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平成２４年度第２回 

堺市地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会会議録 
 

 

 

  

開催日時 
平成２５年 １ 月２３日（水） 

午後２時～午後３時４０分 

開催場所 堺市役所本館６階 健康部会議室 

出席委員 
岡原 猛     清水 涼子     杉本 壽 

高見沢 恵美子  槙野 勝美（敬称略） 

欠席委員 なし 

堺市出席者 

早川健康福祉局長 戸奈健康医療推進課長 西尾健康医療推

進課参事 

登山健康医療推進課参事役 神谷健康医療推進課主幹 

安藤健康医療推進課主幹 

堺市立病院機構 

出席者 

北村理事長 金万院長 出耒法人本部長 寺口経営企画室長   

奥野運営グループマネージャー 林運営グループ主査 

渡部運営グループ職員 冨吉経営グループマネージャー 

中丸経営グループ主幹 

案 件 

（審議） 

１．項目別評価実施の流れと重点ウエイト小項目について 

２．業務実績評価の基本方針（案）及び年度評価実施要領（案）

について 

３．年度評価結果報告書（様式）（案）について 

４．財務諸表の確認方針（案）について 

５．その他 
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１．開会 

・資料確認 

 

２．項目別評価実施の流れと重点ウエイト小項目 

■事務局説明 

・前回の意見要旨について報告(資料 1) 

・年度評価（案）における項目別評価実施の流れについて中期目標、中期計画及び年

度計画それぞれに記述されている取り組みの関連性や、年度計画に記述がない取り

組みの評価方法について説明(資料２) 

・重点ウエイト小項目について、基本的な考え方やその項目の設定方法と具体的な重

点ウエイト小項目の案について説明(資料３) 

 

○ 槙野委員 

資料３の２頁の重点ウエイト小項目の設定方法についてですが、評価委員会の役割

からして、この小項目まで評価委員会が決定することは若干いき過ぎではないかと思

います。重点ウエイトは設置者である堺市が法人に対して「こういうことを期待して

います」ということで、設置者の長たる堺市長が決めることだと思います。評価委員

会はその決定にあたって意見を述べることができるとするのであれば良いが、評価委

員会で決めるというのはどうかと考えます。 

 

◎ 杉本委員長 

ありがとうございました。重点ウエイト小項目についてのご意見ということですが、

その前に、最初の年度評価の流れや記述がない項目についての取り組みに対する評価

についてのご意見は、よろしいでしょうか。 

 

○ 清水委員 

基本的に、この案でよいと思います。前回の会議で、中項目でＳＡＢＣＤの評価な

しに大項目評価を行うことについては今でも多少、不安ですが、病院組織の単一性や

その規模などを考えれば、直接、大項目評価を行うことは可能であるとも考えられま

す。とりあえず、この方法で評価を実施し、問題が生じた場合、再考するということ

でお願いします。 

 

◎ 杉本委員長 

ただいまの意見について、他の委員のみなさまのご意見はいかがでしょうか。では、

了解ということでよろしいでしょうか。（異議なし）ありがとうございます。 

 

○ 岡原委員 

重点ウエイト小項目を評価委員会で決めることは、自分で評価項目を作り、自分で

評価することになり、本質的に問題があると思います。堺病院や堺市が重点項目を決

めるというのが普通の考え方であると思います。私も、評価委員会、自らが重点ウエ

イト小項目を決めるのには反対です。 
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○ 清水委員 

前回の会議で重点ウエイト小項目の位置付けを明確にしてほしいと言ったその主旨

は、評価委員会が決めるか決めないのか、主体がどこであるかということよりも、評

価委員会は中期目標や中期計画の策定時には意見具申をすることができるが、中期目

標や中期計画に記述がない重点ウエイト小項目にどこまで拘束力があるのかを明確に

してほしいということです。今の槙野委員等のご意見を踏まえますと、評価委員会で

決定するというよりも、意見具申し合意することで決まるということだと思います。 

 

◎ 杉本委員長 

重点ウエイト小項目はどこが決定するのか。評価委員会が案を決定するのか同意に

留まるのかということです。最初の案では堺市長が決めるということでしたが、今回

の案では評価委員会が決定するとなっています。このあたり、事務局としてどのよう

に考えていますか。 

 

