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平成 24年度 業務実績 小項目評価(案)一覧 

 

項目 頁 

小項目評価 

前回の会議での主な意見、論点 評価結果報告書コメント 法人 

評価 

委員会 

評価(案) 

第１ 市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目標を達成するためとるべき措置 

１ 市立病院

として担うべ

き医療 

(１)救急医療 7 ５  

○救急医療の究極の目標は新病院に移転し

３次救急を提供することである。評価を

「５」にすると、現状のままで良いことと

なり検討が必要だと思う。 

○今まで他院に搬送していた２次あるいは

２．５次の患者をどれだけ今まで以上に受

け入れることができたのかが重要である

と思う。 

○数だけでなく、質的な変化への取り組みも

行っており、このことも重要である。 

（法人意見） 

・平成 24 年度の取り組みは、救急隊から

の受入れ要請を断らないようにしたこ

とと、受入患者のデータベースを作って

の分析し、外科系救急患者の受け入れが

少なかったので、救急救命センターに向

け、整形外科、脳神経外科、外科の受入

患者の増を目標に取り組み、３科で約

540件の受入件数の増。 

・堺市の消防隊が、救急搬送で最も困って

いる休日・夜間の消化管出血による内視

鏡治療や外科系手術の対応についても、

受入体制をとり、吐血コールという直ぐ

に治療できる体制を整備した。また、以

前からある重症の心疾患患者に対して、

到着後すぐに心臓カテーテル治療がで

きるようにハートコールという体制も

とっている。 

救急医療体制の充実や研修の

実施、トリアージを行う体制整

備、救急患者の受入れ推進のた

めプロジェクトチームの設置

などの取り組みを行っている。

また、救急受入患者データベー

スを作成・分析し、整形外科・

脳神経外科・外科の受入患者の

増への取り組みや救急搬送が

困難である休日夜間の消化管

出血への受入体制の整備など

救急の質的変化にも取り組ん

でいる。 

その結果、救急搬送依頼の増加

件数 819 件に対し救急搬送受

入の増加件数 784件と、増加し

た搬送依頼のほとんどを受入

れている。さらに、救急搬送応

需率も目標指標を上回る結果

となり、地域のセーフティーネ

ットの確保に大きく寄与した

ことは評価できる。 

資料２ 
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項目 頁 

小項目評価 

前回の会議での主な意見、論点 評価結果報告書コメント 法人 

評価 

委員会 

評価(案) 

・単に受入数だけではなく、救急搬送患者

の疾患別データベースを作り、分析をし

たうえで、他の医療機関との棲み分けの

中、どういう疾患を中心に診ていくのか

また、救命救急センターにどのように近

づけていくか、この２つの方向で現在取

り組みを進めている。 

（論点） 

◆受入件数の増と救急搬送応需率の向上な

どの数字的なものと外科系救急の強化や

消化管出血に対する院内体制整備など救

急の質的な変化への取り組みに対しどの

様に評価するのか。 

◆評価５だと、現状のままで良いことになら

ないか。 

(２)小児医療・小児救急医療・周産期医療 11 ４  

○分娩件数が減っている理由は何か。体制な

ど特別な理由があるのか。 

（法人意見） 

 ・正常分娩については、食事や個室対応と

いった妊産婦のニーズにマッチする療

養環境対策が少し遅れたこと。ハイリス

ク分娩については、ＮＩＣＵを閉じてお

り、その様な妊産婦の受入ができていな

いこと。 

・対応策については、分娩料の値下げや療

養環境の改善、医療機器への投資も行っ

ている。今後の増加を期待している。 

（論点） 

◆様々な対策をとっているが、分娩件数は、

ここ 3カ年で大きく減少している。関連指

標でしかない分娩件数の減をどの様に評

価するのか。 

常勤小児科医の増員による小

児科専門医療の充実や看護体

制の整備による小児救急搬送

患者の積極的な受入れなど、安

心して子どもを育てられる医

療体制の充実に向けての取り

組みは評価できる。 

分娩件数など昨年度と比較し

減少している実績もあるが、小

児医療・小児救急医療・周産期

医療を通じた全体では、目標達

成のための取り組みを着々と

行っている。 
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項目 頁 

小項目評価 

前回の会議での主な意見、論点 評価結果報告書コメント 法人 

評価 

委員会 

評価(案) 

