこをどのように見ているのかということも知りたい。 

今日の短い時間の報告だけだと全体像が見えず、この委員会で報告いただくのも非常にタ

イトだと思うので、ＰＦＩの導入を決定した時の検討資料や契約書、スケジュールや予算に

関する資料などをいただきたい。 

○委員 

ＰＦＩについては、いま各委員から指摘があったとおりである。 

この時間内に、詳細な説明と議論をする余裕は持てないと思うので、今後、現在どういう
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状況であり、将来どうなるかということについて、別途説明等をしていただき、その上で、

この委員会としての対応を、どこまでということも含めて考えることとしたい。 

 ○委員 

それでは、小項目の検討に入っていくが、例年通り、評価のコメントについては、事実 

誤認等がなければ、できる限り掲載することとし、また、評価に矛盾する場合は調整するこ

ととなるが、今回は、それほど矛盾するようなコメントはないということで、事務局の方で

コメントの素案を記載しているので、それを見ながら検討いただきたい。 

（小項目１） 

○委員 

資料に書いてある通り、Ｓ評価ではないかと思ったのだが。 

○法人 

内視鏡検査の実績が、目標値の 120％以上になってないので、Ａ評価にした。 

○委員 

120％は、評価の目安のパーセンテージだが、少し届かなかったという理解か。 

○委員 

もう一つの目標である鏡視下手術は、目標値に対して 150％の達成である。 

目標値が２項目あった時に、その片方の実績値は目標を超えていて、片方はそうではなか

った場合に、どちらをどのようにとるのか。何か考えはあるか。 

○法人 

病院としては、高齢者を相手にする検査として、鏡視下手術も大事だが、内視鏡検査の件

数を重きにおいたということである。 

内視鏡手術については、目標に対して実績は 110％ではあるものの、件数自体がそれほど

上がってないということで、全体としてＡ評価にした。 

○委員 

   委員会の評価は Ａとする。 

（小項目２） 

○法人 

バーセルインデックスについては、入院前の状態に戻すというところを数値化したもので、

高齢者の場合、入院期間が長くなればより体力が落ち、バーセルインデックス自体が落ちる

が、それを、退院時には、入院時よりもさらに入院前の状態に戻すということを目標に我々

はやっている。 

入院時よりも全ての項目で高くなって退院しているということで、評価していただきたい。 

○委員 

バーセルインデックスについて、上回ったと書かれているが、今後は具体的な数字を記載

して欲しい。例えば１が 1.1 でも上回っているが、１が５だったら、ものすごく上回ったと

いうことが分かるので、コメント（案）に、ぜひ、このバーセルインデックスの数値を具体
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的に入れていただきたい。 

具体には、バーセルインデックスが入院時平均 1.97点から退院時平均 5.83点に機能が向

上するなど、全ての項目において改善していることは素晴らしいといったコメントを追加し

たい。 

○委員 

数値を入れた方が分かりやすので追加する。 

（小項目３） 

○委員 

年間救急受入は、依頼がなければ生じないので、目標は、依頼件数ではなくて、受入率と

した方がよい。それで、前回がＡ評価で今回がＢ評価になっているが、受入率を見てみると、

24年度及び 25年度ともに 95.6％であり、今回もＡ評価でよいのではないか。 

○委員 

委員会としてはＡ評価とする。 

（小項目４） 

○委員 

産婦人科の医師は、２名体制で厳しい状態にある。 

○委員 

Ｃ評価でもやむを得ないと思うが、産婦人科の医師を探すというのは、本当に大変なこと

であるというのを、ひしひしと身にしみて感じているので、Ｃ評価でも、絶対にめげずに、

何とか県民のために頑張って欲しいということは、ぜひ加えていただきたい。 

○委員 

そのことがコメントの文面に滲み出ているので、その点もきちっと受け止めていただき、

コメントは素案のままとする。 

○委員 

助産師の正常分娩の取組みをかなり努力されているが、実際、何人でやっているのかを質

問したところ、12 名と回答を頂いた。12 名だと、不足しているとは思えない人数だが、実

際に、１勤務で２人ぐらいはいるのか。 

○法人 

３人で夜勤を行っていて、２人が助産師とか、あるいは１人の場合はオンコールという形

をとっている。 

○委員 

オンコールでの対応を考えると、一応平均２人は最低でもいることになる。正常分娩を取

り上げるにしても、最低２名の助産師体制は必要と思ったので確認した。 

（小項目５） 

○委員 

小児がん患者が１万人に１人程度で、県内に 120 人ほどいる中で、60 人ほど受け入れて
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いるということは、半分程度を受けて入れているということで、評価するとコメントした。 