● 事務局（西尾参事） 

前回、重点ウエイト小項目は堺市長が定めるとなっておりました。しかし、改めて

検討した結果、重点ウエイト小項目の決定は評価の手法の１つであり、どのような観

点で評価していくかを文書化したものであります。従って、評価委員会の意見の集約、

重点的に評価を行う項目についての意思の表れであると考えております。市としての

考えや市長の意向を踏まえ案を作成し、それを審議し決定するのは評価委員会ではな

いかと考えております。 

 

○ 岡原委員 

この評価委員会は地方独立行政法人堺市立病院機構の業務実績を適切に評価するの

が主な目的です。 

重点ウエイト小項目については、法人が決定し、評価委員会が評価を行う際に、重

点ウエイト小項目の設定自体が適切な項目になっているかどうかも評価するという考

え方もあります。評価委員会自らが決め、評価委員会自らが評価することはまずいと

考えています。 

 

◎ 杉本委員長 

整理しますと、重点ウエイト小項目は誰が最終的に決定するのかということだと思

います。槙野委員の意見では、我々は評価する立場であり、重点ウエイト小項目を決

定するのは堺市長がいいのではないかということでした。一方、評価委員会として中

期目標や中期計画に意見を述べてきたことから、その意見を全く反映しないで重点ウ

エイト小項目を決めてよいのかという意見です。しかし、必ずしも評価委員会で決め

なければならないというわけでではない、ということでした。つまり、評価委員会と

して、市長の重点ウエイト小項目の決定に際し意見を述べる機会が必要であるという

ことだと思います。このような考え方でよろしいでしょうか。 
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● 事務局（西尾参事） 

主旨としてはそういうところであります。形の上でどこが決定するのかということ

でと思います。最終的に、評価委員会で議論し判断して頂ければと考えております。

現案は、一つの案でございます。 

 

◎ 杉本委員長 

では、評価委員会としては意見を具申する。その意見を受け、堺市長が重点ウエイ

ト小項目を決定するということにさせて頂きます。 

 

○ 高見沢委員 

項目ですが、これまで説明があった市立堺病院の課題と一致するので、適正な内容

であると考えます。 

 

◎ 杉本委員長 

現在、案となっている３項目が妥当であるということですが、他にご意見あります

か。この３項目を重点ウエイト小項目としてよろしいでしょうか。 

私が、少し気になったのは、小項目の法令・行動規範の遵守（コンプライアンス）

についてです。前にも話題になったのですが、この項目は、地方独立行政法人の公的

な病院、機関として当然、守られなければならいことで、守られていなければ非常に

問題であります。重点ウエイト小項目とは別に、この項目が評価２以下では許されな

いという共通認識で評価にあたることをお願いしたいのですが、よろしいでしょうか。 

 

○ 岡原委員 

今の医療安全についてですが、守られていれば、それでパーフェクトなわけです。

その際の評価として評価３とするのか、評価５とするのか、どのように考えればよい

のか難しいところがあります。このことは、５段階で評価する小項目評価について、

目的を達成した場合は評価３とするのか評価５とするのか。目的を達成し役目が終わ

ってしまった場合、評価３ではなく評価５としなければ、ややこしくなるのではとも

思っています。 

 

● 事務局（西尾参事） 

実際の評価にあたっては、法人が実績報告書を作成し、自己評価を行います。実績

報告書には、できる限り定量的に判断できるような記載や資料の添付を求めています。

しかし、委員ご指摘のように、中には定性的なものもあります。これらについては、

実績報告書の記述や資料を通じて、また同じ小項目内に定性的な取り組みと定量的な

取り組みが混ざっている場合もあり、評価委員会での審議過程で、評価を決定して頂

けると考えております。なお、計画や目標以上に実績が到達する場合もありますので、

目標どおりの実績の場合を評価３としております。 

 

◎ 杉本委員長 

定量的な目標に対しては比較的簡単であると思うのですが、定性的な目標に対して
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の評価は確かに難しいです。しかし、例えば、医療安全についてですが、大きな事故

を起こさないということは非常に重要なことですが、事故を起こさないために様々な

予防的なシステムの整備や改良を積極的に行うことも大切です。単に事故が起こらな

かったというよりも、積極的に予防的な措置に取り組み医療事故が起こらないシステ

ムに変えることをより評価することもできます。岡原委員のご意見のとおり、定性的

なものについての評価は難しく感覚的なものもありますが、システム等への取り組み

などの観点を加えることで見方が変わってくることもあります。個々の項目の状況に

より判断することになると思います。 

では、他に意見がなければ、重点ウエイト小項目については、この３項目で妥当で

あるとさせて頂きます。 

 

