
 

令和元年度 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 
令和元年 7月 29日（月） 

午後 2時 00分～午後 3時 40分 

開催場所 堺市立総合医療センター 1階ホール 

出席委員 北村 愛子 後藤 満一 篠藤 敦子 高橋 聖 西川 正治 （敬称略） 

欠席委員 なし 

行政出席者 

隅野健康福祉局長  松木健康部長  河盛健康医療推進課長 

辻健康医療推進課参事  中山健康医療推進課主幹   

松浦健康医療推進課職員  道堀健康医療推進課職員   

堺市立病院機構 

出席者 

門田理事長 横田副理事長 花房院長 河野副院長  大里副院長 谷口副院長  

中田診療局長 石坂薬剤・技術局長 藤田がんセンター長 森事務局長代行 

佐々木企画室長 安井財務運営室長 松本内部統制室長 奥野人事室長  

寺口事務支援室長 齊藤薬剤・技術局次長 澤田看護局次長 

児玉人事室リーダー 岸上企画室リーダー 田中企画室職員 

案 件 

1．中期目標期間の業務実績に関する見込み評価結果報告書（案）について 

2．次期中期目標の策定について 

3．その他  
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1．開会 

■事務局（河盛健康医療推進課長） 

・資料確認 

 

2．前回会議であった質問に対する病院回答  

◎後藤委員長 

 議事に入る前に、前回会議で委員の方よりご質問がありましたので、それに対する回答があるとい

うことです。法人の方から回答をよろしくお願いします。 

 

●森事務局長代行 

 前回会議時に、ごみの分別の徹底についてご質問をいただいておりました。当院では、各現場にお

いて、可燃物、かん・びん、ペットボトル等のごみ箱をそれぞれ設置し、分別の徹底を勘案しており

ます。また、個人情報が記載された紙ごみにつきましては、機密情報処理として専門業者に収集を委

託しております。収集した紙ごみにつきましては、粉砕処理後、製紙工場へ搬送の上溶解し、リサイ

クル紙として再生され、環境保全に貢献しております。また、乾電池、ボタン電池の破棄につきまし

ては、一般ごみに混ぜることはなく、産業廃棄物として分別を行っており、破棄した乾電池からの出

火を防ぐため、予防措置をしっかりと行っております。ごみの分別については以上となります。 

続きまして、熱源装置の設定温度の変更について、燃料消費量の削減につながっているか、という

質問もございましたので、そちらについてご説明させていただきます。当院の空調につきましては、

暖房シーズンと冷房シーズンで切り替えを行っており、2017年と 2018年の差を確認しましたところ、

暖房シーズンは 12月から 3月になりますが、2017年から 2018年にかけまして、例年より冷えたシー

ズンになっています。従いまして、熱源設備の温度設定を変更しているのですが、早く寒い期間がき

たものですから、そちらに燃料を使ったということで、削減効果が薄れているということです。ご説

明は以上になります。 

 

◎後藤委員長 

 ありがとうございます。ご質問頂いた委員の先生方はよろしいでしょうか。 

 （特になし） 

 それでは議事に入りたいと思います。 

 本日は参考資料 1のとおり、第 2期中期目標期間見込み評価案に対して意見を述べていきたいと思

います。また、次期中期目標の策定に関して、堺市が提示した項目案に対しても意見を述べていきた

いと思います。 

では、お手元の次第に沿って進めさせていただきます。 

  議事（1）中期目標期間の業務実績に関する見込み評価結果報告書（案）について、事務局から説

明をお願いいたします。 

 

3．議事（1）中期目標期間の業務実績に関する見込み評価結果報告書（案）について 

■事務局（辻健康医療推進課参事） 

・参考資料 2により、中期目標期間の業務実績に関する評価等の進め方について説明。 
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 ●花房院長 

  ・中期目標期間中の業務実績と取り組みについて説明。 

 

 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  ・資料 1により、地方独立行政法人堺市立病院機構中期目標期間の業務実績に関する見込み評価に

ついて説明。 

 

◎後藤委員長 

ただいま、事務局から評価方法と評価案について、法人から詳しい業務実績について、それぞれ説

明がございました。中期目標期間の業務実績評価は、年度評価とは異なり、大項目評価、全体評価に

より行うということでした。 

それでは、堺市より提示されました評価案について、意見を述べていきたいと思います。 

中期目標期間の見込み評価について、何かご意見、ご質問はございますか。 

 

