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平成 30年度第１回地方独立行政法人加古川市民病院機構評価委員会 議事要旨 

 

 

日時  平成 30年８月７日(火) 16時 00分から 18時 05分 

場所  加古川中央市民病院 講堂「光（キラリ）ホール」 

出席者(委員) 森脇委員長 

加堂副委員長 

中田委員 

肥後委員 

溝端委員 

 

報道関係者 1名 

傍聴者   0名 

 

会議次第  1.開会 

  2.委員長及び副委員長の選任 

3.あいさつ 

4.諮問書の提出・受理 

5.議題 

  (1) 地方独立行政法人加古川市民病院機構評価委員会運営要綱の改正について 

  (2) 平成 30年度の評価委員会開催予定について 

(3) 平成 29年度運営状況の概要について 

(4) 平成 29年度業務実績に関する評価について 

(5) その他 

  6.閉会 

   7.事務連絡 

 

 

配付資料   

資料 1：地方独立行政法人加古川市民病院機構評価委員会運営要綱（案） 

資料 2：平成 30年度評価委員会の開催予定 

資料 3：平成 29年度経営状況（概要） 

資料 4：平成 29年度財務諸表等 

    (1)財務諸表及び附属明細書 

    (2)決算報告書 

    (3)事業報告書 

    (4)監事監査報告書 

    (5)会計監査人監査報告書 

資料 5：平成 29年度の業務実績に関する小項目評価 
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1.開会 

 

開会の宣言 

井部部長よりあいさつ 

新たな任期への委員就任のお礼及び開会のあいさつ。 

毎年行っている市の各施策に対する市民アンケート調査では、健康づく

りや地域医療に関する市民満足度が高い状態を維持できている。今後さら

に市民病院機構がより良いものを提供できるよう、委員の皆様には、慎重

に評価をしていただき、ご意見をいただきたい。 

委員、市民病院機構の出席者及び事務局より自己紹介 

2.委員長及び副

委員長の選任 

委員の互選により、森脇委員が委員長に、加堂委員が副委員長に選任され 

た。 

3.あいさつ 森脇委員長 

 地方独立行政法人法の改正があり、評価者が変更となったが、評価委員

会として今まで通りしっかり評価をしていきたい。また、新たな委員を２

人迎え、従来以上に活発な議論を展開していただきたい。 

加堂副委員長 

評価項目も多岐に渡るが、副委員長として森脇委員長を補佐し、より良

い評価をしていきたい。 

4. 諮 問 書 の 提

出・受理 

市長が公務のため、井部部長が諮問書を読み上げ、森脇委員長へ手渡した。 

5.議題 

 

(1)地方独立行政法人加古川市民病院機構評価委員会運営要綱の改正につ

て 

 運営要綱の改正について、資料１に基づき事務局から説明を行い、原案

のとおり評価委員会決定とした。 

（主な意見、質問） 

・評価結果を公表し、何か市民からの反応や効果はあったか。 

（法人回答） 

・市民からの反応は特になく、年度計画及び中期計画を検討する際などに

反映させている。今後は、評価結果に対する動きを、ホームページ等にお

いて公表することも考えていく。 

(2) 平成 30年度の評価委員会開催予定について 

平成 30 年度の評価委員会の開催予定について、資料２に基づき事務局

から説明を行い、了承いただいた。 

(3) 平成 29年度運営状況の概要について 

平成 29年度の運営状況の概要について理事長から報告があり、続けて、

経営状況及び決算概要について、資料３に基づき法人担当者から説明を行

った。 

（主な意見、質問） 

・破産更生債権が 1,900万円計上されているが、今後どのように対処され

るのか。 

（法人回答） 

・破産更生債権には、未収になってから３年経過しているものを計上して

いる。未収金については、債権管理の運用が定まっておらず、管理が追い

ついていなかったが、現在、督促状の送付、電話、訪問など、滞納整理に

着手している。 
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 (4) 平成 29年度業務実績に関する評価について 

 小項目評価 

 事前に提出いただいた各委員の評価が異なる小項目を中心に質疑及び

議論を行い、委員会としての評価を決定していくことを委員長から各委員

へ説明があった。 

 

【大項目】１ 住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

関する事項 

【中項目】１ 市民病院として果たすべき役割の発揮 

【小項目】（３）予防医療の提供 

法人自己評価：３ 

委員事前評価：３（３人）、４（１人） 

⇒ 評価委員会評価：３ 

（主な意見） 

・患者数が多い中、健康診断的な人間ドックを市民病院として果たすべき

役割なのか疑問。 

・先端医療機器を利用した検診や市民向けの健康教育は実施すべきと考え

るが、人間ドックの数を増やすだけが予防医療の目標ではないと思う。 

・市民のニーズは、人間ドック達成率 100％ではないと考える。 

・救急医療や最先端医療を行っているドクターのモチベーションも考えな

がら取り組んでほしい。 

 

【中項目】２ 高度・専門医療の提供及び医療水準の向上 

【小項目】（３）専門性及び医療技術の向上 

法人自己評価：３ 

委員事前評価：３（３人）、４（１人） 

⇒ 評価委員会評価：３ 

（主な意見） 

・マグネティックナビゲーションは適用が難しい。また、ダヴィンチは、

近隣の病院も持っており、対象疾患も限られているため、患者の取り合い

が起こっているところだが、手術件数が増加していることは評価できる。 

・高額機器の手術件数が増加していることは評価できるが、目標値に届い

ていない。 

・年度計画の目標値が高いのではないか。 

（法人回答） 

・マグネティックナビゲーションは、アブレーションの中でも特殊なケー

スに使用している。120 件の目標値は少し高いと思われるかもしれない

が、当初の意気込みはこれでやれたらという思いがあった。 

・ダヴィンチについても目標値が少し高いように思えるが、少しずつ増え

てきている。ダヴィンチがあることが理由で患者から選んでもらえてお

り、他の疾患に対してもいい効果を及ぼしていると考えている。ダヴィン

チを使用しない手術も増えてきている。 

 

