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平成 25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 7月 24日（水） 

午後 2時～午後 4時 00分 

開催場所 堺市役所 本館 6階 会議室 

出席委員 
岡原 猛     隈元 英輔    篠藤 敦子 

杉本 壽     高見沢 恵美子  （敬称略） 

欠席委員 なし 

行政出席者 

早川健康福祉局長  坂口健康部長  森健康医療推進課長 

登山健康医療推進課参事役    神谷健康医療推進課長補佐 

川崎健康医療推進課職員     南健康医療推進課職員  

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 青木副院長 横田副院長 大里診療局長 

福永外科統括部長 千葉看護局長 谷口看護局次長 

八野薬剤・技術局長 福島薬剤・技術局（調整担当） 

出耒法人本部長 寺口経営企画室長 荻田新病院建設室長 

冨吉経営企画室マネージャー 奥野運営グループマネージャー 

森経営グループマネージャー 安井管理課長 牛尾医事課長 

淺田運営グループ主幹 林運営グループ主査 渡部運営グループ職員   

倉本経営グループ主幹 児玉経営グループリーダー 

案 件 

1.業務実績評価について 

2.財務諸表等について 

3.その他 

会議の内容 別紙のとおり 
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1.開会 
・資料確認 

 

2.平成 24年度 業務実績に関する評価について 

■ 事務局説明 

・資料 1により前回の意見要旨を説明。 

・小項目評価について資料 2 を用いて説明するとともに、今回全ての小項目について

評価の決定を依頼。 

・大項目評価、全体評価について資料 3を用いて説明。 

 

◎杉本委員長 

事務局より説明がありましたように、小項目の評価を決定してから、大項目評価、

全体評価に進んでいくことになります。前回も議論し、また皆さまも業務実績報告書

を読んで頂けたと思います。そこで、評価 2 になるような小項目はなかったと思いま

すがいかがでしょうか。 

（異議なし） 

では、重点ウエイト小項目、法人の自己評価が 4、5の小項目について確認をしてい

きたいと思います。法人の自己評価が 3 の小項目についても評価を変えた方がよいと

思われる項目については、ご意見をお願いいたします。 

資料 2の最初の小項目「救急医療」から確認をしていきます。 

法人は評価 5 としていますが、評価 5 ではこれ以上ないということになります。実

際にすごく頑張られているという印象もありますが、質の問題や新病院では救命救急

センターを始めるということなど前回の議論、意見も踏まえてご意見をお願いします。 

 

○高見沢委員 

中期計画における質的な取り組みは、救命救急センターをめざし、急性疾患に対応

できる体制整備となっています。年度計画でもそのあたりが明確ではないのですが、

どのような取り組みを行ったのでしょうか。現状では、受入れ患者数も増加し、救急

医療の推進に大いに取り組んでいることは高く評価できるのですが、救命救急センタ

ーへの移行を考えた場合、具体的、計画的な体制整備の準備が必要です。少し厳しい

ですが、ここは評価 4 ではないかと考えています。評価結果報告書には、希望を込め

て体制整備を計画的に進めて頂きたいというコメントの記載をお願いします。 

 

●金万院長 

救命救急センターに向けては、診療体制と患者の受け皿の充実の両面から充実を図

っています。具体的には、救命救急センターで勤務が可能な医師の確保など、救急に

関与する医師の増に努めました。さらに、重症患者を受け入れることが可能なＨＣＵ

（ハイケアユニット・高度治療室）の充実を図りました。1段ずつではありますが、救

命救急センターに向けて取り組んでいるところです。 
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●出耒法人本部長 

補足いたします。体制整備としては、現在、救急告示病院として、内科・小児科・

外科・産婦人科の 4 科による救急体制を採っています。救命救急センターに向け、今

まで弱かった外科系の体制強化のため、整形外科、外科、脳神経外科の医師を増員し

ました。救急搬送患者数は平成 23年度と比べ、全体で 784人増加していますが、その

うち、この 3 科だけで 537 人増加しており、体制整備によって実績もあがっておりま

す。 

 