 ○西川委員 

先ほど、花房院長からの実績説明の中で、第 2期中期計画期間中の主な出来事がございました。平

成 29年度に介護医療院の創設とありますが、これはどこに創設されたのでしょうか。 

  それから、全体評価にあたって考慮した内容についてはすばらしい実績であるため、全て A評価で

良いと思いますが、この中で市民のサービスとして、地域の医療機関との連携ということで色々して

おられるわけですが、それのことが全体評価にあたって考慮した内容の中には書かれていません。地

域医療連絡室があって、それが中心となって色々と動いてくれていたと私は思っているのですが、そ

のことについて書かれていないのは少し残念かなという気がします。 

 

 ●花房院長 

  介護医療院の創設については社会の動きを表したものでございまして、当院が設置したということ

ではありません。誤解を招いてしまい申し訳ございませんでした。 

 

 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  2 点目の地域の医療機関との連携について特筆されていないというご意見につきましては、十分考

慮した上で、これまでの年度評価の中で、医療機関との連携や紹介・逆紹介というところも評価させ

ていただいておりますので、今回はこのような記載にさせていただきました。 

 

◎後藤委員長 

  6 ページの各年度の大項目評価のところで 1 つ B 評価がありますが、見込み評価では A 評価となっ

ています。その判断理由及び考慮した事項ということで、迅速に再発防止に努めていることから「中

期目標を達成した」とする、という考え方が記載されており、最終的に評価 A であるということは、

よく理解できると思います。その点について全体評価を行う際に、各年度の大項目評価の中に評価 B

はあるけれども、見込み評価は評価 Aであることの判断理由については、先ほどのページに記載があ

るので、3 ページの全体評価に当たって考慮した内容の記載の中には含める必要がないという考えで

よろしいですか。 
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 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  6 ページの大項目評価の判断理由につきましては、もちろん再発防止について速やかに努められて

いるところですが、令和元年度の評価のところでも判断していきたいということで、期待も込めて記

載させていただいております。2ページ、3ページの全体評価の判断理由の記載につきましては、第 2

期中期目標期間中の実績として挙げていただいている点を記載する、という整理をさせていただいて

おります。 

 

 ○高橋委員 

  大項目評価では、評価 A「中期目標を達成した」という評価結果になっていますが、全体評価では、

「全体として中期目標を十分に達成している」という記載になっており、「十分に」という表現が加

えられています。これについては、重点ウエイト小項目である救命救急センターの医療が十分に機能

していることや、がんの対応も多くなっていることなど、2 ページの全体評価の判断理由として記載

されている①・②・③が非常に高い実績であるので「十分に」という表現が加えられたという理解で

よろしいでしょうか。 

 

 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  おっしゃっていただきましたように、重点ウエイト小項目等を設定させていただいておりますので、

中期目標の結果としては、「十分に」という表現で、単純に達成しているというだけではなく少し進

んだ状態になっているという見込みも含め、このような表現にさせていただいております。 

 

 ○篠藤委員 

  第 2 の大項目評価の判断理由の中で、「迅速に再発防止に努めていることから」という記載がござ

いますが、本来であれば、このような不祥事というのは内部統制が効いていて、監事監査や会計監査

人の監査もございますので、起こってはいけないし、起こらないような仕組みになっているはずです

ので、ここには原因をきっちりと分析して対応したというような、原因分析に関しても少し触れられ

た方が良いのかなと思いました。 

 

 ◎後藤委員長 

  分析をしっかり行ったという言葉を加えた方が良いのではないかということですが、事務局はいか

がですか。 

 

 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  ご意見ありがとうございます。繰り返しにはなってしまいますが、令和元年度の年度評価と中期目

標期間中の最終的な評価を来年度に行うことになりますので、その時点での取り組みを踏まえまして、

そのような記載について検討させていただきたいと考えております。 

 

 ◎後藤委員長 

  前回評価委員会でのご説明では、何が問題であったかを整理されて、それに基づいて再発防止を行

ったということですので、表現としては出てきていないですが、原因分析というステップは踏んでお

られると思います。 

他にご意見はございますか。 
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  （特になし） 

ありがとうございました。堺市が提示された評価案に対して、これでよろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