３．業務実績評価の基本方針（案）と年度評価実施要領（案） （その１） 

■事務局説明 

・業務実績評価の基本方針（案）について、主に前回の委員会から修正を行った部分

を説明（資料４、資料５） 

・ただし、議事（１）の議論を受け、基本方針（案）の１．基本方針（３）を次のよ

うに修正し提案する。 

『総合的な判断を行うため、評価委員会の意見を聞き堺市長は、中期目標期間中に

おいて特に重要な中期目標の達成のための取り組み（以下、「重点ウエイト小項目」

という。）を定めることができる。なお、重点ウエイト小項目については、原則と

して、中期目標期間の開始前までに定め、当該中期目標期間中は変更しないこと

とする。』 

・年度評価実施要領（案）について、主に前回の委員会から修正を行った部分を説明

（資料６、資料７） 

 

○ 清水委員 

槙野委員等がおっしゃるように、こちらが主体的に重点ウエイト小項目を決めるこ

とは確かに難しいのですが、重点項目の提案を受け、決定し、評価に活かすという方

法論だけだと考えると資料４の案でもいいのかなと思っていました。 

また、先程の議論を受け、重点ウエイト小項目は堺市長が定めるという文言に変更

するということですが、このことを記述することは非常に重要なことであると考えて

います。重点ウエイト小項目とは何であるかということ、誰がどのように定めるのか

を明記することは必要であると思います。ただ、基本方針は評価委員会での決定であ

るということを考えれば、その文中において、「堺市長が何々する」というような規定

があることが、主語が評価委員会でなくなることに対して懸念があります。堺市を縛

る記述が困難であれば、「評価委員会は、堺市が提示した重点ウエイト小項目を考慮し

て評価することができる。」など、評価委員会を主語にした記述を考えればと思ってい

ます。少し文言の調整が必要であると思います。 

中期目標の中で決めてしまえば、何も問題なかったのですが、別に定めることにな

ったので、ややこしくなりました。 
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○ 槙野委員 

評価方針の基本であるので、堺市が主語になると少し違和感があります。さらっと

「評価委員会は意見を述べることができる」などの表現かなと思います。勝手に市が

決めるのではなく、評価委員会として意見を言う機会が必要であれば、「意見を述べる

ことができる」程度の表現がよいのでは思います。また、もともと、中期目標は堺市

長が決め、評価員会はそれに対して意見を述べる。中期計画は法人が決め、評価員会

はそれに対して意見を述べることになっています。重点ウエイト小項目に対しても意

見を述べるで、バランスがとれているように思います。 

 

◎ 杉本委員長 

中期目標や中期計画は、評価委員会が意見を述べ、市議会の議決等を経て、市が決

定又は承認するということです。それらを評価するにあたり、重点ウエイト小項目を

設定する。槙野委員を含め委員の皆さん、「評価委員会は決定するにあたり意見を述べ

ることができる」ということでよろしいでしょうか。 

 

○ 清水委員 

「意見を述べることができる」の表現でいいと思います。ただ、ここで述べたかっ

たのは、総合評価の際に重点ウエイト小項目を重視するということを基本方針に盛り

込むのがここの主旨であると思います。評価委員会を主語にして、市長が決定した重

点ウエイト小項目を考慮すると、そして、重点ウエイト小項目は、評価委員会の意見

を受けて堺市長が決定というような記述で良いと思います。 

 

○ 槙野委員 

今の意見を整理して頂いて、文言は委員長に一任でいいと思います。 

 

◎ 杉本委員長 

では、事務局に意見を整理して頂き、事務局と調整させて頂きます。案が出来次第、

各委員からの意見をお聞きしたいと思います。全体の流れの確認も必要と思います。 

 

● 事務局（戸奈健康医療推進課長） 

直ちに、新たな案を委員の皆様にお示し、審議して頂く方が、齟齬がないと思いま

すので、この場でご提示させて頂きます。 

 

◎ 杉本委員長 

では、お願いいたします。基本方針（案）の(3)については、現在、修正を行ってお

ります。 

実施要領（案）については、どうでしょうか。 

 

○ 槙野委員 

大項目評価のＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの評価基準についてですが、他市の状況ではどう

