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令和元年度 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会議録 

 

開催日時 
令和 2年 1月 20日（月） 

午後 2時 00分～午後 3時 50分 

開催場所 堺市立総合医療センター 4階会議室 

出席委員 北村 愛子 後藤 満一 篠藤 敦子 西川 正治 （敬称略） 

欠席委員 高橋 聖 （敬称略） 

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  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 

佐々木医事運営室長 安井法人運営室長 松下企画室長 松本内部統制室長  

奥野市政連携室長 寺口事務支援室長 齊藤薬剤・技術局次長 澤田看護局次長 

安井薬剤科長 児玉経理室長補佐 中西総務室長補佐 石田人事室長補佐  

岸上企画室係長 藤原企画室職員 田中企画室職員 

案 件 

1．地方独立行政法人堺市立病院機構 第 3期 中期計画について 

2．地方独立行政法人堺市立病院機構の業務実績評価方法について 

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 

 

◎後藤委員長 

 本日の予定は、参考資料 1の通り、前回会議から修正等を行った第 3期中期計画（案）について審

議し、評価委員会として、最終の意見を取りまとめることとなっております。また、第 3期中期目標

が始まる令和 2年度の業務実績に対する評価から評価方法を見直すということで、業務実績評価方法

について、審議していきたいと思います。この評価方法については、令和 2年度も引き続き審議して

いくこととなっております。 

 

2．議事（1）地方独立行政法人堺市立病院機構 第 3期 中期計画について 

 ◎後藤委員長 

 それでは、次第に沿って進めさせていただきます。議事（1）地方独立行政法人堺市立病院機構 

第 3期中期計画について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

■事務局（辻健康医療推進課参事） 

 まず、第 3期中期計画についてのご説明の前に、第 3期中期目標について、ご報告させていただき

ます。昨年 11 月の第 4 回評価委員会にてご承認いただきました第 3 期中期目標につきまして、昨年

12月、市議会にて可決されました。その後、堺市から病院機構に対し、令和元年 12月 27日付、指示

をいたしました。 

 貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 

 では、第 3期中期計画（案）について、法人からご説明をお願いいたします。 

 

●松下企画室長 

・資料 1－1、資料 1－2、資料 1－3、資料 1－4により、地方独立行政法人堺市立病院機構第 3期中期

計画（案）について説明。 

 

●門田理事長 

・第 3期中期計画の方針について説明。 

 

●児玉経理室長補佐 

・第 3期中期計画期間中の収支計画について説明。 

 

◎後藤委員長 

 ただ今、法人より、第 3期中期計画（案）について説明がございました。本日の会議で審議する中

期計画（案）は、前回の会議でいただいたご意見等を反映した部分と、門田理事長からご説明がござ

いました方針や収支計画等のように、今回、初めて提示されている部分がございます。 

 前回の計画（案）との比較は資料 1－3、第 3 期中期目標との比較は資料 1－4 の通りということで

した。 

 特に、指標の最終目標値や収支計画等については、今回が初めての審議となりますので、ご意見・
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ご質問がございましたら、いただきたいと思います。 

 最初に目標値の設定についてご意見いただき、その後、収支を含めた健康科学センターに関するこ

とについてご意見いただくということでよろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

 それでは、順番に進めさせていただきます。 

 資料 1－3 は、前回会議で提示していただいた中期計画（案）を、皆さまのご意見を踏まえて修正

し、さらに令和 5年度の目標値を設定されたものです。前回（案）から修正のあるページのみを見て

いきますと、3ページでは、第 2－1－（1）救命救急センターを含む救急医療の項目の「エ」の記載に

ついて、「精神科医によるコンサルテーションのもと、適切な医療提供につなげることができる体制

を整備するとともに、」という文言に修正されております。そして、目標指標としては、「堺市管内救

急搬送カバー率」という指標が削除され、救急搬送応需率と三次救急搬送応需率の令和 5年度の目標

値が記載されておりますが、ここのところで、何かご意見ございますか。 

 