（小項目６） 

○委員 

手術件数を目標値とすることについてコメントが示されているが、この点はいかがか。 

○法人 

確かに、手術件数は、来る患者の数によって当然件数が変わるので、指標としては、必ず

しも適切ではない部分があるとは思っているが、特に外科治療の成果を、高度医療あるいは

専門医療の一つの形として、どう表すのかは、なかなか難しいと考えている。 

（小項目７から９） 

○委員 

   コメントは素案のままとする。 

（小項目 10） 

○委員 

リワークプログラムの背景についてであるが、他の医療機関で取組みが進んでいることに

伴って、実績が目標値に届いていないということか。 

○法人 

リワークプログラムについては、当初に取組みを始めた時は、県内では我々を含めて数ヶ

所しか取り組んでいなかったが、現在では、10 数施設が取り組んできている状況になって

きており、そういう面で、大分人数が減ってきたという状況が昨年出てきた。 

今、内部で対象者を検討しており、今後は、民間は求職者を、我々は離職者を対象にする

ことを考えている。 

○委員 

県立病院としての機能を明確にして、役割分担をしていくものと理解した。 

コメントにもあるが、近隣の病院が取り組んだ影響ということであれば、必ずしもマイナ

スに捉える必要はない。 

確かに、この指標自体を客観的に捉えるとＢ評価ということになるのかもしれないが、実

態を見るとそうではないということで、Ａ評価でいかがか。 

○委員 

リワークプログラムだけは目標値があり、実績が目標を下回っているのでＢ評価というこ

とだが、年度計画では、他の定性的な目標があり、トータルでは年度計画は十分に達したと

も考えられるが、いかがか。 

○法人 

リワークプログラムの部分は、実は達成率からするとＣランクかと思い、他の分野も沢山

あるが、それを踏まえてＢランクというのが我々の自己評価だったが、先程来のように考え

ていただけるならば、大変にありがたい。 

○委員 
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Ａ評価とする。 

（小項目 11から 12） 

○委員 

   コメントは素案のままとする。 

（小項目 13） 

○委員 

24 年度の目標値は 2,700 件で、25 年度は目標値を 2,610 件に下げたので目標をクリアさ

れているが、25年度は何故目標値を下げたのか。 

○法人 

がんセンターは、11 月上旬に移転が見込まれていたので、まず 10 月の手術件数が大きく

下がり、移転後も、当初の一週間は手術ができないだろうと考えた。 

さらに、11 月に入った瞬間に、手術室が増えた分だけ、一度にできる手術の数が一挙に

増えるかというと、麻酔科医や看護師の数は当面はそれほど増えず、その中で、年が明けた

頃から麻酔科医を１名程度増えることを想定して計算し、そういう数字になった。 

結果としては、スタッフが全然増えない中で、2,610件の目標を達成した。 

○委員 

中期計画では、最終の 26年度の目標値は 3,900件である。 

そうすると、いままでずっとＡ評価で来ていて、終わる時の 26 年度の目標が 3,900 件な

ので、評価が一気に下がってしまうのはどうかという疑問もある。 

○法人 

3,900 件ということは、現状よりも麻酔科医を４人ぐらいは増やさなければいけない勘定

になる。しかし、今現在の状況は、麻酔科医を１人増やしたのがやっとである。 

その厳しい状況が去年すでにわかっていたので、中期計画の 3,900 件は達成できないとい

うことで、26年度は 3,300件の目標とした。 

○委員 

そうすると、コメント案としては、この状況でこれだけの件数を達成できたことは素晴ら

しいが、当初の中期計画の 26年度目標値 3,900件を上回るのが 26年度は難しいので、さら

なる努力が必要だとか、そういうことを書くべきではないか。 

今回の目標値を下げたことも、どうして下げているのかは外部からは分からず、目標を下

げたので達成できたというように、見えてしまう。 

○委員 

それでは、そのようなコメントを明記する。 

（小項目 14） 

○委員 

   コメントは素案のままとする。 

（小項目 15） 
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○法人 

がんセンターの放射線治療で補足すると、例えば、同一の患者を、前半はＡという機械で、

後半はＢという機械で治療することはできない。よって、移転の際は、移転前の段階で患者

の治療が全部終わってなければならず、移転をしたら、新しい患者の治療を最初から始める

ということになる。 

こうした理由もあり、目標値を 24年度より減らさざるを得なかった。 

○委員 

昨年度はＡ評価だったが、何故今回はＳ評価としたのか。 

○法人 

今回、Ｓ評価にした理由は、高度・高精度の照射件数が、計画よりもきちっとできたとい

う点である。強度変調治療という周囲の組織に対して非常に副作用の少ない照射方法が可能

になり、一例をやるのもかなり大変だが、それを一生懸命やって、症例数を増やすことがで

きたことを踏まえた。 

○委員 

トータルの人数は大して変わらなくても、25 年度の方が、質の高いものをよくやってお

り、それに加えて、閉鎖等があったにも関わらず、よくやったということで、Ｓ評価という

ことか。よく理解できた。 

○委員 

Ｓ評価とする上では、今の内容をコメントに入れる必要がある。対応困難な症例にも十分

に対応できたので、昨年度まではＡ評価だが、今年度はＳ評価であると。 

○法人 

放射線治療装置は、４台設置したが、実際に４台動き出したのはこの４月からなので、25

年度はずっと２台のままで稼動していたということになる。 

○委員 

コメント（素案）では、２台から４台に台数が増えているのだから、もっと件数を増やせ

るはずなのでフルに活用してください、ということからの記載だと思うので、削除し、今の

説明を加える方が良い。 

○委員 

それでは、コメントを修正し、評価はＳとする。 

（小項目 17） 

○委員 

コメント（素案）に記載のとおり、がん専門研修の数字が落ち込んだ理由が、近隣の病院

が取り組んだ影響であるということならば、それ自体はマイナスに捉える必要はないという

理解になるが、事実関係を確認したい。 

○法人 

外部の参加者の落ち込みよりは、内部の参加者の落ち込みが多かったのは事実である。確
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かに 11 月までの間、医師・看護師たちには、薬剤師も含めて、準備をしてきたので、どう

