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平成２６年度 第 6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 27年 1月 27日（火） 

午後 2時 00分～午後 3時 50分 

開催場所 堺市立消費生活センター 会議室 

出席委員 
岡原 猛     隈元 英輔    篠藤 敦子 

杉本 壽     田中 京子  （敬称略） 

欠席委員 なし 

行政出席者 

中野健康福祉局長  北出健康部長 

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  

森（多）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 横田副院長 青木副院長 河野副院長 

大里診療局長 千葉看護局長 小澤看護局次長 福島薬剤・技術局次長 

出耒法人本部長 寺口事務局長 荻田新病院建設室長 

佐々木新病院建設室次長 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 

倉本総括リーダー 淺田総括リーダー 

児玉リーダー 佐々木リーダー 渡部職員 伊藤職員 

案 件 

１．地方独立行政法人堺市立病院機構 第 2期中期計画について 

２．中期目標期間終了時の評価について 

３．その他 

① 第 2期中期目標に係る重点ウエイト小項目について 

② 平成 27年度 評価委員会スケジュールについて 

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 

 

◎杉本委員長 

本日の予定は参考資料１のとおり、前回会議での指摘等により修正された第 2 期中期

計画を審議し、評価委員会として、最終の意見をまとめることになっております。また、

中期目標期間評価に係る評価実施要領を審議し、決定したいと思っております。 

では、次第に従って議事を進めます。 

 

２．地方独立行政法人堺市立病院機構 第 2期中期計画について 

■ 事務局説明 

・資料 1により前回の意見要旨を説明。 

・また、資料 3 は病院機構に指示した第 2 期中期目標と今回の第 2 期中期計画案との

比較表であることを説明。 

 

■ 病院機構説明 

・前回と今回の第 2 期中期計画案の新旧対照表である資料 2 を用い、前回意見等によ

り見直し、修正した部分及び前回、空欄であった平成 31年度目標数値について説明。 

・「第 6 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画、資金計画」以降の内容、考え

方について説明。 

・資料 2 の 22 頁、資料 4 の 12 頁、第 11-(1)の表中の予定額の数字を 1,000 に修正す

ることを説明 

 

◎杉本委員長 

本日、審議する中期計画（案）は、委員の皆さんにも事前に送付されており、既に

ご確認いただけていると思います。前回の会議でいただいたご意見等が反映され、ま

た今回、初めて収支計画等が提案されました。 

収支計画については、今日が実質的に初めてご意見をお伺することになります。先

に、収支計画以外のところで、何かご意見やご質問はありますか。 

 

○篠藤委員 

資料 2 の 22 頁、「10 料金に関する事項」に減免についての記述があります。少し

イメージができないのですが、どの様な場合、減免措置となるのでしょうか。 

 

●出耒法人本部長 

個室料が分かりやすいと思います。感染症等により本院の都合で、個室対応が必要

な場合、料金を徴収しないで、減免としています。 

 

○篠藤委員 

減免するケースは決まっているということでしょうか。 
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●出耒法人本部長 

減免規定を設け、決裁を得て減免することとしています。 

 

○篠藤委員 

分かりました。ありがとうございました。 

 

◎杉本委員長 

私の方からも何点か確認させていただきます。 

まず、4 頁の分娩件数です。全国的に分娩件数が減少している中、目標数値は 25 年

度実績とほぼ同じですが、若干、増加しています。堺市医療圏での出生率のデータな

どを参考した目標となっているのでしょうか。 

次に、6頁の化学療法調製件数ですが、目標数値が実績を下回っています。先ほども

説明がありましたが、再度、その理由をお願いいたします。 

また、10 頁の患者満足度調査について、現状の満足度も入院 82.0%、外来 71.0%

と非常に高い実績です。目標では、さらにその上の 90.0%、80.0%としていますが、達

成できるのか少し心配しています。 

 