◆周産期医療以外の小児医療、小児救急医療

を含め、どの様に評価するのか。 

(３)感染症医療 13 ３ ３   

(４)災害その他緊急時の医療 15 ３ ３   

２ 高度専門

医療の提供 

(１)がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病

への対応 
17 ３ ３ 

○がんの入院患者数は平成 23 年度に比べて

減少している理由は何か。 

○中期計画での目標は 5,000 人と掲げてい

るが、達成するためには相当な取り組みが

必要であると思う。 

（法人意見） 

・胃がんで高名な医師の退官や、中心的な

役割を果たしていた医師の異動が１つ

の大きな理由。また、新病院建設により、

堺病院は救急に特化するという風評も

理由の一つ。 

・ただし、市民公開講座の開催や医師会と

の勉強会の開催などにより、紹介患者を

徐々に増やし、平成 24 年度の夏以降は

従来どおり、また平成 25 年度に入って

からは従来以上の手術を行っている。 

がんについては、地域連携クリ

ニカルパス連携診療所（登録医

療機関）の増加や緩和ケア―チ

ームによる外来診療の開始、ま

た低侵襲医療の化学療法や放

射線治療、がん予防のための検

診や市民公開講座による市民

啓発など、がん診療の機能充実

やがん予防への取り組みを行

っている。 

また、急性心筋梗塞や糖尿病に

ついては、64列ＣＴを活用した

画像診断の実施や積極的な心

臓リハビリテーションの実施

などによる急性心筋梗塞入院

患者の早期退院への取り組み、

また糖尿病教育チームによる

指導、さらに脳卒中患者の受け

入れを増やすための院内体制

の整備などの取り組みを行っ

ている。 

(２)高度で専門性の高い医療提供 22 ３ ３   

(３)総合的な診療とチーム医療の推進 24 ３ ３   

(４)専門性及び医療技術の向上 26 ４ ４  

人員体制や医療機器の整備、ま

た内視鏡に係る運用検討、更に

は新たな症例への対応、鏡視下

手術件数の増加に取り組んで

いる。 
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項目 頁 

小項目評価 

前回の会議での主な意見、論点 評価結果報告書コメント 法人 

評価 

委員会 

評価(案) 

(５)臨床研究及び治験の推進 27 ３ ３   

３ 安全・安心

で信頼される

医療の提供 

(１)医療安全対策等の徹底 29 ３ ３   

(２)患者の視点に立った医療の実践 31 ３ ３   

(３)医療の標準化と診療情報の分析によ

る質の改善及び向上 
33 ３ ３  

 

(４)法令・行動規範の遵守(コンプライア

ンス) 
35 ３ ３  

独法化に伴い、法人独自で必要

な規程や要綱を新たに制定す

るとともに、国の法令や法人に

適用されている堺市の条例、法

人策定の規程等の遵守、さらに

個人情報の厳格な取扱い基準

の策定や内部監査の実施など、

コンプライアンスの遵守に取

り組んでいる。 

４ 患者・市民

サービスの向

上 

(１)患者サービスの向上 37 ３ ３   

(２)誰もが利用しやすい病院づくり(来院

された患者が利用しやすい病院づく

り) 

40 ３ ３   

(３)待ち時間の改善 41 ３ ３   

(４)職員の接遇向上 43 ３ ３   

５ 地域医療

への貢献 
(１)地域医療機関との連携推進 45 ３ ３   

(２)地域医療への貢献 48 －    

(３)人材の育成 50 ３ ３   

(４)疾病予防の取組 52 －    
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項目 頁 

小項目評価 

前回の会議での主な意見、論点 評価結果報告書コメント 法人 

評価 

委員会 

評価(案) 