  異議なしということで、評価案についての意見はこれまでとさせていただきます。業務実績評価の

基本方針では、中期目標期間の見込み評価に関しても、評価委員会は評価結果の決定の際、法人に評

価結果（案）に対する意見申立ての機会を与えることになっております。法人として、何かご意見ご

ざいますか。 

 

●門田理事長 

  全体的に愛情を感じるような評価をしていただきまして、ありがとうございます。このような状況

でありながら、全体を通して評価 Aという評価をいただき、嬉しく思うと同時にそれだけの責任を感

じております。 

本日、中期目標のお話になるということで、一言だけ申し上げさせていただきます。この 10 年間

もしくは 20年間で、状況が大きく変わってきつつあります。さらにこれから 10年となるともっと変

わっていくという状況ですけれども、これから先 10 年をどのように切り替えていくのか、ターニン

グポイント的な意味合いが必要なのではないかという風に病院としては感じております。中期目標を

堺市に立てていただき、そして我々が中期計画を立てていく訳ですが、大きく医療が変わりつつある

中で、変わっていく方向が見えるような目標を立てていただくということを期待しており、それに合

わせていきたいと思っているところです。健康日本 21 が昨年度から始まっておりますが、それに合

わせて健康さかい 21 という 5 年間の計画が昨年度から出てきております。その中には、これから先

は自ら健康というものを作っていくために、予防という形で市民も努力し、それに合わせて病院側も

対応していくということが、これからの医療の大きなパートを占めていくということから考えますと、

ぜひ中期目標の中にそのような方向に動くような内容の項目を入れていただくと、時代にマッチした

医療の方向に行くのではないかと思っております。先ほど、介護の話もございましたが、これから先、

地域包括医療という形に大きく動き出さなければならないですので、その方向性が見えるような形の

ものを期待しております。委員の先生方も、是非、その辺りのことを考慮していただけたらと思って

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 ◎後藤委員長 

  ありがとうございました。中期目標についてはこれから堺市から説明がございますが、法人の代表

として、門田理事長からご意見をいただきました。 

  それでは続きまして、中期目標期間終了時の業務継続等の検討を行う際の意見について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  ・資料 1、参考資料 3 により、中期目標期間終了時の業務継続等の検討を行う際の意見について説

明。 
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 ◎後藤委員長 

  ただ今事務局からご説明がありましたが、中期目標期間の見込み評価を行ったときは、中期目標の

終了時までに堺市立病院機構の業務の継続など、組織の全般にわたる検討を行う必要があり、その際

には評価委員会の意見を聴かなければならない、ということです。 

  業務継続の必要性や今後の業務運営体制などについて、何かご意見はございますか。 

 

○西川委員 

 継続については、私はそれで良いと思います。しかし、令和 5年に近畿大学病院がきて、三次救急

医療を行うということになれば、近い距離に 2 つの救命救急センターがあるということになります。

その時に、例えば、災害医療の司令塔がどこになるのか、その連携をどうするのか、という問題が出

てくると思いますので、これは次の目標になるかもしれませんが、近隣の新たな医療機関との連携を

めざすというような文章がいるかもしれません。その辺りのことについて、堺市にご意見を聴きたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

 

■事務局（辻健康医療推進課参事） 

 今いただきましたご意見として、業務の継続については、ご同意というご意見だったかと思います

ので、次期中期目標を策定する際に考慮させていただきたいと思います。 

 

◎後藤委員長 

 堺市から、次期中期目標の取り決めのスケジュールについてご説明いただけますか。 

 

■事務局（辻健康医療推進課参事） 

 ・参考資料 1により、次期中期目標策定のスケジュールについて説明。 

 

◎後藤委員長 

 ありがとうございました。次回 9月に予定されている評価委員会に、具体的な中期目標（案）が出

てくるようですので、今回、議事（2）次期中期目標の策定のところで色々なご意見をいただきます

と、そのご意見についても考慮されたものになるかと思います。 

それでは、評価委員会として、中期目標期間の業務実績に関する見込み評価結果報告書（案）に対

する意見を取りまとめていきたいと思います。 

 業務実績等の評価時の意見書について、事務局から説明をお願いします。 

 