しても余力がなくなった。また、外部の参加者が落ち込んだ理由は、周りでも、色々な講座

を始めたという理由もある。 

両方の理由があり、片方だけの理由ではない。 

○委員 

そうすると、一番の大きな理由は、新病院への移転があってそれどころではなかったとい

うことで、そうすると点数はＢ評価となり、コメントに、その理由を記載し、次期以降頑張

ってほしいというようなことを記載するようになる。 

○委員 

この研修における今後の参加人数の問題というのは、近隣で次々と広くやられていくよう

になれば、これ以上増えることはあまりないと考えればよいか。 

それとも、近隣ではできないような内容の研修を組めば、魅力ある研修として人が集まる

のか。 

○法人 

メディカルスタッフの人達にも興味のある講習の時は、それなりに外部からも、薬剤師や

看護師も来る。専門に入って、はまり込んだような講座の時には、医者しか来ない。 

○委員 

そうすると、今後の目標は、参加人数だけでいくのか、それとも、そういった内容の検討

も含めて、この研修を今後も継続する方向で考えるのか、少し検討の余地を残すのではない

か。 

○委員 

今ご指摘の点も、ぜひコメントに入れていただきたい。 

先ほどの説明だと、広く一般的なものは参加人数を求めることとするが、より専門的なも

のもやはり必要だと思うので、その場合は、参加人数ということではなくて、逆に、質の高

いものを何回やるのかなど、きっちり分けていただきたい。 

○委員 

今のような議論は、次期中期計画の評価の項目体系のあり方にも関係してくる。 

階層構造にして、上の方の目標が具体性を欠くような項目にすると、また別の意味での難

しさも出てくるが、余りにも手術件数とか、ここでいう研修回数や研修受講人数とかになり

すぎ、それが小項目の目標ということになると、それ自体を点数評価でＳＡＢＣとやるから、

こういう議論になってしまうのだと思う。 

Ｂ評価のままだと、コメントはこのままというわけにはいかない。 

がん診療連携拠点病院という国の制度の枠組みの中で、この研修制度というのは非常に重

要になっていて、拠点病院の見直しの中で、正直、どこの拠点病院も大変気を使って、この

実績をあげようとされているのは、背景的には理解できる。 

○委員 
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コメントは、次期中期目標も見据え、がん専門研修のあり方を再検討いただきたいとする。 

（小項目 18） 

○委員 

カテーテルアブレーションの目標を前年度の半分にした理由については、熟練した医師の

海外留学のためということだが、それで目標値を半分にして、その目標値を上回ったからＡ

評価でよいのかというと、やはりそこは疑問がある。目標も半減なので、いかがなものか。 

○法人 

カテーテルアブレーションについては、24 年度の目標が 100 件だったが、その先生が留

学ということで、その次に新しく来た先生だと半分ぐらいだろうということで 50 件を目標

にし、今年は、さらに 1 人増えたので、26 年度は 80 件ということで、ある程度、先生によ

って、件数が変動するところもある。 

また、小項目 18 の全体を見ると、ＰＣＩカテーテル使った治療法とか、心臓リハビリテ

ーションについても、実績が目標値を上回っているというところもあり、全体で見てＡ評価

とした。 

○委員 

悩ましいところは、４つ目標値がある中で、二つは、目標値をクリアしているものの、実

績値も前年度に比べて下がっている。他の二つは、目標値に届かず、それで昨年度と同様に

Ａ評価でよいのか。 

あるいはＡ評価とするにしても、カテーテルアブレーションは、こういうことで下がって

いるので、もうちょっと頑張って欲しいとコメントするか。 

○委員 

カテーテルアブレーションは、先生によって、よくやる場合とそうでない場合があって、

計画書に入れるのには厄介な面があり、県立病院機構が説明している事情は、よくわかる。

やらない先生は、別の方法を考えられるので、これは単に数字だけで見てしまうと、気の毒

に思う。 

一方、単純に数字だけ見ると今の委員の指摘も頷けるので、この辺は判断が難しい。 

○委員 

病院としては、カテーテルアブレーションは、増やしていこうと考えているのか。 

○法人 

今年も、１人ベテランの方が来たので目標値も上げている。そういった意味では、カテー

テルアブレーションについては、進めていこうと考えている。 

○委員 

それでは、評価はＡのままで、コメントで、カテーテルアブレーションは、医師の異動に

よって件数は減少したが、今後は、実施件数をより確保できるよう努めて欲しいと書くこと

となるか。 

○委員 
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そのようなコメント付きでＡ評価とする。 

（小項目 19） 

○委員 

   コメントは素案のままとする。 

（小項目 21） 

○委員 

クリティカルパスの新入院患者数に対する適用患者の割合を示して欲しい。 

というのも、大阪府立病院機構は、各病院で、適用率を目標値として出しており、これま

での「適用率は出せない」との説明を聞いても、どうも個人的に納得がいかない。 

クリティカルパスは、実際に新入院患者に対してどれくらい適用されているのかというの

が、外部から見れば一番分かりやすいものだと思うので、目標値はなくても、参考値で、実

績だけでも出していただきたいと思う。 

よって、コメントに、参考値として、新入院患者に対する適用率も示して欲しいと書いて

いただきたい。 

（小項目 23） 

○委員 

ＰＦＩ方式については、冒頭に意見を述べたが、あらためてコメントを見ると、「運営上」

の難しさというよりも、「運用上」の難しさもあることから、そのように文言を修正し、さ

らに、今後計画の進捗状況を踏まえた対応に取り組んで欲しい、との趣旨を追記して欲しい。 

（小項目 25） 

○委員 

地域医療の連携は、基本的には個別施設での実情をある程度明確にすることが筋だが、現

在の項目体系は括られているので、その中で、総括して言わざるを得ない。 

評価はＡでよいと思うが、県立病院が果たすべき役割を踏まえたあり方について検討して

いただきたい、などをコメントとしたい。 

いずれにしても、次期中期計画の中では、地域医療の連携は、おそらく、大枠に入るくら

いの基本事項になる。 

（小項目 26） 

○委員 

英文論文数は、25年度は目標 20件に対して、34件の実績となっている。 

これが、24 年度の業務実績報告書小項目評価の 36 ページでは、同じような項目があり、

24年度の論文実績は 170件あって、邦文は 58件で英文は 112件であった。 

24年度は英文 112件、25年度は英文 34件の論文数ということで、大分違うので、何かが

変わったのかなと思ったが、その理由が分からなかった。 

○法人 

25 年度実績は、臨床研究所の数字であり、これ以外に、病院全体の診療科の医師が書い
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た英文論文が多くあるが、そちらの方の集計はしていない。  