○西川委員 

 三次救急搬送応需率の令和 5年度の目標が 93.0％と上昇しております。先ほどの説明では、救急部

門の医師を 3名拡充するというお話でしたが、それでもかなり疲弊されるのではないかと思うのです

が、いかがでしょうか。目標設定した限りはこれを下回ると、設定の仕方が悪かったのではないかと

思われる可能性があるので、また、働き方改革との兼ね合いもあると思うのですが、いかがでしょう

か。 

 

●中田診療局長 

 西川委員のおっしゃる通り、数字としては厳しいかもしれませんが、少なくとも来年度にはレジデ

ント（研修医）が 3名から 4名増えることになっております。また、働き方改革につきましては、交

代制勤務に移行する予定ですが、三次救急搬送件数は極端に増えているわけではありません。救急搬

送件数に関しましては、毎年、右肩上がりになっているのですが、三次救急搬送件数に関しては、そ

のように上がっているわけではないということを考慮して、この数字をめざしていくということです。

確かに心配していただいている通りではありますが、30年度の実績よりも目標を低く設定するわけに

もいかないので、人が増えることもあり、この目標値に設定させていただきました。 

 

○西川委員 

 ありがとうございます。働き方改革のため、特に救急病院等にという言葉が厚生労働大臣のお話に

ございましたので、その辺の事も含めて、これから救急は改善されるのではないかなと私は思ってお

ります。 

 

◎後藤委員長 

 他にご意見よろしいですか。 

（特になし） 

それでは、4ページに参ります。 

 ここでは、目標指標の小児救急搬送応需率のところに「（内因性）」と明記したということで、平成

30 年度実績は 92.9％、令和 5 年度の目標は 90.0％と設定されております。お子さんが増えないとい

う状況を踏まえて目標値の設定をされたということですが、ここはどうでしょうか。 
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●中田診療局長 

 こちらに関しましては、お子さんの数が増えないという事実はあります。また、まさに働き方改革

に関連して、小児科の先生方の疲弊ということや、小児科の先生方には女性や子育て世代の先生方が

多く、交代制勤務になると少し受入れが厳しくなるのではないかという意見を採用して、目標値を少

し下げさせていただきました。 

 

◎後藤委員長 

 何でも全て右肩上がりというわけにはいかないですよね。 

 

○西川委員 

 内因性と書かれたのは、関連指標として外因性疾患受入件数がございますので、外傷は省いたとい

うことでよろしいですか。 

 

●中田診療局長 

 外因性疾患を除いた小児科の救急患者ということです。 

 

○西川委員 

 平成 30 年度実績の 92.9％の中には、関連指標の外因性疾患受入件数 448 件も含まれていて、それ

を除けば、同じくらいの数字になってしまうということですか。 

 

●中田診療局長 

 平成 30 年度実績と令和 5 年度目標の条件は合わせており、外傷の件数を引いた応需率としており

ます。 

 

○西川委員 

 分かりました。 

 

◎後藤委員長 

 では、次に進みます。次は 6ページですが、化学療法の後に「及び免疫療法」という文言を加えら

れております。また、指標の目標値については、悪性腫瘍手術件数、化学療法実施患者数、がん登録

件数は増加させる目標値としており、放射線治療は既にいっぱいまで稼働しているので増加は難しく

現状維持の目標設定であるというお話でしたが、いかがでしょうか。 

 私が気になったのは、「化学療法及び免疫療法」ということで免疫療法が追加されていますが、その

ことが目標指標にどのように活かされているのか分からないのですが、目標指標の化学療法実施患者

数とは免疫療法を含んだ数なのか、免疫療法は指標の中にデータとして加えないのか、どのようにさ

れるのでしょうか。 

 

●藤田がんセンター長 

 委員長がおっしゃいましたように、免疫療法の実情は薬物治療しかございませんので、病院の中で

診療として行われておりますのは化学療法というところに含まれております。4つの柱として、手術、

放射線治療、化学療法、免疫療法と言われてはいますが、カテゴリーとして免疫療法だけを数字の上
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で取り上げて検討するということは難しいのではないかと思います。また、免疫療法は日々新しい薬

