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会  議  録 

 

会議の名称 堺市地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会 

開催日時等 

平成２４年１月２４日（火） 

午後２時～午後３時２０分 

堺市役所本館６階会議室 

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                       （敬称略） 

行政出席者 

北村医療監 古河院長 横田副院長 出耒病院事務局長  

寺口病院経営部長 早川健康福祉局長 坂口健康部長   

前田健康部理事 川崎健康部副理事 森健康部副理事   

小林病院経営部経営企画課長 阪口病院経営部総務課長  

荒井病院経営部主幹 安藤病院経営部主幹 小栗病院経営部

主幹 神谷健康医療推進課主幹 奥野健康医療推進課主幹 

案 件 

１．中期計画（案）について 

２．業務方法書（案）について 

３．役員に対する報酬・退職手当の支給基準（案）について 

４．その他 

会議の内容 別紙のとおり 
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会議録 

 

１． 開会 

●事務局(奥野健康医療推進課主幹) 

 定刻になりましたので、ただ今から、第 5回堺市地方独立行政法人堺市立病院機構評

価委員会を開催いたします。委員の皆様にはお忙しい中お集まりいただき、ありがとう

ございます。 

審議の前に、昨年 10 月の第 3 回の評価委員会でご承認いただきました中期目標(案)

について、昨年 12 月の市議会での審議を経て議決を得ましたことをご報告申し上げま

す。市としては、この中期目標を今年の法人設立日である 4月 1日に、堺市から法人へ

の目標として指示することとしています。委員の皆様から貴重なご意見を頂き、お礼申

し上げます。 

 また前回の第 4回評価委員会では、中期計画の修正案、業務方法書、役員報酬の基準

等につきまして説明をさせて頂きました。本日は、前回頂きましたご意見をもとに事務

局で修正した中期計画(案)について、お示しし、ご意見を頂きたいと思います。また、

業務方法書及び役員報酬の基準の案につきまして、前回に引き続きご意見を頂きたいと

考えております。 

 当初の審議スケジュールの予定では、今回が今年度の最終の委員会となっております。

ご意見を頂いたうえで、最終的には評価委員会としてのご承認を頂くことが出来ればと

考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 (資料確認) 

 

２． 議事 

◎杉本委員長 

 では、本日の議事に入らせていただきます。 

 まず、議事の(１)中期計画(案)①中期計画(案)に対する第 4回評価委員会の意見につ

いて事務局から説明をお願いいたします。 

 

(１) 中期計画(案)について 

①中期計画(案)に対する第 4回評価委員会の意見について 

●事務局(前田健康部理事) 

 (資料 1：事務局より説明) 

以上のようなご意見を踏まえて、中期計画(案)の見直しを行いました。見直しの内容、

見直し後の中期計画(案)につきましては、堺病院からご説明いたします。 

 

②中期計画(案)について 

●事務局(寺口病院経営部長) 

 (資料 2～4：事務局より説明) 
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●事務局(前田健康部理事) 

 以上が中期計画(案)の修正内容の説明です。 

 法人が作成する中期計画を受理する市としましては、この中期計画(案)につきまして

は、中期目標での基本的な考え方である、患者中心、安全・安心な医療を提供して地域

の医療機関と連携及び役割分担を推進し、地域医療を充実させていくという中で、救急

医療等の政策医療を安定的に提供すること、あるいは、がん診療をはじめとする高度専

門医療の提供など、真に地域に必要な医療を安定的に提供していくこと、さらに優れた

医療スタッフの確保や経常黒字の達成により、安定した経営基盤を確保すること、それ

から、この中期計画の 3年間に新病院の機能が発揮できるよう、救急医療の体制をはじ

めとした準備をしっかり行っていくという、中期目標の主旨、理念を実現するために、

具体的な取り組みを記載しているものと考えております。また、このことを実現するた

めの目標指標を掲げられているものと考えています。 

本日は、3回目の中期計画(案)の審議を頂きますが、審議の日程からは、本日お示し

した中期計画の修正案について審議を頂き、そのうえで、評価委員の皆様のご承認を頂

きたいと考えております。その後 4月 1日に、法人が作成する中期計画として決定して

いきたいと考えております。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

◎杉本委員長 

 ただいまの説明を整理しますと、前回の評価委員会でのご意見、それ以外に院内から

の追加的なご意見、先に送って頂いた事前資料をもとに頂いた評価委員からのご意見等

を入れて、今回は中期計画の最終案として見直したということです。 

 今回の中期計画(案)につきましては、評価委員会の意見がおおむね反映されているの

ではないかとも思いますが、今、説明を頂いた中で、委員の皆様より新たに質問や確認

しておきたいことがありましたら、それをお聞きした上で、最終案として承認したいと

思いますが、いかがでしょうか。 

 