また、臨床研究所のものは、インパクトファクターの点数等を書かせてもらった。 

24年度は、臨床研究所以外の医師も含めた実績となっている。 

○委員 

一般的に、県民の目から見ると、単にインパクトファクターとだけ言われても分からない

ので、簡単に補足していただけると助かる。 

○委員 

この小項目評価の報告書自体は、評価点数とコメントが付記されるので、注意書はその外

側にかけばよい。 

（小項目 27、28） 

○委員 

   コメントは素案のままとする。 

（小項目 29） 

○委員 

治験受託件数は増加しているが、受託研究件数は、目標値ではないので下がってもＡ評価

でよいか。 

○委員 

受託研究件数は、要請があって受託するもので、数値目標の設定は、実際にはなかなか難

しい部分もある。件数以外の目標値を検討する必要もある。 

○法人 

ここでは件数を目標にしておらず、このような取組体制を強化整備していくというのが、

この小項目の目標である。  

そういう意味では、受託研究件数が減っているが、取組全体を踏まえ、自己評価ではＡ評

価と考えている。 

○委員 

Ａ評価とする。 

（小項目 30） 

○委員 

   コメントは素案のままとする。 

（小項目 31） 

○委員 

レベル０や１の件数が上がってきたことの評価は、以前は報告されなかったものが、意識

が高まってきたので上がってきていると解釈したが、そう理解してよいか。 

○法人 

特に、昨年度から、レベル０を積極的に報告しようと職員に呼びかけた結果が、おそらく

こういう形になったのだろうと考えている。 
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○委員 

   コメント（素案)のとおりとする。 

（小項目 33） 

○委員 

ネット等で検索すると、ＢＣＰ（事業継続計画）を公開している病院が最近かなり出てき

ている。やはり、県立病院機構は、県内で有数の病院なので、その病院が、災害が起きた時

に、どのように病院の機能をとめずに、また、その事態に即応した対応を継続的に実施して

いけるかということを示していただけると、一般の病院では、それを一つの雛形として、自

らのＢＣＰを作る際の参考にできる。 

もちろん、出して差し支えない範囲のＢＣＰを、ホームページ上において参考で見られれ

ば、一般病院としては大変ありがたい。ＢＣＰの情報を公開していくという方向で、お願い

したい。 

○委員 

24 年度はＳ評価で、25 年度はＡ評価に下げた理由は、25 年度は 24 年度ほどの大きな整

備がなかったためということだが、整備した後、それを機能するように維持していくことが

しっかりできたら、Ｓ評価でもよいと思う。 

○法人 

自己評価をする際に、24 年度はＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）などをはじめ総合的に

新しい取組みを行い、また、色々な施設整備の完成とタイミングもあったので、自信を持っ

てＳ評価とした。 

25 年度は、そのプラスアルファの部分というのが、24 年度の機能の維持といった継続の

ところが中心だったということで、その辺をどう自己評価するのかは、正直言って、我々の

中でも議論があったところである。 

我々としては、24 年度に整理したものは、その機能を活かして 25 年度も対応してきたと

いう自負はあり、そういった中で、Ａ評価ではあるが、内容的には全く前年に劣るものでは

ないと考えている。 

○委員 

防災訓練の回数は増えているが、参加者が減っているのはなぜか。また、患者の参加者が

減少したと書かれているが、これは本物の患者が訓練に参加するのか。 

○法人 

避難訓練では、参加が可能な患者には参加していただくということで、各病院で取り組ん

できている。 

25 年度は、精神医療センターでは敷地内で病院の建物建設を行っており、導線の関係で、

患者の参加は危険な面もあるため参加者数を抑制した。 

そういったことから、患者の参加そのものは減っている。 

○委員 
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私のイメージだと、模擬患者での訓練の経験はあるが、本物の患者を含めての訓練はあま

り経験がなかった。そうすると、患者の参加も数に入れているから先ほどの事情もあり人数

が減っていると理解すればよいか。 

○法人 

訓練の内容も、若干毎年見直しをしてきている。特に、例えば参加者を限定して転入職員

を対象とした訓練に特化した場合は、参加者の総体そのものが、変わってきている。そうい

った中では、全体の参加者数が若干増減するというのは、年度によっては見られているとい

う状況である。 

○委員 

これはＡ評価だが、この参加者数だけが目安ではないと理解してよいか。 

○法人 

我々もその理解である。その訓練の内容とか、効果も注視している。 

○委員 

少し気になったのは、22 年度から数値をとらえていて、参加者数自体が減ってきており、

これはどうしたのかなというのは多少気になった。 

25年度は特殊要因があったというだが、どうか。 

○法人 

昨今、訓練の中身の見直しをしている。特に、対象を限定するとか、あるいは想定をより

厳密にして実勢に沿った訓練をやるとか、また机上訓練をやるとか、そういう訓練パターン

も色々変えている。 

その意味では、訓練の参加回数や、参加人数を問うこと自体が、だんだん項目としてはそ

ぐわなくなってきていると思う。 

○委員 

病院機能を見る上では、構造的な部分として、例えば、耐震構造から免震構造にしたとの

記載があるが、これはとりあえずハード的な部分である。 

さらに、本来、当該項目のために行う日常的な業務または必要なやるべきことについて、

しっかりとやっているというプロセスの話で、結果を示すアウトカム的なことができる場合

と、できない場合がある。 

今回の場合は、その項目の目的を達成するために、すでに工夫しているとか、検討してい

るとか、新しい有効な方策をしっかり病院としてやっているという点がある。 

このアウトカムの問題について、指数化等については古い歴史があるが、先ほど申し上げ

た新しい時代に沿ったとか、そのためにより有効な方策を工夫して検討しているみたいなと

ころを、評価の項目・視点におく場合というのは実際にある。 

冒頭のＢＣＰの話も、今はハード的なことが中心だが、業務継続のために、大規模災害が

起こったときに、県立病院としてはやる必要があるということが先ほどの御指摘である。 

それに加えて、防災訓練の参加人数とあるが、今ご説明の通りである。 



 