■事務局（辻健康医療推進課参事） 

・地方独立行政法人堺市立病院機構中期目標期間の業務実績に関する見込み評価結果報告書（案）に

ついて修正意見がないことを確認。 

・堺市立病院機構に評価結果に対して意見がないことを確認。 

・参考資料 4により、業務実績等の評価時の意見書について説明。 

 

◎後藤委員長 

 評価結果報告書に対する意見書（案）について、問題ないということでよろしいでしょうか。 

 （異議なし） 
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 ありがとうございます。では、本日付で事務局より提示された通りとさせていただきます。 

 

4．議事（2）第 3期中期目標の策定について 

◎後藤委員長 

では、議事を進めたいと思います。 

議事（2）次期中期目標の策定について、事務局よりご説明をお願いいたします。 

 

 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  ・資料 2、資料 3、参考資料 5により、第 3期中期目標の策定について説明。 

 

 ◎後藤委員長 

  ありがとうございました。 

この項目案について、何かご意見やご質問がございましたらお願いいたします。 

 

 ○西川委員 

  高度専門医療の提供の項目について、がんへの対応と書かれていますが、最近、遺伝子に関して、

個別医療が指定病院で行われるという話も出てきております。先ほど門田理事長がおっしゃいました

ように、今後 10 年で医療は大きく変わると思います。そのような新しい免疫医療ががん医療の中で

登場してくると思いますので、そういう高度先進の医療に対してどうなさるかを、もう少し、ここへ

書かれた方が良いと思うのですが、いかがでしょうか。 

  もう 1点は、地域への貢献について、医療従事者の育成というところで、この病院にはナースを育

成する看護学校がありません。現在は、医師会立として、堺看護専門学校がございます。ですので、

この学校との結びつきを考えていただくということが実はありがたいのです。なぜかというと、堺市

や大阪府から我々は現在助成をもらっています。堺市や大阪府では、どれだけ市内や府内の病院に就

職しているかということもありますので、今後、もしよろしければ、医療従事者の育成の中に、堺看

護専門学校との結びつきを濃くするなど、そのようなことを少し入れていただけたらありがたいとい

うことです。 

もう 1つは、介護の話が出てきていないことです。アドバンス・ケア・プランニングの中で問題と

なる医療と介護のシームレスな連携ということについて記載がないので、記載されたらいかがかなと

思います。地域包括ケア推進条例というのが堺市にございまして、堺市立総合医療センターがどのよ

うな役割を果たすかというようなことが文言として書かれていれば、しっかりと市民にも分かるので

はないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 ◎後藤委員長 

  ありがとうございます。大きな項目として入れるのか、あるいは項目の中に表現するのか、という

ことになるかと思うのですが、いかがですか。 

 

 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  参考資料 1 の 19 ページをご覧いただけますでしょうか。今いただきましたご意見のところにつき

ましては、がんへの対応という項目案を提示させていただいているところです。そのような点を踏ま

えまして、文言としては、「科学的な知見に基づく適切で良質な医療提供を行うこと。」のところに近
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いと思っております。今後、全体的に目標を考えていきたいと思いますので、具体的な治療法や検査

法の提示につきましては、目標の中に入れていくのか計画に落とし込んでいくのかを検討させていた

だきたいと思いますので、いただいたご意見を踏まえまして、中期目標の文言の方は検討させていた

だきたいと思います。 

また、介護についてですが、資料 1 の 33 ページをご覧いただけますでしょうか。現在の中期目標

の中で、「在宅医療については、関係機関との連携強化を推進し、病院の機能に応じたネットワーク

の構築に努めること。」という記載をさせていただいております。ご意見いただきましたように、堺

市としましても地域包括ケアの推進は大事なところであると考えておりますので、中期目標にどのよ

うに落とし込んでいくか、今後検討させていただきたいと思います。 

最後 35 ページの医療従事者の育成の項目になるかと思いますが、こちらにつきましては、中期目

標に「医療専門職の養成や医療従事者の育成に貢献すること。」ということで、記載をさせていただ

いております。今後の医療従事者の育成について、医師だけではなくて、中期計画にも記載がありま

すように、看護学生や薬学部生をはじめとした医療系学生の方々の育成というところも考えていきた

いと思っております。項目としてはこのまま残ってくるとは思いますので、記載内容につきましては、

このような記載でご理解いただければと思います。 

 