○清水委員 

 直前までやり取りして、修正して頂いたので、特に修正を更にお願いする箇所はござ

いません。ただ、誤解を招くといけませんので、修正をお願いした箇所について２点だ

け確認させて頂きます。 

 ひとつは、今後、独立行政法人の会計基準に準拠していくということで、移行前から

引き継ぐ企業債償還分が収益として入ってくることによる影響は、取り除くべきではな

いかということです。 

 2 点目は、「収入」と「収益」は言葉として曖昧な使われ方をされがちです。経常収

支比率などの指標は官民共通して使われるべきものですので、その意味で、収益ベース

でいくという主旨を確認させて頂いた次第です。 

特に修正箇所はありませんが、強いて言えば、資料１の「第４回評価委員会の意見要

旨」の「１．中期計画(案)」の中の「経常収支比率の指標」で述べているのは、「企業

債の影響部分だけを除く」という趣旨であり、改めて古い基準でやり直して欲しいとい

う意味ではないということを念のため申し上げます。 
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それと質問が 1点ございます。移行前から引き継ぐ企業債償還に充てる運営費負担金

については、予算・収支計画・資金計画(16～18 ページ)では、それぞれどこに入って

いるのでしょうか。 

 

●事務局(寺口病院経営部長) 

 資料２の 16 ページをご参照ください。「(１)予算」の表で、「収入」の中の「営業外

収益」下の「運営費負担金 17 億 6,800 万円」という数値に、企業債償還元金に係る

運営負担金が含まれています。 

 17 ページの「(２)収支計画」でも「収入の部」の「営業外収益」下の「運営費負担

金」に含まれています。 

 18ページの「(３)資金計画」では、「資金収入」の「業務活動による収入」の中の「運

営費負担金による収入」の中に含まれております。 

 

◎杉本委員長 

 よろしいでしょうか。 

 他はいかがでしょうか。 

 

○槙野委員 

 16 ページに「(１)予算」があり、17 ページの「(２)収支計画」があります。一般の

企業の感覚では、収支計画が予算になりますが、このように「予算」と「収支計画」を

分けて表示するというルールがあるのでしょうか。 

 

●事務局(寺口病院経営部長) 

 委員のご指摘のように、いわゆる雛形なようなものがあり、予算化する場合には、消

費税を含んだ金額であるということと、現金支出を伴わない減価償却費は含めない形で

書かれています。 

 一方、収支計画では結果を求めるもの、決算がどのように動くのかということなので、

消費税による影響が出ないように税抜き表示するとともに、黒字か否かを減価償却費も

含めた判断が必要なので、減価償却費など現金を伴わない費用も計上することになって

います。 

 

○槙野委員 

 われわれ企業からしますと、非常に特殊な表記になります。企業なら予算は収支計画

であり、最終の経常損益がいくらになるかという一つだけです。決算というのは結果で

すから、それは別の話になります。 

 説明を聞けばわかるのですが、開示する際に、これを見た人には分かりにくい表示だ

ろうと感じました。説明がないと、なぜ、同じような数字で若干違う表が２つ並ぶのか、

おかしいなと思ってしまいます。 

 それと質問ですが、参考資料１で平成 24～26年度の単年度で記載がされていますが、

平成 26 年度は「入院収益」が少し落ちています。これは、医療費の単価が変わるとか
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新病院移行に伴う何か要因があるのでしょうか。 

 また、下段の「医療機器購入」について、この規模の病院で通常どの程度のリプレー

ス、更新投資が必要なのかはわかりませんが、平成 23年度では 5億円程度であるのに

対し、24 年度～26 年度に減らしているのは、新しい病院に移行するための無駄な投資

を避けるためだ思います。それはそれで良いのですが、ただ、この間の現病院での患者

への検査や診療など医療サービスの提供に支障をきたすことはないのでしょうか。 

 