14 

従来から法律もあって、災害訓練をしっかりとやってきているのが、どうもあれはシナリ

オができていた振り付け訓練という辛い総括もある。 

その中で、本当に有効な訓練はなんだろうと、県立病院機構では、そのような検討をして

いると理解しており、私は、Ｓ評価からＡ評価に下がったといっても、本当の意味で検討し

ていた結果、実はＳ評価とはいかないからＡ評価になったということは、より健全な検討を

行っているものと前向きに受けとめた。 

コメントについても、ＢＣＰのことは妥当である。 

それに加えて、より有効な訓練方策を考えたからこうなったという説明を、コメントに入

れていただけるとよい。 

（小項目 35） 

○委員 

コメント案に先程のクリティカルパスの適用率も併せて再掲で入れていただきたい。 

（小項目 36） 

○委員 

Ａ評価でよいと思うが、相談機能の中で、昨今、ワンストップということが引き合いに出

される機会が多くなっている。病院での実態は、もう出来ている状況もあるようなので、も

う少し、患者のサービス体系をしっかりと整えたらいかがかという趣旨で、コメントした。 

○委員 

  コメントは素案のままとする。 

（小項目 38） 

○委員 

病院ごとに満足度の水準が高いか低いかという議論をしても、意味がない気がするので、

なんらかの形で、標準的に何％ぐらいであればいいのかというようなベンチマーク的なもの

を持った方がいい。 

患者の満足度について開きがあるが、これ自体は、横並びでどこが高いとか低いというこ

とを言っても、おそらく数字上の意味しかない。どのぐらいになれば、まあまあ許容できる

のかというようなことを、検討していただきたい。 

コメントは素案のとおりとする。 

（小項目 39） 

○委員 

ホームページのアクセス数が１割減っているとのことだが、その原因は分析しているのか。 

○法人 

減っているのは、精神医療センターの芹香病院とせりがや病院のアクセスのとり方が、今

までは、両方の病院への個別のアクセスをそれぞれカウントしていた。 

今回は精神医療センターとして１本で把握する形にしたので減っている。 

他の４病院はすべて増えている。 
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○委員 

ホームページは、色々なところにカウンターがあって、入ってきてからどこを一番見てい

るかということを、分析しようと思えば出来る。そういう分析はしているか。 

また、滞在時間も確認できる。ぱっと見てつまらなかったから、すぐ帰ってしまう。 

ホームページを読みやすくといっても、本当に必要な情報が出ているのかどうかを詳細に

分析する必要がある。 

アクセス数だけでは、いいとも悪いとも言えないので、そのホームページのビュー数とか

滞在時間数とか、あるいは新規の人が何人来たのか、何時も見ている人が来ているとか、今

は色々なことが分かる。 

そういう詳細な分析をしていかないと、ホームページは本当の意味で良くはならないので、

このことは、コメントとして記載する必要はないが、もし、分析がまだでしたら、是非検討

してもらいたい。 

○法人 

ホームページの分析については、今後、個別に検討したい。 

（小項目 40） 

○委員 

外来の診察の待ち時間というのは、予約も初診も含むのか。患者の立場として、予約の場

合は、60分は長いので、せめて 30分以内とかにしていただきたい。 

大阪府立病院機構は、予約がある場合は、５病院すべて 32 分以内になっている。地方独

立行政法人になって変わったことを感じることとして、予約の時間から１時間も待たされな

いというのは、一番大きく変わったと分かる。 

色々な取り組みをされて、待ち時間についての負担感を減らされていることは、評価でき

るが、待ち時間自体についても、さらなる短縮について、努力いただきたいとコメントした

い。 

○委員 

待ち時間の短縮の目安を提示するとともに、さらなる待ち時間の短縮をお願いするという

コメントか。 

○委員 

待ち時間の目安があったら、予約の時間には来なくなり、例えば、60 分待たされるとい

うことがわかっていたら、皆遅く行くのではと懸念するが、いかがか。 

○法人 

足柄上病院の事情としては、患者は、採血をして、その日のうちに結果を欲しがる方が殆

どである。 

予約時間よりも前に、患者が来られて診察のカードを入れており、採血をして結果が出て

から診察を行うので、カードを入れてから診察までの時間が 60 分くらいということである。 

○委員 
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確か昨年度も同じような話をしたが、予約の待ち時間の定義をきちっとすればいい。 