●出耒法人本部長 

分娩件数の目標数値について、堺市医療圏の出生件数は大阪府全域の約 1 割です。

大阪府下は約 75,000 件で、堺市では 7,500 件くらいであったと思います。その一部、

500件程度は法人として担っていきたいと考えています。 

医療需要の変化や地域のニーズ等を勘案し、出生数の減少が予測されている中、現

状維持プラスアルファを目標数値としています。 

次に、化学療法調製件数についてですが、最近、新薬が開発されたことにより、こ

れまで抗がん剤を調整し注射による化学療法治療を行っていたものが、経口からの内

服薬治療に、治療方法が移行するケースが多々あります。昨今の傾向から、一層、内

服薬治療への移行が進むものと考えての目標設定としています。なお、新病院では、

経口による実績も統計をとりますので、示していきたいと考えています。 

また、患者満足度については、現在、施設に関する項目が、患者満足度が低い状況

となっていますが、新病院への移転により、この点は解消されるものと考えています。

当初、85.0%、75.0%を目標値にすることも法人内で検討していましたが、少しハード

ルを上げて目標にすることにしました。調査については、民間病院とのベンチマーク

が可能な調査、また厚生労働省が 3年に 1度、実施する調査等を考えています。 

 

◎杉本委員長 

ありがとうございました。他の病院と比較し、自院がどのレベルにあるのか客観的

に認識することは非常に有意義なことだと思います。 

もう 1 つ、確認ですが、病床利用率は退院患者を含んでの利用率でしょうか。それ

とも午前 0 時における在院患者による利用率でしょうか。また、救命救急センターや

ＩＣＵの病床利用率の考え方はどの様になっていますか。 
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●佐々木リーダー 

病床利用率は、退院患者を含む率となっています。 

また、ＩＣＵ等の患者は、一旦、院内転科し、そこから退院するケースがほとんど

であると考えています。ＩＣＵ等から院内転科する日の患者数は、ＩＣＵ等ではカウ

ントせず、一般病床でカウントします。そのため、ＩＣＵ等のみの病床利用率では、

80%以下になると試算していますが、実際の運用ベースでは、80%～85％での運用を目

標としております。 

 

○岡原委員 

小児救急についてですが、新病院の隣に、小児科の初期救急を担う（仮称）堺市こ

ども急病診療センターができます。この施設や他の小児 2 次救急医療機関と上手に連

携をしていただきたいと思います。前回の目標指標の名称ですが、小児ウォークイン

の目標数値が 400件となっていますが、この意味は何でしょうか。 

 

●金万院長 

前回の会議で指摘を受け、今回、小児救急紹介件数と名称を変えさせていただきま

した。この指標は、いわゆる、初期救急のウォークイン患者を指すのではなく、一次

診療所で紹介状をもらい、救急車による搬送ではなく、独歩で来院した患者、つまり

二次救急医療の提供が必要と思われる患者を統計しようとするものです。 

 

○岡原委員 

つまり、独歩なのか、自家用車なのか、来院の交通手段はともかく、他の医療機関

を通じて診療に来る患者数ということで、よろしいでしょうか。 

 

●金万院長 

はい、そのとおりです。救急車で搬送されてくる患者以外の二次患者数です。 

 

○岡原委員 

次に紹介率、逆紹介率の目標はどのようになっていましたか。 

 

●佐々木リーダー 

紹介率 68.0％、逆紹介率 75.0％を目標にしています。なお、地域医療支援病院

は、現在、紹介率 60.0％、逆紹介率 40.0％の要件で承認を得ていますが、新基準

においては、紹介率 50.0％、逆紹介率 70.0％の承認要件をクリアしていきたいと

考えています。 

 

○岡原委員 

現在の紹介率を維持しつつ、逆紹介率を向上させて、新しい地域医療支援病院の要

件も達成するという目標になっており、紹介率、逆紹介率への取組みはこれでよいと

思います。 

医療安全への取組みについてですが、専門的な知識や技術などのテクニカルスキル
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の向上ではなく、コミュニケーション能力や的確な状況認識力の向上によりリスク回

避をしようとするノンテクニカルスキルの向上についても取り組んでいただきたいと

思います。一般企業においても、テクニカルスキルとノンテクニカルスキルは、リス

ク回避の両輪として、そのスキルアップに取り組んでいると聞いています。 

 