【小項目】（４）臨床研究及び治験の推進 

法人自己評価：３ 

委員事前評価：３（３人）、４（１人） 
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⇒ 評価委員会評価：３ 

（主な意見） 

・治験は、評価された病院でないと依頼がこない。臨床研究件数を増やし、

治験をもっと取れる病院にしていってほしい。 

・臨床研究件数は病院の姿勢を表すものでもある。 

・余裕がないと件数を増やすのは困難かもしれないが、件数がまだ少ない

と思う。 

・今後、臨床研究件数が増加することを期待している。 

 

【中項目】３ 安全で信頼される医療の提供 

【小項目】（１）医療安全対策の徹底 

法人自己評価：４ 

委員事前評価：３（１人）、４（３人） 

⇒ 評価委員会評価：４ 

（主な意見） 

・医療安全に関する院内体制は確立されている。 

・忙しい中、医療安全に対する取組は積極的に行われている。 

・学生の実習で病院に行った時に感じたが、スタッフの安全対策への意識

が高いと思う。 

・病床数も多く、スタッフも増えているので、ヒヤリハット件数が増加す

ると考えられるが、全体的な数値だけを見るとあまり変化が見られない。 

・ヒヤリハットの結果を分析し、現場にどのようにフィードバックしてい

くかが大事である。 

 

【大項目】２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

【中項目】２ やりがいを持てる病院づくり 

【小項目】（２）人事制度の効果的な活用 

法人自己評価：３ 

委員事前評価：２（１人）、３（２人）、４（１人） 

⇒ 評価委員会評価：３ 

（主な意見） 

・質の向上を考えると、更に人事評価制度を発展させてほしい。 

・人事評価者研修の参加者は減っているが、このような研修をしっかり行

い職員とのコミュニケーションを図っていることは評価できる。 

・２年間にわたる研修のため、昨年度参加した者は参加する必要がないの

であれば、減少していることも理解できる。 

（法人回答） 

・管理職全職員を対象に２年間で４回研修を実施しており、28 年度に３

回、29 年度に１回実施している。参加者数は、延べ人数を計上している

ため、28年度と比較すると 29年度は減少しているが、研修対象者全員が

受講している。 

 

【小項目】（３）働きやすい職場環境の整備 

法人自己評価：４ 

委員事前評価：３（２人）、４（２人） 

⇒ 評価委員会評価：４ 
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（主な意見） 

・職員が増加しているが、長時間勤務実績やメンタルヘルスに関する相談

件数に特に変化が見られない。 

・数値的に大きな改善があったとは見れない。 

・働き方改革の推進が、非常に難しい職種である。そのような中、スタッ

フへのサービス改善や長時間労働の削減などができている。 

・残業時間が増加していないこと、看護師の離職割合が減少していること

などから、職場環境が改善されていると思う。 

 

【大項目】４ その他業務運営に関する重要事項 

【中項目】２ 地域社会への貢献 

【小項目】（１）実習施設としての役割 

法人自己評価：４ 

委員事前評価：４（３人）、５（１人） 

⇒ 評価委員会評価：４ 

（主な意見） 

・実習件数が著しく増加していることは、医療を目指す若者の期待に答え

ている。 

・実習件数が大きく増加した理由は何か。 

（法人回答） 

・平成 28 年度は、病院の移転などもあり、実習生の受け入れを制限して

いたため少なかった。 

 

【小項目】（２）まちづくりへの参画 

法人自己評価：３ 

委員事前評価：３（１人）、４（３人） 

⇒ 評価委員会評価：４ 

（主な意見） 

・実施状況などから、まちづくりへの参画がしっかりされていると伺える。 

・訪問看護師によるオープンカンファレンスの参加者数が増加しており、

しっかりと取り組まれている。 

 

【小項目】（３）地域住民との交流 

法人自己評価：３ 

委員事前評価：３（３人）、４（１人） 

⇒ 評価委員会評価：３ 

（主な意見） 

・ボランティアに参加する登録者及び時間が増加している。ボランティア

をする意識が芽生えていることは、慈悲深いと思う。 

・市民病院として、地域住民との交流は他の民間病院より活発に行ってい

かなければならない。市民から評価してもらえる機会を増やし、病院とし

て伸びていってほしい。 

・さらにもっと地域住民との交流を増やしてほしい。 

・ボランティアの登録者数をもっと増やしてほしい。 
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【中項目】３ 加古川市の施策への協力 

【小項目】（１）地元農産物等の活用の推進 

法人自己評価：３ 

委員事前評価：３（３人）、４（１人） 

⇒ 評価委員会評価：３ 

（主な意見） 

・供給の安定性やコストから考えると、地元食材を取り入れることが、非

常に難しい中での取組は、大変評価できる。 

・今後の経過を見ていきたい。 

(5) その他 

加堂副委員長あいさつ 

市民病院が移転してから３年目に入り、厳しい医療情勢の中、今のよう

に右肩上がりで今後も推移することは難しく、質が問われる時期になって

きている。来年度の評価に向け、そのような点に注目して、これからも評

価委員会の役割を果たしていきたいと考える。 

 

6.閉会 閉会の宣言 

 