予約の待ち時間は、採血等の結果を持って先生の話を聞きたいという患者の事情を踏まえ、

予約の時間と診察室までの時間と整理すれば、多分、足柄上病院は、60分ではなくなる。 

○法人 

30 分に４人とか、1 時間に６人という枠で予約をとっている。予約の時間が、何時何分に

来てくださいというわけではない。その１時間の間に５人、６人を診ますということで、９

時台というような予約になっている。 

○委員 

１時間刻みか。 

○法人 

１時間刻みの医師もいるし、30分刻みの医師もいる。 

○委員 

医師によって１時間刻みと 30 分刻みがいるようだが、予約の待ち時間を短縮するという

ことであれば、予約時間を、30 分刻みに統一しようとか、15 分刻みに統一しようという形

にして、さらにその予約時刻と診察室呼込み時刻で、その差を待ち時間とした方が、本当の

待ち時間というのがはっきりとするのではないか。 

○法人 

なかなか難しい。 

○委員 

ぜひ、待ち時間が短い他の病院が、どのような取組みをしているのか、ベンチマークとし

て見ていただいて、患者の負担感が一番ないような形に改善していていただきたい。 

足柄上病院の場合は、お年寄りの方が結構多く、お年寄りの方が多いということは、付き

添いの方も多いと思う。家族の方は、待ち時間の短縮を、ものすごく欲していると思う。 

さらに、地域の病院ということで、小さな子供を抱えているお母さんたちもいるので、特

に足柄上病院は、待ち時間が短ければ短いほど、地域に喜ばれる気がする。 

○法人 

その努力は、やっているつもりではある。 

また、患者自体が、待ち時間が長いというような不満は、あまりなく、大体１時間の間で、

売店に行くなど、そういう時間の使い方をされているようである。 

○委員 

努力は理解しているが、さらなる短縮に向けて努力して頂きたいということで、コメント

をお願いしたい。 

○委員 

  コメントを追加する。 

（小項目 41） 

○委員 
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   コメントは素案のままとする。 

（小項目 43） 

○委員 

医師の充足率の 93.3％は良い方か。 

○委員 

良い方である。 

○委員 

やはり魅力的な病院であれは、医者がくるということか。 

○委員 

医師のキャリアパスとか、大学との関係とか、色々なことがここ 10 年間で繰り返し行わ

れてきて、昨今の医師不足がある。ただし、その中で、自治体が所管する地方独立行政法人

の病院における医師の確保等は、正直恵まれている。 

○委員 

   コメントは素案のとおりとする。 

（小項目 44） 

○委員 

このｅ－ラーニングの対象の看護職員数の総数はいくらか。 

○法人 

看護職員であれば、すべてｅ－ラーニングを利用できる。 

25 年度は、導入当初ということもり、こども医療センターは管理者ＩＤを共通利用して

いたため実利用人数の算定が出来ないので、こども医療センターを除く対象人数は 1022 名

で、483名という実利用人数で利用率を算定すると 47.3％になる。 

ｅ－ラーニングの内容としては、基本的な内容が中心なので、ベテランの方にとっては、

内容的に物足りない、あるいはそれを利用しなくてもよいという方もいるので、若干低めか

なと感じられるが、25 年度は、導入当初ということで、活用方法についても、病院の方で

もまだ固まっていなかったという事情がある。 

今年度は、年度当初から、全職員に利用促進するということで取組みが始められているの

で、かなり利用率についても、改善が図られると期待している。 

○委員 

コメントにも記載したとおり、内容の更新をどのようにするのかというのは非常に大事だ

と思う。管理者をきちっとおいた形で、今必要なものを反映した内容に更新していかないと、

なかなか利用してくれない。その内容の更新を含めて、より広く、これが活用されるとよい

と期待している。 

（小項目 45） 

○委員 

   コメントは素案のままとする。 
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（小項目 46） 

○委員 

職員 1人当たりの年休というというのは、看護職に限定ではないと理解してよいか。 

○法人 

看護職に限定していない。全職員である。 

○委員 

日本看護協会では、看護職に関して全国的な調査をした結果、20 日の年休のうち半分は

取れるようにすることを勤務環境改善の方向として整理している。 

また、休暇もさることながら、今は、勤務環境改善として、多様な勤務形態がとられてい

る中で、結果的に、部分休業とか、短時間勤務とか、夜勤専従など、いろいろなパターンが

できればできる程、普通に勤務する人にしわ寄せがいくという状況が起きているので、その

辺を忘れずに視野に入れながら、全体を見る必要がある。 

○委員 

昨年も、職員満足度調査という話をしたが、職員満足度調査を、一つの尺度として取られ

てもいいのではないのかなと思う。ぜひ、コメントに、職員満足度調査を含むその他の指標

についてもご検討いただきたい、を入れていただきたい。 

○委員 

年休の半分くらいというのは、たしかに実態からするとそのとおりだが、委員のコメント

として、10日でよいといってしまうというのも、色んな場面で問題になる気もする。 

年休の取得率の向上により努めるということは、いくらでも言うべきだが、「10 日ぐら

いは取得できるよう」というと、10 日でよいと委員が認めたと、誤解されるのが少し心配

になるが、いかがか。 

○法人 

年休の目標は、県も 15 日であり、県立病院機構も、それにならって子育てを支えあう職

員の行動計画の中で、15日を目標にしている。 

実際に、看護職については、25年度の結果だと 10.1日ということで、10日はクリアして

いるが、目標で掲げている 15日には達していない。 

県立病院機構としては、看護職については、毎月の割り振りがあるので、その中で必ず２

日程度は年休を入れるというような形で、各看護局で努力をしていただいている。 

他の職員についても、事務局長会議等を通じて、各所属に啓発するように取組みを進めて

いるところで、なかなか進まないところもあるが、引き続き努力していきたい。 

○委員 

有給休暇を取得するというのは、ワークライフバランや勤務環境の改善だけではなく、内

部統制のためにもすごく大事である。 

内勤の職員の方で、言葉は悪いが、不正を行う人は休まない。 

よって、無理やりでも休ませてしまった方が、その人の仕事を他の人がカバーしなければ
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ならず、さらにその人に何があってもカバーできる体制を作っておくことが内部統制にも繋