(５)保健福祉行政等との連携 53 ３ ３  

市の保健衛生行政との協力は、

イベントなどに医療従事者を

含む法人職員の派遣、（削除）

市が主催する会議や健康福祉

プラザへの医師の出務と緊急

時における健康福祉プラザ患

者の受入、総合がん検診をはじ

めとした市が行う検診業務、市

との共催で小児科領域の交流

研修会の開催などの取り組み

をおこなっている。 

(６)市民への保健医療情報の発信  55 ３ ３   

第２ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 業務運営

体制の構築 
(１)業務運営体制の構築 56 ３ ３   

(２)質の高い経営 57 ４ ４  

法人全体のＰＤＣＡサイクル

を確立するために各部門にも

目標管理の手法を導入するこ

とは、各部門が法人の目標、計

画に基づき、各部門の責任者が

業務マネジメントを行うのに

重要である。病院全体と各部門

とにＰＤＣＡサイクルの手法

を導入し早期に定着させるこ

とは、効率的な業務運営や質の

高い経営を行うのに必要不可

欠である。 
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項目 頁 

小項目評価 

前回の会議での主な意見、論点 評価結果報告書コメント 法人 

評価 

委員会 

評価(案) 

(３)事務経営部門の強化 59 ４ ４  

事務部門を強化するためには、

医事業務の専門知識や病院経

営に精通している必要がある

ことから、市の派遣職員を法人

採用職員に切り替えることが

肝要である。法人では、地方独

立行法人化の初年度より事務

部門の６割の事務職員を市職

員から法人職員に切り替え、人

材採用や研修によって経営企

画機能の強化に取り組み、効率

的な病院運営を行ったことは

評価できる。 

(４)業務改善に取り組む組織風土の醸成 60 ４ ４  

診療についての提案や予算施

策提案、業務改善提案など、ボ

トムアップによる職員からの

提案を病院運営に繋げたり、病

院長と中堅職員との意見交換

会の実施など、全職員が病院経

営に参画する意識を持ち、経営

改善に取り組む風土の醸成の

取り組みを顕著に行い、経営改

善を行ったことは評価できる。 

２ 優れた医

療スタッフの

確保 

(１)優れた医療スタッフの確保 62 ３ ３   

(２)教育研修の充実 64 ３ ３   

３ やりがい

を感じる病院

づくり 

(１)意欲を引き出す人事給与制度の構築 66 ３ ３   

(２)職員のやりがいと満足度の向上 67 ３ ３   

(３)働きやすい職場環境の整備 69 ３ ３   

４ 効率的・効

果的な業務運

(１)組織・診療体制・人員配置の適切かつ

弾力的運用 
71 ３ ３  
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項目 頁 

小項目評価 

前回の会議での主な意見、論点 評価結果報告書コメント 法人 

評価 

委員会 

評価(案) 