●事務局(寺口病院経営部長) 

 まず 1点目の平成 26年度の入院収益の減少については、委員のご指摘の通りです。

平成 26 年度に新病院竣工を予定しており、それに伴い、どうしても入院調整が必要に

なります。その期間、患者が減少することを踏まえて、入院収益を減少させています。 

 次に医療機器についてですが、こちらも委員のご指摘の通りですが、この「医療機器

購入」は今の病院で購入する医療機器のイメージで書いており、その１つの上の行の「新

病院建設」のところ、24年度 9億 9千万円、25年度 42億円、26年度 137億円の３つ

の中に、全体で 50 億円を超える医療機器の整備を含んでいます。新病院に持っていけ

るものについては、新病院の予算の中で買っていくという考え方にしています。「医療

機器購入」と「新病院建設」の両方に医療機器が含まれているので、医療の低下を招か

ないようにということにも一定考慮しております。 

 

◎杉本委員長 

 先ほどの槙野委員からの、収支計画と予算の書き方が分かりにくいのではというご指

摘についてですが、これは一般的にどうなのでしょうか。清水委員いかがでしょうか。 

 

○清水委員 

 槙野委員からのご質問については、まさに、先ほど私が確認しました「収入」と「収

益」の違いの問題にも通じると思います。民間では財務諸表をベースに予算があります

が、これはちょうど官庁会計と民間会計との複合形で、財務諸表の他に、収支決算書が

あります。収支は資金ベースなので、それに対応したものが、ここでの予算になってい

ます。また、このフォーマット自体は法律上必要なものになります。 

 

○槙野委員 

 それならいいのですが、我々が通常に馴染んでいるものと違うので、２つがどう違う

のなのかなと確認させて頂きました。 

 

◎杉本委員長 

 清水委員、よく分かりました。ありがとうございました。 

 他にはいかがでしょうか。 

1 点だけ確認をさせてください。「中期計画(案)」１ページに、院内からの意見とし

て「ドクターカーの活用」という表記を追加されたとのことですが、現在もドクターカ

ーはあって、すでに運行しているのでしょうか。 
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●事務局(横田副院長) 

 運行しています。 

 

◎杉本委員長 

 移転後は、堺市の市消防局と一緒に運行するとおっしゃっていましたが、今はそうな

っていないのでしょうか。 

 

●事務局(横田副院長) 

 今は行っていません。 

 

◎杉本委員長 

 そうしますと、移転後には市消防局に入ってもらって運行するということですね。了

解いたしました。 

 

 そのほかご意見ございませんでしょうか。いろいろと貴重なご意見を頂きましたが、

今回の最終の中期計画案で修正意見なしということで、評価委員会として中期計画(案)

を承認させて頂いてよろしいでしょうか。 

 

(委員承認) 

 

◎杉本委員長 

 それでは、評価委員会として、中期計画(案)を承認したいと思います。 

 

 

(２) 業務方法書(案)について 

◎杉本委員長 

 それでは次の議事にうつります。 

 今、ご承認頂いた中間計画（案）について今後の手続きはどのようになるかの説明は、

次の議案の業務方法書と役員報酬の基準と合わせて、後ほど事務局から説明をお願いし

たいと思います。 

 それでは、次の議事「（２)業務方法書(案)」と「(３)役員に対する報酬・退職手当の

支給基準(案)」について、今回の評価委員会において、意見を取りまとめる予定となっ

ています。事務局案の変更はなく、資料も前回と同じということで、内容説明は前回お

聞きしていますが、業務方法書(案)について、事務局から追加の説明をお願いします。 

 

●事務局(前田健康部理事) 

 (資料 5、6：事務局説明) 

 

◎杉本委員長 
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 業務方法書(案)については、前回からの変更はないということで、他市事例を参考に

して策定されたとの説明がありました。前回の評価委員会でのご意見でも、標準的な記

載内容になっている案でということだったと思います。この業務方法書(案)について、

ご意見ご質問等があれば頂戴したいと思いますがいかがでしょうか。 

（意見なし） 

特にご意見が無いようですので、評価委員会としてこの業務方法書(案)を承認したい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

 

(委員承認) 

 

◎杉本委員長 

 それでは、業務方法書(案)につきまして、評価委員会として承認いたします。 

 

 