剤が出てきたり、あるいは、適用も拡大してきていますので、例えば、目標値をどれぐらいに設定す

るということや、全体の患者さんの中での免疫療法の割合をどれくらいにするといった指標にはそぐ

わないということもあるかと思いますが、例えば、免疫療法に該当する薬剤を使用した患者さんの数

などを指標とは別にカウントして評価するということは可能だと思いますので、そのような方法で対

応していきたいと思います。 

 

◎後藤委員長 

 分かりました。そうすると、この文章の表記を、例えば「免疫療法を含む化学療法」という言葉に

しても良いかもしれないです。 

 

●藤田がんセンター長 

 そうですね。委員長のおっしゃっていただいたように修正するか、もしくは本文に「化学療法及び

免疫療法」と書くのであれば、指標の方にもそのようなかたちで具体的に記載した方が良いのかもし

れません。 

 

◎後藤委員長 

 文章を変えるか、指標を変えるか、ということですので、ご検討いただければと思います。 

 それから、悪性腫瘍手術件数は第 2期では増加しなかったかと思うのですが、ここではかなり増加

させる目標にしておられます。これについてはいかがでしょうか。 

 

●藤田がんセンター長 

 増加しなかったわけでないのですが、横ばい若しくは若干の増加となっております。前回は少し目

標設定を高くしすぎたということもありましたが、がん患者における手術の占める割合が減ってくる

のかもしれないということもあり、今回、1550件と平成 31年度目標から少し下方修正しております。

これも非常に頑張ってめざさなければならない数字かなと思いますが、がん登録件数は年々増加して

おり、トータルの患者さん自体はまだ増加しているということだと思いますので、その中で、放射線

治療以外の手術と化学療法は少しずつ増加を見込んでこのような目標にさせていただきました。 

 

◎後藤委員長 

 私が申し上げたのは、例えば、麻酔科医などのスタッフの増加や手術枠の増加など、何か新しい方

法論が導入されて、これまでと違ったかたちの増加が望めるのかということなのですが、その辺のこ

とも含め条件設定をされたということですね。 

 

●藤田がんセンター長 

 手術室に関しては見直しをしているところですので、手術件数の増加は見込んでいきたいと思って

います。 

 

◎後藤委員長 

 無理のない設定ならば、大丈夫だと思います。 
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○西川委員 

 集学的治療とありますが、最近は化学療法と放射線療法で腫瘍が非常に小さくなっています。少し

前までは、化学療法を術前に行い、手術をして、術後に化学療法及び放射線療法を行う、という形式

が当たり前だったのですが、最近は放射線療法が非常に進歩しましたので、化学療法と放射線療法に

よって手術に勝るとも劣らない成績が得られるということで、手術件数自体が非常に減ってきたと思

っています。ですから、集学的治療という言葉の中には、手術をするかどうかという判断も含まれて

いるので、手術件数自体は、がん患者数の増加に比例して増加していくというものではなく、むしろ

がんの早期発見ができるようになって、減っていくという風に思っています。中には、手術しただけ

で終わり、という方もおられると思いますが、全体として見た場合は、集学的治療の考え方が変わっ

てきた、成績が変わってきた、エビデンスが変わってきたということで、この数字になったのかと思

うのですが、そのような考え方でよろしいですか。 

 

●藤田がんセンター長 

 その通りです。 

 

◎後藤委員長 

 他にご意見はよろしいでしょうか。 

（特になし） 

 次は、7 ページでございます。目標指標の脳血管内手術件数、心大血管手術件数、冠動脈インター

ベンション件数は、それぞれ右肩上がりの目標設定をされておりますが、これは、何か根拠があって

設定されたのですか。 

 