 ○篠藤委員 

  第 3 業務運営の改善及び効率化に関する事項の 1－（1）は、今回項目をまとめられて、自律性・

機動性・透明性の高い組織づくりとされており、病院経営のガバナンスのことがここに入るなという

ことが項目で分かるのですが、医療関係以外のコンプライアンス面が本来ならこの辺りに出てくるは

ずだと思います。その点については中期目標の中に謳っていただくのかもしれませんが、項目として

は少し見づらい気がしています。医療関係以外のコンプライアンスについては、中期目標の中に具体

的に書かれるという理解でよろしいでしょうか。 

 

 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  コンプライアンスという言葉につきましては、現在 2－3－（3）の項目で文言としては出てきてい

ます。また、ご意見にありましたように、業務運営のところにつきましても、その考え方は出てくる

かと思います。この点につきましては、いただいたご意見も踏まえて整理させていただきながら、目

標にどのように落とし込むかを検討していきたいと思います。いただいたご意見に対する現段階の案

としましては、医療に関することについては 2－3－（3）の項目に、組織に関することについては 3

－1－（1）の項目に整理させていただいておりますが、どの項目に整理するかという点については、

今後、検討していきたいと思います。 

 

 ○北村委員 

  先ほどのところに付随するかもしれませんが、自律性や機動性や透明性という性質を持った組織づ

くりとなったときの評価の指標が難しいと思ったことと、同じく 3－1－（2）やりがいを感じ働くこ

とができる職場環境の整備や、3－1－（3）働きやすい病院づくりという項目もクオリティをめざし

ているような性質の文言となっているので、この性質をどのように評価なさるのかなというのが少し

気がかりです。項目そのものの言葉は良くないとは思いませんが、クオリティの部分になるので、評

価指標を客観的に見ることがとても難しい項目になっていると思います。この辺りはどのようにお考

えか教えていただければと思います。 
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 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  今回提示させていただいているものはあくまでも項目案になりますので、今後、この場でもいただ

きましたご意見や時代背景等も踏まえまして、中期目標の文章的なところを考えていきたいと思いま

す。また、前回の評価委員会でも数値目標の取り扱いについてはご意見をいただいておりますので、

今回いただいたご意見も踏まえ、目標指標のところについては、しっかりと評価できるような指標も

視野に入れながら、中期目標を策定していきたいと考えております。 

 

 ○北村委員 

  先ほど門田理事長がおっしゃった「健康さかい 21」で、ヘルスプロモーションに沿った行動という

ことが謳われていますが、それについては 2－2－（2）生活習慣病への対応の項目や、あるいは市民

全体の健康づくりということも第 2 高度専門医療の提供の項目に反映されているのか、市民に対して

提示している内容がこの中期目標の項目に抜けている点がないのかということを確認したいと思い

ました。 

 

 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  堺市におきましては、健康増進計画としまして「健康さかい 21」を策定させていただいております。

そちらの方は堺市の健康増進に関する計画となっておりますので、そことは調和を保ったような内容

となるようにと考えております。項目としては全般に係っているかと思いますので、整理の方法とし

ましては、健康増進計画の整理の仕方と病院機構の中期目標の整理の仕方が全く一致するというわけ

ではございませんので、その点については調和を保ちながら、目標を策定していきたいと思います。

今いただきましたご意見のように、医療と保健は切っても切り離せないものであると思いますので、

どこかの項目には係っていると思います。主な項目としましては、2－2－（2）生活習慣病への対応

の項目や、2－4－（3）医療、保健、福祉、教育などの行政全般等との連携と協力の項目を意識して

いるところです。 

 

 ●門田理事長 

  先ほども申しましたが、もう一度繰り返してお話しさせていただきますと、市の方針と市立病院機

構の方針というのは基本的には同じ方向を向いて、どのように分担しながらするかということではな

いかと思います。地域としての市の分担と、医療機関としての病院の分担は分かれるけれども、同じ

方向を向いていく方がいいのではないかということです。 

もう一点大きなポイントは、これから 10年 20年先、大きく切り替わっていくときに、徐々に切り

替わっていくというような内容を加味して作っておく方が堺市全体として上手くいくし、我々として

もそれに足並みを揃えていける可能性があります。あるいは、足並みを揃えていくからこそ市立病院

機構だと思いますので、その辺りを十分加味していただきたいと思います。そして特に、健康さかい

21に一番大きく書かれている市民主体の健康づくりということを医療に持ち込んだとすると、今まで

の医療は医療を施すという考え方でしたが、先ほどもありました ACP（アドバンス・ケア・プランニ

ング）につきましても患者さんが主体であり、患者さんあるいは市民がどういう生き方をし、病気と

付き合い、死を迎えるか、ということを支えるような時代に向けて、医療あるいは市がどうあるべき

か、ということを、急に変える必要はないけれども、徐々に切り替わって行けるような内容が加味さ

れていると、我々は計画を立てやすいというお願いを先ほどさせていただきました。 

 