(３) 役員に関する報酬・退職手当の支給基準(案)について 

◎杉本委員長 

 それでは次に「(３)役員に関する報酬・退職手当の支給基準(案)」について、事務局

から追加の説明があればよろしくお願いします。 

 

●事務局(前田健康部理事) 

(資料７：事務局説明) 

 

◎杉本委員長 

 役員報酬等の支給基準につきましては、他市の独立行政法人の事例を参考した水準を

設定したいということです。賞与は業績に応じて 20％の増減を行なうこと、退職手当

は支給しないということです。これについては、前回の評価委員会でも特に意見はなか

ったと思いますが、改めてご意見ご質問等があればお願いしたいと思います。いかがで

しょうか。 

（意見なし） 

 特にご意見がないようですので、役員報酬等の支給基準(案)を承認することについて、

評価委員会として「申し出る意見はない」ということでよろしいでしょうか。 

 

(委員承認) 

 

◎杉本委員長 

 それでは、評価委員会として役員報酬等の支給基準(案)を承認いたします。 

次に、承認しました中期計画、業務方法書、役員報酬等の支給基準について、今後の

手続きはどのようになるか、事務局よりご説明をお願いします。 

 

●事務局(前田健康部理事) 
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 中期計画(案)等につきまして、ご承認を頂きまして、ありがとうございます。 

ご承認頂きました中期計画(案)等の今後の事務手続きについてご説明申し上げます。

参考資料２をご覧頂きたいと思います。３点ございます。まず「業務方法書」「中期計

画」については、それぞれ法第２２条第３項と法第２６条第３項に、「それぞれ設立団

体の長は認可する時には、あらかじめ評価委員会の意見を聞かなければならい」という

規定になっております。また、「役員報酬等」につきましては、法第 49条第 2項に、「評

価委員会は設立団体の長に対し、意見を申し出ることができる」という規定があります。

そこで、参考資料２の形式の意見書といたしまして、堺市地方独立行政法人堺市立病院

機構評価委員会の委員長のお名前でこの鑑に別添として、中期計画、業務方法書を付け

て市長に提出して頂くことになります。役員報酬等の支給基準につきましては、法第

49 条第 2 項に「意見を申し出ることができる」とされているので、委員長が先ほどお

っしゃられましたように「意見の申し出はない」という形で記載していただきます。な

お、意見書の文案につきましては、他の先行事例を参考にしたもので、定型的な文面と

なっています。 

 次に、事務処理の流れですが、中期計画や業務方法書などは法人が策定するものであ

り、法人設立の 4月 1日に法人として策定のうえ、市に認可などの申請をして頂くとい

うのが本来の筋です。その提出後、申請を市が受理した後に、評価委員会の意見として

「意見書」を提出して頂くという形が原則です。今回は、法人を設立する前の準備行為

として手続きを行なっているものですから、法律の規定による正式の手続きは、法人設

立日の平成 24年 4月 1日付けで処理をしていくという形になります。以上が、中期計

画(案)等の市長への意見書のご説明です。 

 

◎杉本委員長 

 今、皆様にご承認いただきました中期計画(案)等につきましては、参考資料２の意見

書を添付して市長に提出するということです。文案については他の事例を参考にした定

型的な文面であり、実際には 4月 1日の法人設立時に正式な処理が行なわれるというこ

とです。このことについて、何かご意見等ありますでしょうか。 

（意見なし） 

 それでは、評価委員長として市長に意見書を提出したいと思います。 

 

最後の(４)その他について、事務局から報告があるということなので、よろしくお願

いしたします。 

 

(４) その他 

●事務局(前田健康部理事) 

 (参考資料 5「今後の評価委員会スケジュール」：事務局説明) 

 今後の評価委員会の開催スケジュールについてご説明させて頂きます。さきほど、中

期計画などのご承認を頂くことができましたので、本年度の開催は本日が最後になりま

す。資料に基づきまして 3年間の中期目標期間における評価委員会の審議事項の概要を

ご説明申し上げます。 
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 まず、全体的な流れとして、上段の図「１．評価委員会の審議事項(概要)」をご覧く