るので、ガバナンスの意味でも、有給休暇はきちんととらせる方向が望ましい。 

よって、年休の消化率を上げる努力は引き続き行って欲しいということは、コメントに入

れていただいきたい。 

○委員 

年休消化率の更なる引き上げに努められたいということを追加し、年休は 10 日くらいと

の記述を削除する。 

（小項目 47） 

○委員 

前回、月次決算の方は、暫定版であれば早くできるという話もいただいが、いずれにして

も、こうだからもうできないと思うと、絶対にそれ以上は進まない。 

決算は、基本的には、早いにこしたことはない。 

病院では、特殊な事情があり、また保険の問題もあるのはわかるが、やはり、正確なもの

をなるべく早くということは目標としてあげておくべきである。 

ぜひ努力を続けていただきたい。 

○法人 

前月の診療費の収入については、審査機関への提出が毎月 10 日ということで、収入は、

ここで確定する。 

支払については、大半を占めるのが薬品・材料関係の費用になり、これが月締めでそれぞ

れ業者から請求がくるのが 10日から 15日ぐらいである。 

そこから各病院でそれぞれ伝票との突合せ等を行う。県立病院機構では支払日を月に３回

程度で集約しているので、各病院のデータが入ったところで、本部事務局の方でデータを吸

い上げて、決算そのものの数字は、翌月末にはほぼまとまっている。 

前回 40 日と申し上げたのは、毎月第２回火曜日が理事会の開催日と決まっているので、

正式に報告しているのが 40 日ということであって、数字そのものを各病院で共有するとい

うことについては、基本的に翌月中に行っている。 

○委員 

実績を見ると、看護職を副院長においたメリットということを活かしていく努力が大変伺

え、Ａ評価は妥当であると考えた。 

職員の経営の参画意識は、今後もぜひ高めていくということで、メリットを生かしていた

だきたいという期待を込めてコメントした。 

（小項目 49） 

 ○委員 

   コメントは素案のとおりとする。 

（小項目 50） 

○委員 
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病院の事務職員は、病院の中では比較的資格が少ないセクションだが、経営に関わる方が

比較的変わる中で、その下に就く事務職員という方々が、どのように、将来像を描いていく

かというところは、意外に難しいところがある。 

また、事務職員は、私の仕事はこの範囲であると決めて、それ以外のことをしないという

側面もあるが、このことについて、最近、私の病院では、例えば、購買をやる人は他のこと

もやりなさい、総務をやる人はこういうものもやりなさいと、俗に言うマルチ職員を育てて

いこうという動きもしている。また、放射線の技師を３年間だけ総務で借りて、そこで放射

線とは全く関係ない診療報酬の仕事等をした後、また放射線に戻すということもしている。 

病院の中で、職員が一所懸命やっていくというためのきっかけになるようなもの、あるい

は特定の仕事で定年までそれで過ごすのではなくて、一つの専門と他の仕事もできるような

形でやるということが必要ではないかと思う。 

そのような考え方も、今後検討していただきたいということで、コメントした。 

○法人 

事務職員の育成については、独立行政法人化が 22 年からスタートして５年目ということ

で、プロパー職員も、大分年数が経ってきたというところがある。 

そういった中で、25 年度は、より経営感覚を養うということで、３年目から４年目の職

員を対象にして、医療制度とか病院経営のあり方に関する研修を新たにスタートした。 

一方で、プロパー職員全体として、基本的な病院経営に関わる知識（特に診療報酬の関係）

がいまひとつ不足しているのではないかなど、いろんな声があった。 

よって、プロパー職員に対して、そういった基本的な知識を学ばす必要もあるということ

で、今年から、全職員へ向けて診療報酬の基礎セミナーを開催した。 

病院経験があって必要はないという方を除いて全員が受けるということを、まずはしたい

と考えており、その中で色々と団体の資格ではないが認定みたいなものもあるので、チャレ

ンジしていくような形で、事務職員のモチベーションを高めながら人材育成に努めたいと考

えている。 

それから、人事異動について、今は県立病院の事務の部署としては、総務、経営企画、医

事課という形になるが、なるべく若いうちに三課を経験させるような形で人事異動をして、

ＯＪＴも含めて、職員の育成に努めていきたいと考えている。 

○委員 

一般の病院では、なかなかそういうことができなくて困っている。素晴らしい取組みであ

る。 

（小項目 51から 52） 

○委員 

   コメントは素案のままとする。 

（小項目 53） 

○委員 
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他のところ（小項目 58）で記載があり、患者の増減等にあわせて例えば電力使用量を設

定しているということだが、節電ということは、今、どの病院でも取り組まなければいけな

いことなので、患者が増えた中でもここでは節電ができたということを、例えば２％でも

３％でもよいので節電するということの取組みを是非やるべきである。 

多くの病院が数字を挙げてやっているので、数字を挙げてやっていただきたい。 

○法人 

電気量の関係について、26 年度の計画では、電気の使用料をどの程度の伸びに抑制する

かは、患者数の増減の範囲内ということで目標設定をした。 

また、昨年度の評価委員会における県立病院機構の回答のひとつとして、事務部門だけで

という話があったが、病院の事務部門だけでどのくらいの電気の使用量があったのかの把握

は非常に困難であった。 

参考までに、本部事務局では、一昨年度と比較すると電気の使用は 13％削減している。 

○委員 

縮減したとか、削減したとかだけだと、どのくらい削減できたのか分からず、評価できな

いが、回答で記載された数字を見ると、大変立派な数字なので、ぜひ、今後は、業務実績で

具体的な削減額等を明示していただきたい。 

節電もそうだが、削減したら削減したということではなく、きちんとした数字を挙げて欲

しいということをコメントに入れていただきたい。 

○法人 

他の項目でも同様の指摘をいただいているので、次回以降改善させて頂きたい。 

（小項目 54） 

○委員 

今度から診療報酬が変わり、特定入院患者が除外できなくなったので、平均在院日数がか

なり変わってくるではないかと思う。だから、少し早めに検討した方がよい。 

○委員 

   今後の話としての検討課題である。コメント自体は素案のままとする。 

（小項目 56） 

○委員 

未収金の滞納期間について、説明をお願いしたい。 

○法人 

未収金の滞納期間については、データの取り方が難しいが、未収金が年度末に発生し、１

年以内に回収している率が概ね 80％から 90％という状況である。 

１年を超えて２年以内ということになると、回収率は非常に落ちて、大体３％から４％ぐ

らいで、その後の１年も同じぐらいの率で推移している状況である。 

○委員 

未収金が増加しているのにＡ評価でいいかということについてはどうか。 



 