◎杉本委員長 

ありがとうございました。他にご意見よろしいでしょうか。 

では、次に収支計画について、ご意見、ご質問はありますか。 

 

○篠藤委員 

第 4-1 安定した経営基盤の早期確立の本文中に「一層の費用の削減を進める」とあ

りますが、実際の収支計画の説明を聞きますと、前期実績をベースに積算していると

いうことでした。保守的な作成であり、本文の趣旨はどのように反映されているので

しょうか。 

 

●倉本総括リーダー 

次期中期計画における収支計画は、新病院での収支ということになります。現状で

申しますと、新しい施設ということで、例えば、清掃などの業務委託料や施設設備の

保守委託料、機器の保守委託料など不透明な部分が多く、想定の中での積算でありま

す。ただ、実際の契約や費用執行におきましては、総括契約の活用など様々な経費節

減に努めます。また、新病院での数年間の決算の状況等により、収支計画や目標数値

を変更することも 1つの方法であると考えています。 

 

◎杉本委員長 

入院単価はいくらで設定しているのでしょうか。 

 

●倉本総括リーダー 

一般病床のみでは、57,000円。救急等を含めました全体では、60,000円を超える単

価を設定しています。 

 

◎杉本委員長 

平均在院日数や材料費比率、また、がん診療も積極的に実施されていることを考え

れば、入院単価が少し、低い設定のように感じますが、自治体病院としては、平均的

なレベルなのでしょうか。 

 

●倉本総括リーダー 

平成 25年度 病院経営実態調査によりますと、政令指定都市における同規模程度の

自治体病院の平均入院単価が 57,500円程度となっております。なお、材料費の比率も

約 25％程度であります。 

 

 



 6 

○篠藤委員 

実績比較ができる場合は、まだ分かりやすいのですが、今回のように新施設という

場合は、同種同規模との比較が分かりやすいと思います。また、実績比較ができる場

合でも、同種同規模と比較することで、他と比べて頑張っているのか、どうかという

ことが、客観的になります。他とベンチマークできる資料はどのようなものがありま

すか。 

 

●倉本総括リーダー 

１つは、毎年、総務省が実施している公営企業の決算状況調査です。 

また、先程の説明でお示したのが、公益社団法人全国自治体病院協議会が毎年 6 月

に実施している病院経営実態調査です。 

主な支出をこの病院経営実態調査結果を比較しますと、収入に占める給与費の割合、

給与費比率は本法人が 6 割程度であるのに対し、自治体病院全体で 60.3％となってい

ます。先程、説明しました材料費比率は 25.4%です。経費比率について本法人が 16%に

対し、自治体病院全体で 17.4%となっております。全ての項目において、下回った計数

で計画を立てております。 

 

●出耒法人本部長 

収支計画や収支に係る目標数値は、早期黒字を達成するための最低レベルであると

考えています。目標をより早い時期に上回ることで、収支においても計画より早く黒

字を達成できることになり、職員のモチベーション向上にも繋がると考えています。 

 

◎杉本委員長 

ありがとうございました。いろいろとご意見を頂戴しましたが、計画そのものの記

載について修正すべきというご意見はなかったかと理解しています。 

評価委員会としては、修正意見なしで、この第 2 期中期計画（案）を、承認してよ

ろしいでしょうか。また、今後、仮に細かな文言の整理等について、必要が生じた場

合、基本的には、委員長一任ということで、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

ありがとうございました。それでは、評価委員会として、第 2 期 中期計画（案）

を原案とおり承認させていただきます。 

では、今後の手続きについて、事務局から簡単に説明をお願いします。 

 

■ 事務局説明 

・参考資料 4の意見書により、市長への意見とさせていただきたい旨を説明。 

・意見書の文案は定例的で、前回の意見書と同一であることを説明。 

・中期計画の認可までのスケジュールを説明。 

 