ださい。この 4月からは地方独立行政法人として第一歩が始まります。4月の法人開始

時には、中期計画に沿った年度計画を法人が策定のうえ、市に提出し、その計画に沿っ

て業務運営を行なって頂きます。そして 24年度の業務運営の結果である 24年度業績報

告を、次年度の 25年 6月末までに法人が策定して評価委員会に提出されます。それを

受けて、評価委員会では 6月末から 8月初めにかけて評価をして頂くことになります。

回数は、先行事例から概ね 3回程度を予定しています。これが毎年の基本サイクルとな

り、毎年の年度評価を毎年繰り返していくということになります。 

 「２．開催時期・回数(予定)」をご参照下さい。まず、平成 24年度では 10月から 2

月の間に 3回程度、業績評価を実施するための評価の方針あるいは評価基準などを検討

して頂きたいと考えております。検討内容は、評価方法、評価の進め方をどうするのか。

例えば、他団体では、評価対象を大項目と小項目に分けているとか、まずは法人で自己

評価をしてから評価をするのか、評価段階を 4段階にするのか 5段階にするのかなど、

評価をしていく上での基本的な事項を定める内容の会議になると思っております。評価

基準の策定については、具体的な評価シートをどうするのか、5段階評価をするとして

も何をもって３や４の評価をするのかという評価の基準や評価の実施要領について、あ

らかじめ作成して頂くことになろうと思います。26 年度は、中期計画の最終年度とな

りますので、年度の業績評価に加えて、27 年度から始まる次の中期目標と中期計画を

策定するためのご意見をお聴きすることになります。その際には、これまでの評価結果

を反映させる形で策定をしていきたいと考えております。また 27年度には、24年度～

26 年度までの中期目標期間中の業績評価をお願いすることとなります。資料記載の開

催時期や回数は、あくまでも予定であり、臨時的に評価委員会の開催をお願いすること

もあると思いますので、その際は、ご理解をお願い致します。 

また次回、24 年度の開催につきましては、半年以上先の 10 月以降を予定しており、

具体の日程は先で調整させて頂きたいと思います。 

 

●事務局(寺口病院経営部長) 

 (参考資料 6、７：事務局説明) 

 

◎杉本委員長 

 ありがとうございました。 

 何かご質問等はございますでしょうか。 

 

○清水委員 

 新病院の概要について、災害に強く環境に優しいと書いてあるように、免震構造にな

っている等はあるのですが、津波被害の予測修正を受けて、計画の練り直しなどは必要

がなかったのでしょうか。 

 

●事務局(出耒病院事務局長) 

 移転先の西区の津波については、３m から６m に予測が修正となりましたが、新病院
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の地域は元の地盤がそれ以上に高いので、津波対策については当初からの変更はありま

せん。 

 

○清水委員 

 十分高さがあるということで、わかりました。 

スケジュールについて説明いただきましたが、今後、年度計画に落とし込む作業に入

られると思います。是非お願いしたいのは、中期計画の中ではまだまだ抽象的な表現が

多くなっています。例えば委託契約の見直しをすると言っても、具体的にはどのように

やっていくかなど、できるだけ具体的な年度計画にして頂きたいと思います。 

その結果を評価するのにあたって、成果がどうであったか聞くと、例えば、アウトソ

ーシングを進めたと胸を張って言われるので、その効果はどうかと聞くとアウトソーシ

ングによって費用が増えたと言われるケースもあります。委託費が増えた代わりに、直

営の人件費が減少しコスト削減が出来たとか、サービスが向上したという効果をしっか

りとチェックする体制ができていない独立行政法人が多いというのが現状です。業務を

進めるうえで、チェック体制を作って頂きたいと思います。 

 

◎杉本委員長 

 貴重なご意見をありがとうございました。 

 そのほかのご意見はいかがでしょうか。事務局から何かありますか。 

 

●事務局(前田健康部理事) 

 本日は第５回の評価委員会で、今年度最後の開催でした。委員の皆様には 6月のご就

任頂き、5回にわたり貴重なご意見を頂き、ありがとうございました。この 4月から地

方独立行政法人化ということで、法人理事長予定者と、評価委員会の事務局を担当しま

す健康福祉局長からご挨拶を申し上げたいと思います。 

  

●事務局(北村医療監) 