◎杉本委員長 

実績として、様々な取り組みを行い体制も整備し、受入れ患者数も増加しているの

は問題ないし評価もできるところですが、今までの議論や意見、さらに初年度の評価

であるということも踏まえ、評価 4が適当であるということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

次は「小児医療、小児救急医療、周産期医療」です。法人は自己評価 4 ということ

ですが、いろいろ難しい問題があると思いますが、分娩件数は少し減少しています。

ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）が無い中で、大変、頑張られていますが、やはり

周産期医療では、ＮＩＣＵが無ければ難しいと思います。 

 

○岡原委員 

小児救急に関しては、頑張っていると感じています。 

周産期に関しては近くに大阪府母子保健総合医療センターがありますので、任すも

のは任すといった、すみ分けが大事であると思います。やはり質の向上がポイントだ

と言えます。あと、新病院と同じ敷地に新急病診療施設が整備されますので、小児科

の医師の増員にも努めていただきたいと考えています。 

 

◎杉本委員長 

では、この小項目については評価 3ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

「がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病への対応」については、重点ウエイト小項

目であるため確認しますが、前回会議からの論点も残っておらず、法人自己評価も評

価 3 です。入院患者数など実績が減少している指標もありますが、評価 2 とするよう

な取り組み実績ではないと思いますので、委員会としても評価 3 でいいと思うのです

が、いかがでしょうか。 

 

○岡原委員 

堺病院は、看護学校や地域包括支援センターを持っていないため、急性期から慢性

期や在宅医療など次のステップに移行するとき、大変苦労しています。今のシチュエ

ーションでは頑張っていると評価できますが、全体からみると評価 3 が妥当だと思い

ます。 
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実質は、大変頑張っていることも分かっています。がんについても地域医療支援病

院やかかりつけ医との連携が重要であると考えています。 

 

◎杉本委員長 

重点ウエイト小項目であるので、議論をさせていただきましたが、この項目につい

ても目標の達成に向け年度計画を順調に達成していると言えるので、評価 3 というこ

とでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

次は質の高い経営の項目です。資料 3 のコメントにも記載がありますように、全体

的に様々な取り組みがなされ、よく頑張られており評価できると思います。評価 4 で

よいと思うのですが、どうでしょうか。これと同じように、事務経営部門の強化、業

務改善に取り組む組織風土の醸成の小項目も法人は評価 4 としていますが、これらの

項目についても、非常にうまく取り組んで結果に繋げています。特にボトムアップや

職員の提案制度などは高く評価できる取り組みだと思います。評価 4 でよいでしょう

か。 

 

○岡原委員 

一般企業においてもＰＤＣＡサイクルによる目標管理は重要です。堺病院でのサイ

クルは 1年ごとを想定しているのですか。 

 

●出耒法人本部長 

目標管理は地方独立行政法人における業務運営上も重要な制度であり、ＰＤＣＡサ

イクルを導入しています。サイクルについては、大きな目標は年度で評価し改善して

いきますが、小さな目標は日常的にチェックし、通常業務の中で改善を行っています。 

 

◎杉本委員長 

右端のコメント欄も確認していただき、意見がなければ評価 4 で確定したいと考え

ておりますがよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

次に経営状況について、経常収支の黒字についての小項目です。皆様、ご意見をよ

ろしくお願いいたします。 

 

○篠藤委員 

昨年度と比較し、経常費用が 4.7億円減少していますが、資料 2 の 7ページの記載

のとおり資産の再評価等で減価償却費が 5 億円減少したのであれば、他の費用の削減

についてはどうでしょうか。 

 

●寺口経営企画室長 

次の議事で詳しくご説明する予定であります。資料 5 を用いまして独法化による影
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響や前年度との比較また運営費負担金について、前回、ご意見をいただいた点を踏ま

え説明をさせていただきます。 

 