●中田診療局長 

 脳血管内手術件数については、30 年度実績の 47 件から令和 5年度目標の 100 件と 2倍にするとい

うことは非常に難しいと思うのですが、来年度以降、脳血管内視鏡の専門の脳神経内科医 2人に来て

いただけるので、それを見越して、近年の受入れの数や、脳血管内科もしくは脳血管外科が 24 時間

当直するようになり受け入れがスムーズになることを考慮し、このような目標を設定させていただき

ました。また、脳梗塞の患者さんに関しては増えている実情があって、体制も整えれば件数の増加が

見込めると思い、頑張るような指標にしております。心大血管手術に関しては、30 年度実績は 77 件

ですが、今年度はスタッフの関係もあり、年間約 90件になっており、4年間で 2割増し程度の増加は

可能ではないかという想定でございます。 

 

◎後藤委員長 

 これも大丈夫だろうということで、高い目標設定をされています。 

 次は 9ページです。こちらは、医療安全研修と感染対策研修の指標を参加率という表記に変えられ

ております。また、薬剤管理指導件数に関しても、標記を変更されているということでございます。

こちらについて、何かご意見ございますか。 

 （特になし） 

 よろしいでしょうか。それでは、次は 10ページです。ここは、資料 1－1で、評価委員の先生方か

らご意見いただいたものを文章に組み入れるということで、「患者と共に医療や生活について考える

など、」という文言を入れていただいております。これはよろしいでしょうか。 
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○西川委員 

 これは事前にお話しさせていただいたのですが、サンキューレターという言い方は、他ではあまり

聞かない言い方ですね。サンキューレターというのは、ありがとうございましたという感謝のお褒め

の言葉だと思うのですが、また、用語集にも載っているのですが、何となく違和感があります。今回

はこれで出されるということで良いのですが、もし良ければ、次回から別の言葉に変えていただけれ

ばと思います。 

 

●谷口副院長 

 ありがとうございます。医療の質の評価ということで、全国的な指標になるように指導してくれて

いる本があるのですが、その中の表現を改めて見てみますと、「苦情と感謝の割合」となっておりまし

たので、次回以降、そのような言葉も検討していきたいと思います。 

 

○北村委員 

 少し戻ってしまうのですが、9ページの第 2－3－（2）医療の質の向上の項目の指標で、修正前の服

薬指導件数が 9,957 件、修正後の薬剤管理指導件数が 21,570 件となっていますが、服薬指導と薬剤

管理指導がどのように違うのか教えていただいてよろしいでしょうか。 

 

●安井薬剤科長 

 服薬指導件数というのは、病棟において、患者さん若しくはご家族の方に薬剤の指導を直接行うと

いうところで加算している件数なのですが、それ以外にも、直接指導するのではなくトータルで薬学

的管理を行っており、病棟薬剤業務実施加算という入院患者さん全員に対して行うものもこの件数の

中に含めるということで、薬剤管理指導件数という風に改めさせていただきました。 

 

○北村委員 

 分かりました。 

 

◎後藤委員長 

 10ページまでについて、他にご意見はよろしいですか。 

 （特になし） 

 それでは、次は 11 ページの指標である紹介率と逆紹介率のところです。令和 5 年度目標は、紹介

率が 80.0％、逆紹介率が 100.0％となっています。この逆紹介率に関しては、診療情報を記載するこ

とはもちろん、紹介した先生が、何をどのようにしてもらうかということまできっちりと書いた場合

に初めてカウントできるということを言われている場合もあるのですが、ここでの逆紹介率は、その

辺の細かいところは定義されておりませんが、どの程度の逆紹介をカウントすることになるのですか。 

 

●河野副院長 

 現在のところ、先生のおっしゃっているように詳しい治療方針等が書かれていないものもあり、あ

くまで逆紹介した診療情報を提供した数になります。中身に関しては、さらに充実させる方向で指導

していきたいと考えています。ただ、逆紹介先に関しては、きちんと紹介先を記載するという形式を

取っておりますので、逆紹介率としては正しい数値になっているかと思います。また、ご意見でござ

いました、逆紹介率が 100％という目標は大丈夫なのかというお話ですが、参考資料 2 の 3 ページに



 8 

逆紹介率を算定する計算式がございまして、初診患者数から救急搬送患者数及び休日又は夜間に受診

した患者を除いたものが分母になります。分母が初診患者数であれば 100％というのは非常に厳しい

のですが、分母が救急搬送患者数及び休日又は夜間に受診した患者さんを除いたものとなり、現在で

も 90％近くの逆紹介率になっておりますので、100％というのはあり得る数字かなということで、逆

紹介を推進するということも踏まえ、100％という数値目標にしているということです。 

 