なっているのでしょうか。この基準では、ほとんどが、Ｂ評価になってしまい、小項
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目が 100 点満点の場合のみ、Ａ評価となります。大阪府立病院機構の評価では、もう

少し高い評価であったように記憶しています。 

評価結果が公表された場合、詳細な取り組みや評価基準の違いなど関係なく、単に

堺市は大阪府に比べ大きな項目の評価結果が低いとならないか。少し気になりますの

で、9割以上いう部分について他市の基準の確認をお願いしときます。 

 

● 事務局（西尾参事） 

他の地方独立行政法人の基準を参考にしており、参考資料１の７ページのとおり基

準には大きな違いはありません。 

 

◎ 杉本委員長 

今の件は、よろしいでしょうか。 

年度評価実施要領はこの案で承認とさせて頂きます。 

業務実績評価の基本方針は、今、訂正案を作成していますので、少し待って、文言

を再度確認して頂きます。その上で決定したいと思います。 

 

４．業務評価結果報告書（様式）（案）  

■事務局説明 

・業務評価結果報告書（様式）（案）について、７ページまでが記載様式、８ページ以

降がその具体的な記入例、そして前回の案からは３ページのⅲ）小項目評価の集計

結果の表の見直しを行ったことと、４ページから７ページは法人が評価委員会に提

出する事業実績の報告書の様式を兼ねていることを説明（資料８） 

 

◎ 杉本委員長 

１２、１３ページ、１４、１５ページのようにまず、法人から法人自己評価欄を記

入している報告書の提出があり、評価委員会としての評価やコメントを、その右側に

記述する。そして、１０、１１ページの大項目評価を行っていく。という流れですね。 

１５ページの備考については、この記入例の説明でしょうか。 

 

● 事務局（西尾参事） 

この例とは関係なく、中期目標の項目によっては、年度計画の取り組みの記述がな

く、この欄が空欄のものがあります。その場合は、法人の業務実績のみを記入すると

いうことです。 

 

○ 岡原委員 

確認ですが、結果報告書の様式は何ページから何ページですか。 

 

● 事務局（西尾参事） 

結果報告書の様式は１ページから７ページまでとなっております。８ページ以降が

その具体的な記入例となっています。 
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○ 岡原委員 

ホームページ等を通じて、市民へ公開するのは、この報告書をそのまま公表するの

ですか。 

 

● 事務局（西尾参事） 

そのとおりでございます。委員会でまとめて頂きました業務評価結果報告書をその

まま公表いたします。 

 

○ 槙野委員 

全体評価と大項目評価が、業務実績評価の報告であり情報公開の中心であって、後

ろの方の小項目の評価の結果は内部資料ではないのですか。法人の自己評価等の記載

があり、評価委員会の評価もありますが、最終的なジャッジは、個別評価ではなく全

体的な評価として前の部分で行うわけですから、この部分を情報公開するのではない

のでしょうか。 

 

● 事務局（西尾参事） 

情報公開の対象は、小項目の評価も含め全体でございます。 

 

◎ 杉本委員長 

市民の皆様には、作成した評価結果報告書の全体を公表する。ということです。 

その際の報告書の様式はこれでよいかということです。何かご意見ありますか。 

 

○ 岡原委員 

５段階で評価するのですが、この場合、気をつけなければいけないのが、評価５と

評価１です。極端な評価５や評価１とするのは、特別な事態であるので、その際には、

その理由を特記事項としてはっきりと欄外にでも書いて頂きたい。法人の自己評価の

場合も同じです。また、自己評価と評価委員会との評価が異なった場合も理由の記述

が必要であると思っています。 

 

● 事務局（西尾参事） 

記入例の１２、１３ページをご覧ください。太線で囲っている評価委員会の評価の

欄に、評価の判断理由を記載します。 

 

● 事務局（戸奈健康医療推進課長） 

１４、１５ページをご参照ください。委員がおっしゃるような例でございます。法

人もなぜ評価４としたのか、そして評価委員会としては、なぜ評価３が適当としたの

かを互いに明記することになっております。なお、記載にあたっては、分かりやすい

表現が重要であると考えております。 

 

◎ 杉本委員長 

評価の判断理由を記述することになっているが、特に、評価５や評価１の場合は特
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記することをお願いいたします。 

 