○隈元委員 

民間企業では、昔からずっとＰＤＣＡサイクルによる経営を行ってきました。堺市

立病院機構も、ＰＤＣＡサイクルを導入し、より質の高い経営や職員の経営改善に向

かう意識改革などによって黒字が達成できたことは、高く評価ができます。しかし、

法人設立の初年度でもありますので、今後もっと経営改善や効率化に取り組んでもら

いたいこともあり、ここは評価 4が妥当ではないかと考えております。 

 

◎杉本委員長 

ありがとうございます。ここでは、皆さまの意見から経常収支の黒字化については

評価 4、費用の削減については評価 3と仮の評価としておき、次の議題の財務状況につ

いての説明を聴き、改めて評価を確定させる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。 

では、小項目評価については、仮の決定という項目も一部ありましたが、今決定し

ました評価で確定してよろしいでしょうか。また右側のコメントにつきましてもご意

見は、よろしいでしょうか。 

小項目評価については、一部、仮決定はありますが、このように進めさせていただ

きます。 

 

次に、大項目評価、全体評価についてですが、大項目評価は小項目評価の結果に基

づいた割合と重点ウエイト小項目の結果から判断するというルールになっております。 

今の小項目の評価決定では、資料 3 の大項目の評価は変わらないと思いますが、事

務局どうでしょうか。 

 

■ 事務局説明 

・資料 3を用いて、各小項目の決定した評価を確認。 

・小項目評価の決定による大項目評価（案）の再度の説明。 

 

◎杉本委員長 

先に、大項目 第 3 の収入の確保の小項目について、評価の確認をしておきたいと

思います。収入の確保については、様々な取り組みによって大きな増収を図っており

ますので、評価 4でご了解いただけるでしょうか。 

（異議なし） 

小項目評価において評価 2 以下がなかったので、各大項目については評価Ａでよい

と思うのですが、いかがでしょうか。また、判断理由の記載内容についてはどうでし

ょうか。 

（異議なし） 
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次に、資料 3 の 6 ページ全体評価についてです。全体評価の評価結果（案）として

は、「全体として中期計画の達成に向けて計画どおり順調に進捗している」であります。 

全体評価は評価の中でも肝となる部分です。判断理由以降の全体評価の記述につい

て、事務局に読上げをお願いします。 

 

■ 事務局説明 

・資料 3の 6ページ及び 7ページの記述を読上げ。 

 

◎杉本委員長 

追加すべき文言や訂正が必要な部分はないでしょうか。 

 

○岡原委員 

堺市全体の問題で、文章にするとこうなるのかもしれませんが、災害拠点病院を救

急医療や地域医療支援病院などと並列して記載しており、この文章の結びが、「必要な

医療を提供した」となっているのには、少し違和感を感じます。 

また、急性期を脱した患者に対して、在宅医療を提供する施設や福祉、介護との連

携も重要であると思います。堺では地域包括支援センターがうまく動いているので、

この施設を活用し上手に繋げていくことも 1つの方法だと思います。 

 

◎杉本委員長 

今回、災害医療については、あまり議論しませんでしたが、災害医療についての文

言をどうするのかということだと思います。地域包括支援センターのことについては、

中期計画では記載がありませんが、今後医療全体を考えていく上では非常に重要なこ

とだと思いますので、アドバイスとして報告書への記載をお願いします。 

 

●出耒法人本部長 

地域包括支援センターの活用については、我々も堺病院も協議会の構成員として議

論に参加させて頂いております。会議にも出席し、勉強をさせてもらっている状況で、

地域医療連携室が中心となって取り組んでおります。 

 

●北村理事長 

災害時医療については、幸いにそのような場面がありませんでしたが、堺病院とし

てＤＭＡＴ隊を編成しております。そして、市域外での訓練も含め、非常に活発に訓

練に取り組みました。堺市内で、当院ほどＤＭＡＴ活動や訓練を行っている話を聞き

ません。全体評価の文章は、こうした訓練状況等を踏まえ、評価していただいたもの

と考えております。 

 