○西川委員 

 総合医療センターと同じく地域医療を担う医師会としましては、逆紹介率が 100％というのは非常

にありがたいです。往々にして、会の先生方から医師会に回ってくるのは、患者さんを紹介したけれ

ども、その患者さんがどうなったのかまったく連絡がないということです。その患者さんを診察し入

院されました、ということまでは連絡がくるけれども、そこから先が来ないということがありまして、

出来れば、急性期から回復期に移っていくという流れの中で、どこの病院の回復期に行きましたとい

うようなことまで紹介元の医療機関に書いていただけたらありがたいと思います。というのは、最終

的にどこの療養型に入られたのかそれとも在宅に戻られたのか、一切分からないということですので、

先生方お忙しいので大変だと思うのですが、考えていただけたらありがたいと思います。 

 

◎後藤委員長 

 ありがとうございます。他にご意見はよろしいでしょうか。 

（特になし） 

 それでは、次は 12ページです。ここには、「分野で」という言葉を入れていただいて、分かりやす

くなったと思います。これでよろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

 次に 13ページです。これは厚生労働省で使っている文言ということで、「短時間勤務制度」という

言葉に変えられたということです。こちらもよろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

 最後は 14 ページです。こちらは先ほどスライドでご説明された内容も含まれておりますが、この

ような目標設定をされているということで、入院患者数は増加させるが、外来は少し縮小気味にする

ということです。経常収支比率は 100.8％ということでございます。ここまで、この資料 1－3に関し

て何かご意見・ご質問等ございますか。 

 

○西川委員 

 先ほどのご説明で経常収支が赤字から黒字になっているというお話がございましたが、これは堺市

からの助成金等というのは入っていないのでしょうか。 

 

●児玉経理室長補佐 

 こちらは堺市からの負担金等を含んだものとなっております。 

 

○西川委員 

 負担金等も含まれていることは、負担金というのは議会の決定になると思いますので、場合によっ

ては、それが減額される可能性もあると思います。それは今までと同じくらいいただけるという考え

の上で記載しておられるという理解でよろしいでしょうか。 
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■事務局（辻健康医療推進課参事） 

 堺市の予算につきましては、毎年度の予算審議になりますので、確定ということは言えませんが、

現状の予算案ということで、推定上、そのように試算していただいているものと考えております。今

後、議論はしていきますが、もちろん、中期計画及び中期目標に沿ったかたちになっていると思いま

すので、それを踏まえた上での議論になると考えていただければと思います。 

 

○西川委員 

 ありがとうございます。このような話をさせていただくのは、他の政令指定都市に 2つの公的病院

があり、その 2 病院で年間 40 億円の負担金がその市から出ているということで議会が紛糾した、と

いうお話がございました。ですので、そのような事態は将来起こりうることなのですが、できるだけ

ないように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す。ここまで、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

この修正後の第 3 期中期計画では、「化学療法及び免疫療法」のところの文言を少しお考えいただ

くということをお願いしたいと思います。また、収支計画については、予防健診センター並びに健康

科学センターという非常に先進的なものを病院の中に作られるということです。もう少し具体的なこ

とを説明していただける先生はおられるのですか。 

 

●門田理事長 

 そのことについては、まだ不確定要素もありますし、予算のこともありますので、中期計画の文章

には入れておりません。内容については、その方向で現在の体制でもできるような内容を行いたいと

いう意味合いでございます。具体的なことや、それを予算化するに向けてどうするかということは今

からですので、このような表現で留めております。 

 