 今、堺市の医療監を務めさせて頂いており、この 4月から独立行政法人の理事長とし

て内定を頂いておりますので、皆様に一言、御礼と今後のご指導をお願いしたいと思い

ます。昨年の 10 月評価委員会から、大変お忙しい方々の中で、３回にわたる審議を経

て、本日、中期計画(案)をご承認頂きました。市が作成した中期目標と、病院側が作成

した中期計画をあわせて、４月以降、職員一体なって、これを実現させるべく努力して

まいりたいと思います。一方、新病院の準備等もあり、この会計は複雑な点もあり、人

の異動や増加も未定なものが 26 年度には多く入ってまいります。そのあたりも踏まえ

ての計画ですが、今回ご承認頂いたことに一歩でも近づくように努力していきたいと思

います。現実から正直に見ますと、どこまで出来るか疑問のある項目も多々ありますが、

ひとつの目標としていき、改めて今年 10 月以後は、先生方に評価を頂き、ご指導のも

とに改善すべきところは改善していきたいと思います。いずれにせよ、独法化しまして

も、堺市のものですので、市の方針、市民のための病院としての存在意義を忘れること

なく邁進してまいりたいと思います。今後ともよろしくご指導を賜るようお願い申し上
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げまして、挨拶とさせて頂きます。ありがとうございました。 

 

●事務局(早川健康福祉局長) 

 事務局担当の健康福祉局として一言ご挨拶申し上げます。 

 本日が今年度の最後の審議ということで、6月のご就任以来 5回にわたるご審議の中

で、それぞれのご専門の立場から忌憚のないご意見をいただきまして、良い目標、計画

が出来たのではないかと思っております。これをもとに、市長への意見書を出すことが

出来るようになりましたこと、心から御礼申し上げます。 

4 月から独立行政法人に移り、今の建物の中で、法人としての 27 年度に向けての移

転も含めた事業運営がなされることになります。目標にありました効率的な運営、市民

のための医療、救急やそれ以外の部分でも、今まで以上の役割を果たして頂くことにな

るかと思います。来年度からは評価委員会の中で、業績の評価についていろんなご意見

を頂きながら、より良い独立行政法人となるよう、市としても独立行政法人とともに、

新しい医療センターがより良くなるために努力をしてきたいと考えております。皆様に

も、これからもお忙しい中で、委員会にご出席賜ることになると思いますが、これから

もよろしくご協力を頂き、これまで同様、忌憚のないご意見で、ご指導ご協力頂きまし

たらありがたいと思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

◎杉本委員長 

 私からも申しあげたいと思います。委員の皆様方ありがとうございました。貴重なご

意見を頂き、勉強になりました。おかげさまで、こういう形でスタートすることができ

ました。今まではある意味、仏を作ったというところですが、それが実際にどうなるか、

これからが大切だと思います。3年間の計画となっておりますが、記載していることが

実現されるよう支援しながら、貴重なご意見を頂きたいと思います。 

 これから新しく独立行政法人化するわけですが、独立行政法人になって、何が変わる

のかという意見も少しありました。今のところ、特に公的病院がやらなければならない

医療は、今の医療制度、診療保険体制そのものが生かさず殺さずで、利益率といっても

１％未満で、今回も 0.004％プラスになったことを喜ばなければならないような世界で、

大きな利益を得ることは出来ないのですが、一方、赤字にはすぐになるという厳しい状

況におかれています。そのような中で、堺市の地方独立行政法人として、堺市において

どのような役割を果たしていくのかという中で厳しい問題も出てくると思いますが、堺

市と一体となって良いものをと思います。 

堺には仁徳天皇陵、与謝野晶子、千利休に加えて、市立堺病院という素晴らしい病院

があると全国に名を轟かせるような病院をめざして頂きたいと思います。ぜひそういう

形でやっていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 他に委員の方で、何かありましたらどうぞ。 

よろしいでしょうか。 

 それでは、本日の評価委員会は終了とさせていただきたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

 



 12 

●事務局(奥野健康医療推進課主幹) 

 次回の開催につきましては、今年の 10月前後からの 3回程度の開催をお願いしたい

と考えております。日程調整については、また、改めてご連絡のうえ、お願いしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 本日頂きましたご意見につきましては、議事録として事務局で取りまとめ、各委員に

早い時期にご提示申し上げますので、内容の確認をお願い申し上げます。 

本日は、長時間にわたり、ご審議頂きありがとうございます。 

以上をもちまして、第 5回堺市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。 

ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

以 上 

 