●寺口経営企画室長 

業務実績報告書と表紙に書かれている別冊資料の 15、16 ページをご参照願います。

災害拠点病院としての取り組みについて記載させて頂いております。実際の災害時医

療の提供はございませんが、多数傷病者発生時対応シミュレーション演習や大阪 880
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万人訓練に合わせた訓練などを実施しました。関連指標として災害訓練の実施回数を

記載しております。 

 

◎杉本委員長 

災害時の医療については、その規模等にもよりますが、大阪府全体としての対応が

必要となり、その中で市立堺病院がどのような役割を果たすのかがポイントであると

思います。 

ＤＭＡＴ活動も大切ですが、日常の救急医療の延長線上の診療行為の中で、災害時

にはどのような診療体制を整えられるのかをシミュレーションすることも重要です。 

岡原委員の意見については評価結果報告書に反映させたいと思います。また、中期

計画に地域包括支援センターの記述はないとのことですが、在宅医療を提供する施設

や福祉、介護との連携については、評価委員会としての参考意見として評価結果報告

書に記載していきたいと考えています。他にないでしょうか。 

 

○篠藤委員 

入院単価が昨年度比で 4,078 円増とありますが、診療報酬の改定により、オートマ

チックに増加する部分もあるのでしょうか。 

 

◎杉本委員長 

平成 24年度の診療報酬の改定率は、全体で 0.004％の増でした。その中でそれぞれ

割り振りがあり、点数が増えるもの減るものがあります。今回の診療報酬の改定では、

大きな病院により厚い改定であったと言われていますが、市立堺病院の場合、昨年度

より約 8％、単価が伸びており、これは大きく増加させたといえます。 

 

○篠藤委員 

入院収益と外来収益との合計で、9.2億円の増収ということですが、入院収益、外来

収益と区分した場合、それぞれの増収額を教えてください。 

 

●寺口経営企画室長 

後で詳しく説明させていただきますが、入院収益で 6 億 8,800 万円、外来収益で 2

億 3,000万円の増収です。本日の資料 5の 8 ページをご参照願います。入院収益の増

の要因として入院単価の増で約 6.3 億円、患者数の増で約 0.6 億円、また外来収益に

ついては、患者数の減による減収要因がありましたが、それを上回る単価増によって

増収となりました。 

 

◎杉本委員長 

平成 25年度は診療報酬の改定がないので、平成 24年度と平成 25年度と比較する場

合、その影響はなくなります。提供する診療の内容や患者さんの質により単価は大き

く変化しますので、今年はその辺りでどう単価を伸ばすかだと思います。 

他によろしいでしょうか。 

（異議なし） 
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3.平成 24年度 財務諸表等について 

■ 事務局説明 

・市長が法人の財務諸表の承認をする際、評価委員会が意見陳述を行う確認事項につ

いて、資料 4 を用いて事務局により全ての確認項目で適正な処理や提出などが行わ

れたことが確認できていることを説明。 

■経営企画室長説明 

・資料 5を用い、平成 24年度の財務状況を説明。 

・資料 5の 1ページから 5ページは平成 24年度地方独立行政法人堺市立病院機構の財

務諸表から主な項目を抜粋し説明。 

・6ページ以降は前回頂いた意見でもあった独法化によって財務状況がどのように変わ

ったのかを対前年度との比較により分析し、その結果を説明。 

・経常損益は表面上、18.6 憶円の収支改善であるが、そのうち、地方独立行政法人へ

の移行による影響額が約 9.6 億円、病院自身の努力分が約 9 億円と、およそ半々で

ある。 

・病院の努力分、約 9億円について収入及び支出の主な要因を分析し説明。 

 

◎杉本委員長 

資料 4 として説明がありました市長が財務諸表を承認する際の意見陳述ですが、基

本方針による確認事項については、特に問題がなかったということです。また、実際

の決算内容については、資料 5 として堺市立病院機構からの説明でした。先程、財務

の小項目につては仮の評価とさせて頂きました。仮の評価についてもご意見をお願い

します。 

資料 4 の財務諸表を承認する際の意見陳述については、確認事項において問題がな

かったということなので、評価委員会としても特に意見なしでよいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