○西川委員 

 おそらく門田先生がお考えなのは、ここでいろいろなことを試行錯誤されて、それを国の方に提言

して反映させていくということだと私は思っておりますが、それでよろしいですか。 

 

●門田理事長 

 おっしゃられる通りで、国全体の医療行政を考えていく時に、国全体としてどのようにするか考え

るということは非常に難しいと思います。このような現場の中で、現場ではこのような方法で行うと

いうかたちのものを実践し、それを成功例に導くことで世の中を変えていけるのではないかと思って

います。院内でも職員に対して「堺モデル」というぐらいの意識で、国の医療行政に対して意見する

ぐらいのモチベーションを持って取り組んで欲しいという風に言っています。 

 

○西川委員 

 ありがとうございます。医師会としてもできるだけ協力させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 
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◎後藤委員長 

 素晴らしい発想だと思います。行政も上手く絡めながら行っていくというお考えをお持ちだという

ことでした。これに関して、よろしいですか。 

 （異議なし） 

 ありがとうございました。それでは、文言の修正ということで意見が出ましたので、最終、出来上

がったものを委員長一任ということで対応させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

 では、第 3期中期計画の今後の手続きについて、事務局からご説明をお願いします。 

 

■事務局（辻健康医療推進課参事） 

・参考資料 4により、中期計画（案）に対する意見書及び中期計画の今後の手続きについて説明。 

 

◎後藤委員長 

 ありがとうございます。今、事務局からご説明いただいたように進めたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

2．議事（2）地方独立行政法人堺市立病院機構の業務実績評価方法について 

◎後藤委員長 

 次に、業務実績評価方法について、でございます。まずは、事務局からご説明をお願いします。 

 

■事務局（辻健康医療推進課参事） 

・資料 2－1、資料 2－2、資料 2－3、資料 2－4により、業務実績評価方法（案）について説明。 

 

◎後藤委員長 

 ありがとうございました。事務局より、業務実績評価方法について、点数をつけるという新しい方

法論を導入されたということと、もう 1つは、重点ウエイト小項目として 3つの項目を設定したとい

うことでございます。これらのことについて、ご意見・ご質問はございますか。 

 私から質問ですが、小項目評価における目標指標の取り扱いの案を作られたというのは、過去の評

価結果とこの方法での過去の実績の評価とを比較した時に、今までの評価が納得できるような結果に

なっているかという検証を過去のデータから行われたのですか。 

 

■事務局（辻健康医療推進課参事） 

 そちらにつきましては、今回は大まかな流れの方を提示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、過去の実績や、評価の妥当性という点につきましては、今後、案の中にあります

「100％」や「80％」、また、「4.3点」という数字の部分を調整してい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す。その辺りのデータを次年度の会議時に紹介していただけるということにな

りますでしょうか。 
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■事務局（辻健康医療推進課参事） 

 ご意見いただきましたように、準備させていただきたいと思います。 

 

○北村委員 

 私も気になっていたのですが、指標評価の評価 4が取れていかないといけないのかなと思った時に、

平均点数が「3.5 点以上 4.3 点未満」という設定が妥当な数値かどうかということが気がかりにはな

りましたので、またその辺りが分かればと思います。 

 

○西川委員 

 北村委員と一緒で、この数値設定で恣意的な結果にならないようにということはお願いしたいと思

います。 

 

■事務局（辻健康医療推進課参事） 

 ご意見のように、数字だけで評価できないものは多分にあると考えておりますので、最終的な小項

目評価には、そのようなものも評価として含めて考えていきたいと思っております。 

 

◎後藤委員長 

 ありがとうございます。新しい方法論が導入されておりますけれども、何かご意見・ご質問はござ

いませんか。 

 

 ○西川委員 

  新しい方法で評価をすると、少し評価 3が多くなる気がするのですが、そうなると、先ほどの負担

金の減額ということに繋がるのかなという一抹の不安がございますので、その辺のところだけは、先

ほどから言っていますように、妥当な評価となるようによろしくお願いします。 

 