営 (２)予算執行の弾力化 73 －    

(３)医療資源の有効活用 74 ３ ３   

５ 外部評価

等の活用 
(１)監査の活用 76 －    

(２)病院機能評価等の活用 77 ３ ３   

(３)市民意見の活用 78 －    

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 経常収支の黒字の達成 79 ５  

○独法化の前後で、財務状況がどのように変

化したのかを理解することは難しい。独法

化して、どのように財務状況が変わったの

か、丁寧に分かるような説明が必要。 

○中期計画における一般会計からの運営費

負担金は、どの程度か。 

（法人意見） 

・収入増で最も大きかったのは、入院収益

と外来収益で約９億円の増。入院単価、

外来単価ともに単価が上がったことが

要因で、その主な理由は、地域医療支援

病院の認証取得と、手術件数の増。また、

救急からの入院患者の増も要因の一つ。

年間入院延べ患者 155,000 人の単価が

4,000円上がったことが経営改善の大き

な要因となった。 

・費用は、独法化の際に土地、建物などの

資産を時価評価。その結果、減価償却費

が約５億円、現病院の建物、構築物に絞

ると約８億円、昨年度より減少した。 

・経常収支は昨年度より 17～18 億円改善

している。うち９億円強は独法化による

市立病院としての役割を果た

しつつ、安定した経営基盤の確

立のため、診療報酬の改定に対

して迅速に対応し、積極的に施

設基準を取得するとともに、診

療報酬請求の精度を向上させ

るなど、診療収益が 9.2億円の

増収となったことは高く評価

できる。 

また、費用についても、委託料

などの削減に取り組んでいる。 

その結果、経常収支の黒字とと

もに、医業収支においても黒字

を達成しており、平成 24 年度

の経営状況は、高く評価するこ

とができる。 
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項目 頁 

小項目評価 

前回の会議での主な意見、論点 評価結果報告書コメント 法人 

評価 

委員会 

評価(案) 

会計基準等の制度変更による影響額、残

りの半分弱が入院収益の増や費用の削

減など法人努力による影響額と分析し

ている。 

・平成 24年度の運営費負担金は 16億 4千

万円。平成 23 年度の一般会計繰入金は

20億 7千万円。比較すると平成 24年度

は削減となっているが、平成 23 年度と

平成 24 年度で、運営費負担金の考え方

そのものに変更はない。また、平成 25

年度以降は 17億円前後である。 

（論点） 

◆平成 23年度と平成 24年度とは、会計制度

が異なるため、収支などを単純比較するだ

けで評価することは困難ではないか。 

◆目標である経常収支の黒字は達成してお

り、医業収支においても黒字である。また、

様々な取り組みにより入院収益、外来収益

ともに大きな増収となったことをどの様

に評価するのか。 

２ 収入の確

保と費用の節

減 (１)収入の確保 82 ４ ４  

診療報酬改定に対し、迅速な体

制づくりや研修会参加や手術

件数の増加、更に診療収入以外

の増収にも取り組みを行って

おり、評価できる。 

(２)費用の節減 87 ４  

○入院収益と外来収益で９．２億円の増収と

のことだが、支出はどのくらい絶対額が減

少しているのか。 

（法人意見） 

・営業費用で５億６千万の減少。営業外費

用では１千万円の増加。よって経常費用

では、５億５千万円程度の減少。その最

契約手法の変更や業務仕様の

変更等、独法化のメリットを活

かした、効果ある費用削減の取

り組みを行っている。 
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項目 頁 

小項目評価 

前回の会議での主な意見、論点 評価結果報告書コメント 法人 

評価 

委員会 

評価(案) 

も大きな要因は、減価償却費の減少。 

・なお、給与費に報償費や委託料を加えた

労務費では、前年度とほとんど変わらな

い額。 

（論点） 

◆独法化時の資産の再評価による減価償却

費の減少が大きな要因ではあるが、絶対額

は減少していることをどの様に評価する

のか。 

◆総人員の増を図り医療提供体制の充実等

に努めたが、労務費を増加させなかったこ

とをどの様に評価するのか。 

第４ その他業務運営に関する重要事項を達成するためにとるべき措置 

１ わかりや

すい情報の提

供 

積極的な広報 90 －    

適切な利用の啓発 91 －    

(１)経営状況の情報提供 92 ３ ３   

２ 環境にやさしい病院づくり 93 －    

３ 新病院整

備の推進 
(１)確実な整備の推進 95 ３ ３   

(２)経費削減効果の確保 96 ３ ３   

(３)新病院の機能充実に向けた計画的な

準備 
97 ３ ３   

(４)救急医療のネットワークの構築 98 －    

(５)救急病床からの転床・転院先の確保 99 －    

 

 