では、資料 5について、何かご意見、ご質問はありますか。 

 

○篠藤委員 

詳細な資料をありがとうございます。 

費用についてですが、給与費が増加していますが、資料 5の 11ページに記載がある

ように、増収のための投資と捉えることができると思います。収入を増やすために増

加する費用はあります。評価としては、法人としていろいろと費用削減への取り組み

をしていますが、地方独立行政法人へ移行後、初めての事業年度ということで、昨年

度と比較し減少した費用もありますし、退職給付会計に係る数理計算上の差異など、

今後、発生するであろう費用も今年度は計上されていません。今後の経過も見ていく

必要もあるので、費用の削減については評価 3が妥当だと思います。 

 

●出耒法人本部長 

費用の削減についての取り組みの内容について説明いたします。診療材料費の削減



 9 

として平成 24年 6月に診療材料一括購入契約の導入を行い、これまでの 5％減、金額

ベースでは 4,425万円の削減効果がありました。高額医療材料の価格削減活動として、

特に循環器内科、眼科や整形外科などの高額診療材料の値引きに取り組み 1,500 万円

程度の削減効果がありました。また試薬についても 10月より、使用前の単価購入契約

から実使用による単価購入契約に変更したことで費用削減となりました。 

さらに、委託料については、ＳＰＤ業務、設備運転監視・警備業務について平成 24

年当初より削減を図り、約 3,000万円の削減効果がありました。 

 

○岡原委員 

費用の削減への取り組みについては、一般病院では、従前より行っている当然の取

り組みもあります。 

それよりも、年間 17億円の運営費負担金がどの様に充当されているのかが重要であ

ると思います。運営費負担金の割り振りについて少し説明をお願いします。 

 

●寺口経営企画室長 

平成 24年度の運営費負担金は 16億 4千万円でした。その内、半分近くの約 7億円

については、救急医療を確保するために頂いており、現病院における 2 次救急医療の

経費として使っております。地方独立行政法人法第 85条第 1項第 1号の「その性質上

当該公営企業型地方独立行政法人の事業の経営に伴う収入をもって充てることが適当

でない経費」に対して約 7億 4千万円、第 2号の「当該公営企業型地方独立行政法人

の性質上能率的な経営を行ってもなおその事業の経営に伴う収入のみをもって充てる

ことが客観的に困難であると認められる経費」に対して約 1億 2千万円頂いています。

運営費負担金を頂いているこれらの医療に関しては、きちんと役割を果たしていく必

要があると考えています。 

救急医療については、本年度、救急受入れ件数や救急応需率の増加、また今まで弱

かった外科系の救急についても体制整備を行い救急患者の受入れ増に繋げました。小

児周産期医療についても、医師を増員し診療体制の充実を図ったところでございます。

運営費負担金を頂くということは、それに見合った医療を提供しなければならないと

いうことは充分認識しております。今後、新病院においては、救命救急センターの運

営費負担金を頂くということになると思いますが、ここの部分についてもしっかりや

っていきたいと考えています。 

当機構の行政サービス実施コストは 12億 7,300万円で、人口一人当たりで申し上げ

ますと 1,515 円です。政令指定都市の神戸市、福岡市、京都市、堺市における人口一

人当たりの行政サービス実施コストの平均額は 2,599 円、人口を加味した加重平均で

は 2,789 円となっております。一般市の地方独立行政法人においては平均 5,265 円、

加重平均は 3,446円であり、東京都、神奈川県、大阪府等、8都府県の地方独立行政法

人においては、加重平均で 1,147円と、当機構より 300円少ない状況でした。今後は、

これらの数値も意識していく必要があると考えています。 

 

◎杉本委員長 

確認ですが、資料 5 の 14ページ、救急医療確保経費で約 7億円ということですが、
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これは国や府からの補助金は含まれているのですか。 

 

●寺口経営企画室長 

ここは、運営費負担金を整理していますので、ここに記載している計数は市からの

みの金額です。感染症など、国庫補助金等があるものもありますが、ここには含まれ

ていません。 

 