 ○篠藤委員 

  新しい評価の仕組みについて、資料 2－3の最初に「参考値として使用」と書いてあるのですが、こ

れはあくまでも参考値として使うだけで、これにそれほど評価が引きずられることはないということ

でしょうか。 

 

 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  今回提示させていただきました新しい評価方法の流れとしましては、最初に目標値でカテゴリー化

し、そこからスタートしていくというイメージで考えております。参考値という意味合いでは、そこ

をベースに、例えば、実績の中で評価できることがあれば、カテゴリーとしては上のカテゴリーに上

げ、また、何か努力すべきところがでてくるのであれば、カテゴリーとしては下げていくというよう

な順序で評価していけたらと考えておりますので、あくまでも最終評価は全てを基に評価することに

なります。表現としては参考値と記載しておりますが、基本的には評価のスタート地点としての役割

として考えております。 
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 ○篠藤委員 

  第 4－1 安定的な経営の維持の項目について、目標指標がたくさん掲げられておりますが、これが

本当に経営の安定化につながる指標かどうか、例えば、経費削減についてはどの指標として表れてい

るのか、患者数や手術件数という指標と経営の安定化ということが結び付くものか、ということを感

じたのですが、いかがでしょうか。 

 

 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  現在の案では、目標指標の得点を平均化するというかたちにさせていただいておりますが、ご意見

いただきましたように、そのような中に含めるべきものと含めるべきでないものがあるというご意見

だったかと考えておりますので、今後、評価するにあたりましては、今いただいたご意見も踏まえ、

もう少し検討を進めていきたいと思います。 

 

 ○西川委員 

  篠藤委員のご意見と同じことですが、これはあくまでも平均値であり、この平均値が本当に病院の

努力の結果を反映しているのかどうかという問題がありますので、今、篠藤委員がおっしゃいました

ように、やはり、全体の点数とその平均点を小項目毎にまとめていただければ判断がしやすいかと思

うのですが、いかがでしょうか。 

 

 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  今のご意見を踏まえまして、次回の会議では、いただいたご意見のところが見えるようなかたちで、

修正案を提示させていただけたらと思います。 

 

 ◎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。 

 

 ■事務局（辻健康医療推進課参事） 

  事務局より、高橋委員からもご意見いただいておりますので、紹介させていただきたいと思います。 

  目標に対する評価方法ということで、できるだけ定量的にすべきではないかという意見に対して検

討を進めていただいているということで理解しております、ということで、ご意見いただいておりま

す。今もご議論ありましたが、小項目毎に指標の多少があるので、評価基準の数値については、今後、

検討を深めていっていただきたい、というご意見をいただいております。 

 

 ◎後藤委員長 

  ありがとうございました。この業務実績評価方法について、いただいたご意見を上手くまとめてい

ただき、引き続き、審議していただけたらと思います。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、そのようにお願いします。 

 

4．議事（3）その他 

 ◎後藤委員長 

次に、議事 3その他ですが、何かございますか。 
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 ○西川委員 

  高橋委員と別のところでお会いしたのですが、今回の会議を欠席するということで伝言をお願いさ

れましたので、伝達させていただきます。これから、水害に関してはおそらく毎年何回も危機的な状

況になると思うのですが、医療は電力がないと全く機能しないということがよく分かりました。電気

が供給されなくなった時でも、都市ガスは供給されているということもありますので、そのような場

合には、都市ガスでの発電機というものがありますので、複数のタイプの発電機を用意されることを

考えられてはいかがでしょうか、というご意見でございました。 

  それともう 1点、こちらは私からですが、医療に関係する人員の養成ということについて、2025年

には堺市で看護師が 3,000人足りなくなるという計算式が厚生労働省から出ております。そうすると、

堺市内には、医師会が運営している堺看護専門学校や他の学校もございますので、その学校から人員

をいかに吸収するかということが、堺市全体にとっても、市立総合医療センターにとっても重要なこ

とだと思います。それは計画等に反映されなくても良いのですが、頭の片隅に置いていただけたらあ

りがたいと思います。 

 