 10 

 ◎後藤委員長 

  高度専門医療の提供の中に生活習慣病への対応という項目がありますが、高度な医療としていいの

ですか。どちらかと言えば、市立病院として担うべき医療の中に入れた方が良いような気がしますが。 

 

 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  現在の案としましては、医療的な視点というのが含まれている中で、生活習慣病への対応という項

目を高度専門医療の提供の中に入れていますが、今いただいたご意見も踏まえて今後検討したいと思

います。 

 

 ◎後藤委員長 

  高度というのはきっと全て高度なのだと思いますが、そこの括り方が難しいなと思って読ませてい

ただきました。例えば、堺市立総合医療センターが理念あるいは運営方針として掲げられている項目

と中期目標で出てきている項目との整合性を検討されたことはありますか。 

 

 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  今ご意見いただきましたように、中期目標を策定する際には、先ほどご意見ありました指標との関

係や現場で起こっていること、長期的なビジョンという点についても、病院側にもご意見はあると思

いますので、機会をとらえて聞いていきたいと考えております。そのようなところも踏まえて、現段

階の案になりますので、今後検討を進めていきたいと思います。 

 

 ○西川委員 

  第 3のところにやりがいを感じ働くことのできる職場環境の整備という項目と働きやすい病院づく

りという項目がありますが、働き方改革との関連はどうなるのでしょうか。国の施策ですので、項目

の中に記載することかもしれませんが、その点について書かれたらどうかと思います。 

  もう 1つは、男女共同参画の話が出ていないので、これもやりがいの項目に男女共同参画のことを

細かいこととして落とし込むのはいかがでしょうか。 

 

 

 ◎後藤委員長 

  女性医師がどう働くかというのは医学連合会からも提言されていますので、大事なご指摘いただけ

たと思います。 

  一つ大事なことは、これだけ変化しうる医療のシステムにおいて、流動的に対応できる仕組みを確

保できるような項目を入れておくということです。今後色んなリスクが生じたときに対して可動性を

つけておくということが大事ではないかというご意見いただけたと思いますが、私もそのように思い

ます。 

 

 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

西川委員からご意見いただきました件につきましては、おっしゃっていただきましたように、3―2

－（2）と（3）の項目が関連してくると考えております。今後、目標を策定するに当たりまして、働

き方改革の視点につきましては、3－2－（3）働きやすい病院づくりの項目に盛り込んで検討させて

いただきたいと考えております。また、キャリアアップやモチベーションの向上につきましては、3
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－2－（2）やりがいを感じることのできる職場環境の整備の項目で検討させていただきたいと考えて

おります。 

 

 ◎後藤委員長 

  ありがとうございました。他にございませんか。 

  （特になし） 

  事務局におかれましては、本日の意見を踏まえて、中期目標の文案をまとめ、次回の会議で第 3期

中期目標（案）として、提示していただきたいと思います。 

 

5．議事（3）その他 

 ◎後藤委員長 

次に、議事 3その他ですが、事務局から何かございますか。 

（特になし） 

 特になければ、予定しておりました議題は以上ですが、他にご意見はよろしいでしょうか。 

 （特になし） 

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。 

事務局から、次回以降の日程について、お願いします。 

 

6．閉会 

■事務局（河盛健康医療推進課長） 

後藤委員長、ありがとうございました。 

次回、令和元年度第 3 回の開催は、9 月の開催を予定しております。具体的な日程については、事

務局より改めて、各委員の皆さまに日程調整をさせていただきますので、何卒よろしくお願いいたし

ます。また、本日の会議録は、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ので、内容

のご確認をお願いします。 

以上をもちまして、令和元年度第 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。本日はどうもありがとうございました。 