● 事務局（戸奈健康医療推進課長） 

岡原委員がおっしゃったとおり、その理由を特記いたします。 

 

◎ 杉本委員長 

報告書の様式及びその報告書は全て公開することでよろしいでしょうか。（異議なし） 

 

５．業務実績評価の基本方針（案）（その２） 

■事務局説明 

・基本方針（案）の１．基本方針(3)について、本日の会議意見を受け、評価委員会を

主語にした修正案を説明（当日配布資料１） 

 

○ 槙野委員 

この案では、重点ウエイト小項目は堺市長が決め、それに基づいて評価委員会が評

価するというのはいいのですが、「堺市長の決定に際し評価委員会が意見を述べる」と

いう部分はどうでしょうか。 

 

○ 清水委員 

評価のプロセスとなるのは、この部分なので、これは、これでいいと思います。一

方、重点ウエイト小項目を定めるプロセスを基本方針に記述することは難しいので、

このことは別に定める方がいいと思います。重点ウエイト小項目を定めるにあって意

見具申できるという位置付けを、ここに書きづらいのであれば、了解事項として、ど

こかに記録しておくしかないと思います。最終的に、私たちがすべきことは、重点ウ

エイト小項目に充分配慮して、評価を行うことなので、これはこれでよいと思います。 

 

○ 槙野委員 

議事録での確認で、どうでしょうか。評価委員会は、重点ウエイト小項目を定める

際に意見を述べることができるという意見があり、市もそのことを了承したと、議事

録に残してもらったらよいのではと思います。 

我々は評価が主体であり、そのことについて書いてあるのでこれでもよいのでは。 

 

◎ 杉本委員長 

では、議事録の記録を以って、重点ウエイト小項目について評価委員会として意見

を述べることができる。最終的な決定をするのは堺市である。このことを確認し合っ

たとすることでよろしいでしょうか。 

 

● 事務局（戸奈健康医療推進課長） 

委員長のご意見のとおりで結構です。 
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◎ 杉本委員長 

業務評価結果の基本方針は、今の修正案を承認とさせて頂きます。 

重点ウエイト小項目については、評価委員会の意見も参考し決定するということを

議事録に記載しておいて下さい。 

 

６．財務諸表の確認方針（案） 

■事務局説明 

・財務諸表の確認方針（案）について、前回の会議終了後、清水委員より頂いたご意

見に基づき修正を行った部分を説明(資料９、資料１０) 

 

○ 清水委員 

原案に間違いがあったわけではありませんが、分かりやすくするため新案として文

言修正をいたしました。 

 

◎ 杉本委員長 

どうでしょうか。何かご意見ありませんか。 

財務諸表の確認方針については、承認とさせて頂きます。 

 

７．その他 

■事務局説明 

・今後に評価委員会のスケジュールについて説明(参考資料３) 

 

◎ 杉本委員長 

今のスケジュールについて何かご意見ありませんか。なければ、用意された案件は

全て終了しました。他にご意見はないですか。 

 

○ 岡原委員 

先程の重点項目の話もそうなんですが、堺市では、4月から堺市がん対策推進条例が

施行されます。それによって、堺病院としての役目が出てくると思います。その辺り

の実績についても評価していきたいと思っています。 

 

◎ 杉本委員長 

他にないでしょうか。 

 

我々の任期は今年の５月末までありますが、本日の評価委員会が最後の会議という

ことになっております。 

皆様方、この２年間ありがとうございました。皆様の助けもありここまで来ること

ができました。堺市は、建って間もない病院を新築移転するという大英断を行いまし

た。その背景には、堺市は大阪府で唯一の救命救急センターがない二次医療圏である

ことから、市立堺病院に救命救急センターを開設すべきであるとの判断があります。

法人はその期待を裏切らないように努力をしてもらいたいです。医療状況は非常に厳
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しいです。堺市も堺病院を市立病院として支援し、お互いうまく連携し協力し合い、

市民の皆様に良い医療の提供をお願いしたいと思います。 

皆様に感謝しまして、これで終らせさせて頂きます。本当に、ありがとうございま

した。 

 

８．閉会 

●事務局（神谷主幹） 

杉本委員長、ありがとうございました。 

本日、頂きましたご意見は、会議録として各委員に送付いたします。 

以上をもちまして、平成 24年度 第２回 地方独立行政法人 堺市立病院機構 評

価委員会を終了いたします。 