 ◎後藤委員長 

  ありがとうございます。ちなみに、停電になった時、どれだけの時間自家発電できる仕組みになっ

ているのですか。 

 

 ●花房院長 

  3日間です。 

 

 ◎後藤委員長 

  それはオイルですか。 

 

 ●花房院長 

  オイルです。 

 

 ○西川委員 

  市立総合医療センターは災害拠点病院でもありますので、今ある医療機能もそうですが、例えば、

透析の患者さんを何とかして欲しいということや、三次救急の患者さんもどんどん運ばれてくるとい

うことになる等の他からの依頼や要請があった時に、非常に多くの電力がいるのではないかというこ

とで、何日間の電力の確保ということはどこの病院でもやっておられますが、最近の傾向を見ている

と、容量不足があり 3日持つはずが 2日で電気が切れていますというような話もあるので、自分たち

の病院の分だけではなく、そのような時の対応ということも考えられてはいかがかなと思います。そ

うは言っても予算が必要になるのでなかなか大変だと思いますが、今まで我々が災害の対策を講じる

という時は地震ばかり頭にあったものですが、これから先はそうではなくて、台風は毎年来るという

ことですので、何か考えていくことが必要かなと思っています。医師会としても、会の先生方にその

辺りのことについての注意喚起は必要かなと思っております。 

 

 ◎後藤委員長 

  貴重なご意見ありがとうございました。他に何かございますか。 
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 ■事務局（河盛健康医療推進課長） 

  今回が今年度最後の会議となりますので、来年度の評価委員会のスケジュール及び堺市立病院機構

の平成 31年度計画についてご報告させていただきます。 

  参考資料 5をご参照ください。令和 2年度の評価委員会のスケジュール（案）につきまして、令和

2 年度は 7 月中旬から 8 月上旬にかけて、約 2 回の会議開催を予定しております。主な審議内容は、

令和元年度の業務実績評価及び第 2期中期目標期間の業務実績に関する評価に対するご意見をいただ

くこと、また、本日ご審議いただきました、業務実績評価方法について、引き続き、ご意見をいただ

くことを予定としております。 

  次に、参考資料 6 をご参照ください。堺市立病院機構の平成 31 年度計画を配布させていただいて

おります。来年度は、この年度計画による業務実績評価に対してご意見をいただくこととなっており

ます。 

 

 ◎後藤委員長 

  ありがとうございました。令和 2 年度の評価委員会スケジュール（案）と平成 31 年度計画につい

て報告がございました。委員の皆さま、何かご質問等はございますか。 

（特になし） 

  では、その他に、何かございますか。 

 

5．閉会 

 ■事務局（河盛健康医療推進課長） 

 評価委員会としましては、本日が令和元年度最後の開催となりますので、地方独立行政法人堺市立

病院機構及び評価委員会事務局より、それぞれご挨拶を申し上げたいと思います。 

 まずは、地方独立行政法人堺市立病院機構の理事長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

●門田理事長 

・挨拶 

 

■事務局（河盛健康医療推進課長） 

 門田理事長、ありがとうございました。続きまして、評価委員会事務局を代表しまして、健康福祉

局長より、ご挨拶申し上げたいと思います。 

 

■事務局（隅野健康福祉局長） 

・挨拶 

 

◎後藤委員長 

 ありがとうございました。 

 予定しておりました議題は以上ですが、他にご意見はございますか。 

 （特になし） 

 では、今年度最後の会議になりますので、私からもご挨拶させていただきます。 

・挨拶 
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■事務局（河盛健康医療推進課長） 

後藤委員長をはじめ、委員の先生方、今年度は長期間にわたりご審議いただきまして、誠にありが

とうございました。 

本日の会議内容は、会議録として事務局の方で取りまとめた上で、後日、各委員に送付いたします

ので、内容のご確認をお願いいたします。 

以上をもちまして、令和元年度第 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。本日はどうもありがとうございました。 