◎杉本委員長 

第 2 期中期計画（案）に対する評価委員会の意見について、前回の中期計画の承認

時と同様で定例的な文面の意見書（案）が示されました。問題がなければ、このまま
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承認したいと思いますが、如何でしょうか。 

（異議なし） 

市長への意見書は本日の日付け平成 27 年 1 月 28 日、を記入した参考資料 4 のとお

りとさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

3.中期目標期間終了時の評価について 

■ 事務局説明 

・資料 5により、中期目標期間終了時の業務実績の評価の概要について説明。 

・堺市立病院機構業務実績評価の基本方針により中期目標期間評価に係る評価の手

順等は決定しているが、評価基準等の詳細を決める必要があることを説明。 

・中期目標期間評価に係る評価方法や評価基準（案）は年度評価と同じ評価方法や

評価基準等であり、大項目評価は S から D までの 5 段階評価、全体評価は記述式

で記載することを説明。 

・資料 6 は、地方独立行政法人堺市立病院機構中期目標期間評価実施要領（案）で

あることを説明。 

 

◎杉本委員長 

中期目標期間評価についても、基本的には現在行っております年度評価と同じ方法

で大項目評価、全体評価の評定を行っていくとのことでした。 

では、ご質問、ご意見、如何でしょうか。 

（意見なし） 

では、資料 6 のとおり本日付けで、地方独立行政法人堺市立病院機構中期目標期間

評価実施要領を決定させていただきます。 

なお、仮に今後、その他の細かな文言の整理等について、その必要が生じた場合、

基本的には委員長一任ということで、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

ありがとうございます。 

 

4.その他 

① 第 2期中期目標に係る重点ウエイト小項目について 

■ 事務局説明 

・資料 6により、重点ウエイト小項目の設定方法などを説明。 

・第 2期中期目標期間中の重点ウエイト小項目は、第 2―1（1）救命救急センターを

含む救急医療、第 2－2（1）がんへの対応、第 4－1 安定した経営基盤の早期確立

の 3項目を考えていることを説明。 

 

◎杉本委員長 

これまでの中期目標、中期計画に係る審議状況から、重点ウエイト小項目は、これ

ら 3項目が妥当であると思いますが、ご意見、ご質問はいかがでしょうか。 

（意見なし） 
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では、評価委員会としても、重点ウエイト小項目は、示された 3 項目が妥当である

といたします。 

 

② 平成 27年度 評価委員会スケジュールについて 

■ 事務局説明 

・参考資料 6により、平成 27年度の評価委員会の開催スケジュール案を説明。 

 

◎杉本委員長 

平成 27年度のスケジュールについて、何かありますでしょうか。 

（意見なし） 

 

5．閉会 

■ 事務局説明 

・評価委員会での審議事項ではないが、新病院への移転に伴い、住所等の記述につ

いて、堺市立病院機構の定款を変更することを報告。 

・健康福祉局長 挨拶 

 

◎杉本委員長 

本日が今任期中、最後の会議ということになっております。 

皆様方の協力もあり、この２年間、無事に終わることができました。本当に、あり

がとうございました。 

堺病院が公営企業時代、病院の経営改革に関する会議に出席する機会がありました。

それからしばらくして、この評価委員のお話を頂いた際には、本当に、自治体病院が

変われるのかと少し心配をしましたが、見事、大変身をとげ、前へ前へと非常に推進

力をもって病院運営をされており、すばらしい取組みと敬意を感じております。 

今後も、市民の皆様に安全・安心で良い医療を提供することと、医療スタッフをは

じめ職員がやりがいを感じるような病院づくりをお願いしたいと思います。 

皆様に感謝しまして、簡単ではありますが、挨拶に代えさせていただきます。 

本当に、ありがとうございました。 

 

それでは、本日の評価委員会を終了させていただきます。 

 

■事務局（神谷健康医療推進課長補佐） 

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、事務局でとりまとめ、各委員に送付さ

せていただきますので、内容のご確認をお願いします。 

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、誠にありが

とうございました。  

 

以上をもちまして、終了させていただきます。ありがとうございました。 