22 

○法人 

項目の評価については、他の業務実績として、分娩介助料やセカンドオピニオンについて、

一般的な料金から乖離しているものについては改善したということで、総合的な観点からＡ

評価とした。 

また、未収金については、24 年度末と 25 年度末を比較すると 1,600 万の増となっている

が、このことについては、実は特殊な事情がある。 

具体的には、こども医療センターでは、横須賀米海軍の患者が相当数来ており、この患者

については、実は海外の保険会社から診療費がすべて入ってくるという状況になっており、

請求のタイミングが若干ずれ、この 25 年度の期末では、2,000 万円程度を未収金で計上し

た。よって、その 2,000万円を引くと、むしろ 400万は減っているということで、ご理解い

ただきたい。 

（小項目 57） 

○委員 

この後発医薬品の金額採用率の 5.1％というのは、多いのか、少ないのか。 

○法人 

25 年度は、こども医療センターと精神医療センターを除いてＤＰＣ（診断群分類包括評

価）病院になる。 

○委員 

だからこそ、安く買っているはずである。ジェネリックの 5.1％は、一般的には低い。 

○委員 

今自治体では、ジェネリックを使いなさいと、はがきまで出して、皆ジェネリックにして

といっている中で、県立病院機構が 5.1％は少ない気がする。 

経費としては削減になるし、ジェネリックの率をもっと上げるべきではないか。 

○法人 

ジェネリックの導入については、各病院とも積極的に進める努力はしている。 

一般病院として、足柄上病院では、金額ベース・品目別とも、10％を超える率を出してい

る。 

ただ、例えばこども医療センター等では、特殊な疾患の患者が多く、どうしても高額な薬

品を使わざるを得ない患者、あと、頓服薬みたいなものはジェネリックが少ないというよう

な事情がある。 

専門病院では、なかなか思うように導入が進んでいかないという状況はあるので、一般病

院との比較というところでは、どうしても、導入ベース、特に金額ベースでは低い率になら

ざるを得ない面もある。 

ただ、当然、各病院において、後発医薬品の導入ということは、念頭において取組みは行

っている。 

○委員 
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コメントで、後発医薬品はさらなる採用に努力されたいといってもよいものか。 

○委員 

このことも、例えばこの春の診療改定では、ＤＰＣの機能評価係数の一部になっている。

その時の後発医薬品の採用率は 60％で、とんでもない水準である。 

ただ、私は患者を見ている立場から言うと抵抗感はあるが、今の状況の中ではやはり医者

がその気になってもらわないといけないので、そこらあたりへの介入をどうするか。専門の

施設の流れの中ではなかなかというところは理解できるが、今、医療施策で議論されていて、

この領域での重みというのは確かにあるので、ご検討いただきたい。 

ここをＢ評価にするのはちょっとつらいので、Ａ評価ではあるが、そのようなコメントは

入れたいと思う。 

○法人 

がんセンターもＤＰＣの病院で、当然その後発品の率というのはあり、58％である。 

ＤＰＣの後発薬品は、ジェネリックのある薬の中で何％の金額を使っているかということ

で、多分分母が違うのではないかと思う。 

○委員 

それは承知している。 

実際には、医師の基本的な考え方や意識で、やはり変えない方がいいのだというのも多分

にあり、中でも、ジェネリックが一定程度普及していて、安全性の問題やその他の問題は大

方了解できるところを、医師自身が必ずしも十分に承知してないということもあるので、そ

の辺りの取組みをしていただければということである。 

○委員 

低すぎると誤解されないようにするためにも、後発医薬品があるものを分母として示した

方がよいのではないか。また、後発医薬品の品目採用率は、参考値であるが、今後のことと

して、さらなる努力をお願いしたいとコメントしたい。 

○委員 

そのようなコメントとする。 

（小項目 58） 

○委員 

   コメントは素案のままとする。 

（小項目 59） 

○委員 

神奈川県の場合は、地方公営企業法を全部適用されてから、３年か４年の中で、あえて独

立行政法人化を図った。ここまで４年を経過した中で、独立行政法人にしたことによる成果

として、とりわけ、経営面または財務面での成果とかの視点もあっていいのかなという気が

したので、この最後の小項目に絡め、そこらの辺をコメントした。 

（大項目評価） 
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○委員 

これで小項目の評価が終わったので、大項目評価についてであるが、「県民に対して提供

するサービスその他業務の質の向上」に関する事項は、Ｓ評価が 10項目、Ａ評価が 34項目、

Ｂ評価が１項目、Ｃ評価が１項目である。 

「業務運営の改善及び効率化」に関する事項は、13 項目全てがＡ評価であり、「財務内

容の改善及」に関する事項は１項目がＡ評価である。 

この分布からすると、３つの大項目について、委員会の評価はすべてＡということになる

かと思うが、よろしいか。 

○各委員 

  了解。 

 

議題２ 平成 25年度財務諸表に対する意見の検討 

○委員 

議題がもう一つあり、財務諸表についてであるが、これは次回にまわすこととしたい。 