●出耒法人本部長 

なお、堺市においても、運営費負担金 16億円全てを負担しているのではなく、国か

ら約 9億円程度、交付税措置がなされ収入があります。 

 

○岡原委員 

堺市には地域医療支援病院が市立堺病院の他に 4 病院あります。それらには、運営

費負担金など入っていない状況で、地域に貢献しています。市立堺病院は、不採算医

療や 2.5 次の救急医療などの提供をしているので、また新病院では 3 次の救命救急医

療の提供をしていくので、市から運営費負担金が支出されています。これらの医療提

供が充分になされているのか、また新病院の開院までに準備がきちんとなされるのか

が最も重要な取り組みだと考えています。 

 

●出耒法人本部長 

委員のおっしゃるとおり、公立病院としての役割、民間病院では困難な医療につい

て提供していくといことが我々の使命であります。もう 1 点の経営については、公立

病院として持続可能な経営をめざして効率化を図っていくということであります。こ

の 2 点が、我々に与えられた使命であると考え法人運営を行っていきたいと考えてお

ります。 

 

○篠藤委員 

不採算医療の提供も行っていかなければならないと考えた場合、不採算医療とその

ほかの医療と分けた時には、不採算医療における収支とそうでない医療での収支とは、

それぞれどのようになっているのでしょうか。 

 

●寺口経営企画室長 

救命救急医療を例にすると、3 次の救命救急医療を必要とする患者は年間で約 300

人、1日 1人程度です。その患者のために施設や人員体制を整えておく必要があり、3

次救急の提供は赤字となります。この部分の赤字についは独立行政法人に負担させな

いというのが運営費負担金の趣旨であり、その他の医療については、民間病院と同じ

く診療報酬で賄っていくことになります。そのような分野でしっかり運営しなければ

経常収支は黒字になりませんので、法人として責任ある運営をしなければならないと

思っています。 
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◎杉本委員長 

大阪府が独立型の救命救急センターに支出している負担額は 8億円～10億円であり

ます。堺市の場合は併設型の救命救急センターですので、ここまではかからないと思

います。一般的に、併設型の救命救急センターの場合、大きな赤字にはならないこと

が多いと思います。 

他にご意見はよろしいでしょうか。 

確認ですが、基本方針に基づく市長が財務諸表を承認する際の意見陳述については、

特に意見なしでよいかと思いますが、よろしいでしょうか。また、仮の評価になって

おりました小項目の評価についてもそのままの評価で決定したいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

（異議なし） 

 

予定では、次回の会議が本年度最後の評価委員会となっております。次回の会議で

は、評価結果報告書の決定、財務諸表を市長が承認する際の意見陳述の決定、この 2

つの決定を行いますので、よろしくお願いいたします。 

また、先程も申しましたが、事務局は、これまでの議論や意見を踏まえ、業務実績

に係る評価結果報告書としてまとめ提出をして下さい。 

次回まで、日があまりありませんが、委員の皆さんから追加のご意見、ご質問があ

りましたら、事務局までお寄せいただきたいと思います。 

それでは、本日の評価委員会を終了させていただきたいと思います。  

 

4.閉会 

●事務局（森健康医療推進課長） 

杉本委員長、ありがとうございました。  

次回、平成 25年度第 3回の日程については、事前に各委員の日程調整をお願いして

おります。7月 30日（火）午後 2時から、本日と同じこの場所で開催いたします。お

忙しい中、連続しての開催となりますが、次回も何卒、よろしくお願いいたします。  

先程、杉本委員長からお話がありましたように、審議スケジュールの予定では、次

回が今年度、最終のご意見を頂く場と考えております。 

また、本日、頂きましたご意見は、会議録として事務局の方でとりまとめた上で、

各委員に送付いたします。内容のご確認をお願いします。 

以上をもちまして、平成 25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。 

本日は、長時間にわたり、各委員の皆様方にはご審議いただきまして、本当にあり

がとうございました。 


