「評価委員会のコメント」欄の整理について

資料 ２
評価にあたっての意見、指摘等

評価
評点Ⅳ
項目№

1

○

重点的な取組・
特筆すべき取組
がん手術件数及び放射線治
療件数の増加、がん相談体制
の充実に伴う相談件数の増加
並びに内視鏡センターの稼働
による検査体制の強化を図ら
れたことについて評価する。

必要である

取り組んでいただきたい・行っ 図られたい
努めていただきたい・努められ 期待する・希望する
ていただきたい・して欲しい・お
たい
願いする
今後も地域医療機関との連携
に努めるとともに、地域がん診
療連携拠点病院としてふさわ
しい体制（キャンサーボード）を
充実させるために十分な医療
スタッフ（認定看護師等）の育
成を図られたい。
虚血性心疾患に対しては、ＰＣ ｔ−ＰＡ等脳卒中に対する迅速
Ｉ＋バイパス手術など高度医療 な対応と、脳卒中ユニットによ
の充実による住民の信頼の構 る発症後の早期改善・社会復
築を図られたい。
帰と地域連携パスによるシー
ムレスな病診連携の推進を図
るとともに、脳卒中の患者のリ
ハビリテーションを効率的に実
践するために、脳卒中リハビリ
テーション認定看護師の育成
に努めていただきたい。

2

患者受診選択理由の一番は、
他院からの紹介であることに
留意し、引き続き、各診療科の
高度化に取り組むことを希望
する。

3

4

5

○

○

救急患者の受け入れ人数が
増加していることについて評価
できる。

周産期母子センターの増改築
によるハード整備とともに、積
極的に受け入れ姿勢を示した
ことにより、利用患者数の増加
につながったことは評価でき
る。

患者過剰や大規模手術に対
するスタッフ不足等による救急
患者の受入不可を解消するた
めに、人員体制のさらなる充
実を図られたい。
周産期母子センターとしての
体制を確保するため引き続
き、医師・看護師の増員などに
取り組んでいただきたい。

1

北勢地域の周産期医療提供
体制の充実を期待する。

評価にあたっての意見、指摘等
評価
項目№ 評点Ⅳ

6

7

○

○

重点的な取組・
特筆すべき取組

必要である

取り組んでいただきたい・行っ 図られたい
ていただきたい・して欲しい・お
願いする

新型インフルエンザに対応した
マニュアルの改訂、「HIV診療
委員会」の設置、県内のエイズ
治療拠点病院と連携した患者
データベースの作成について
評価する。
クリニカルパスの種類を増や
し、利用率を向上させているこ
とは評価できる。

さらなる利用率の向上に取り
組むとともに、患者満足の視
点に立って医療の質の向上に
努められたい。
患者満足度を増加させる要素
として、十分なインフォームドコ
ンセントが不可欠であり、その
徹底を図られたい。

8

9

10

○

周産期母子センターの運営に
は眼科医が必要であることも
踏まえ、常勤眼科医の確保、
または地域住民への幅広い医
療の提供の観点から、眼科外
来の再開は評価できる。

○

耳鼻いんこう科医師を含め、
常勤医の確保に一層努めてい
ただきたい。

「当院推薦」の設問に対する
「わからない」という回答につ
いては、その増加を問題視し
て欲しい。

○

セカンドオピニオンについて
は、今後も対応件数を増加さ
れることを期待したい。

引き続きインシデントレポート
の根本原因分析を積極的に
行っていただきたい。

11

14

努めていただきたい・努められ 期待する・希望する
たい

在宅移行の割合が向上するな
ど、成果が数値となって表れて
いる。また増員により体制の強
化を図った。

今後は「当院推薦」だけでな 診療科・病棟による満足度に
く、「待ち時間」や「職員の評 差があり、その平均化を期待
価」などの調査項目の結果に する。
ついても分析のうえ、課題の把
握と改善に努められたい。
今後も退院調整業務が一層充
実されることを期待する。

2

評価にあたっての意見、指摘等
評価
項目№ 評点Ⅳ

15

16

18

○

○

○

21

ホームページと「医療センター
ニュース」の内容が充実された
ことが確認できる。
防災訓練については、職員だ
けでなく、学生や地域住民等も
巻き込んで実施しており、災害
発生時に広く効果的な対応が
できるよう努めていることが評
価できる。
紹介率・逆紹介率を向上させ、
地域医療支援病院の承認実
現に向けた環境づくりが行わ
れたり、セミオープンベッドの
利用率の上昇や紹介患者数
の大幅増加、地域連携クリニ
カルパス件数や講演会・研究
会実施件数の増加など、様々
な成果がみられた。

必要である

取り組んでいただきたい・行っ 図られたい
ていただきたい・して欲しい・お
願いする
さらに、総合医療センターの取
組を積極的・効果的に発信し
ていただきたい。

○

○

努めていただきたい・努められ 期待する・希望する
たい

引き続き基幹災害拠点病院と
して、ＤＭＡＴ隊員の教育・訓練
の実施をお願いする。

今後は、セミオープンベット利
用率のさらなる向上、病診連
携での検査の増加、退院調整
や地域連携クリニカルパスの
活用による在宅医療への患者
移行の増加について期待す
る。
医学実習生にアピールできる
ものを他の病院より、一つでも
多く取り組んでいただきたい。
例えば、医局の場所・スペース
の問題を解決する等、医師に
快適な医局の提供をお願いし
たい。

19

20

重点的な取組・
特筆すべき取組

指導・研修体制の充実を図り、 今後は、三重県への医師の定
卒後臨床研修評価機構の認 着を促進するという中期計画
定を取得するなど、研修環境 達成のための具体的なプログ
の整備を客観的にも行うことが ラムの策定に取り組む必要が
でき、医師の増員にもつながっ ある。
た。
休憩室の確保、変則三交替勤 看護実習生を年間4,000人以 職員アンケートでは、全分野で
務の試行、修学資金貸与額の 上受け入れているが、実習指 低い満足度であり、特に職場
引き上げ等を行ったことは評 導者は現在（24人）の倍の人 環境が低かった。このことが定
価できる。
数は必要だと考える。
着率に影響があるのではない
か。さらなる改善をお願いした
い。

3

へき地医療拠点病院としてへ
き地における代診要請に対応
できる体制の整備・連携強化
に期待したい。

実習生にこの病院に将来就職
したいという希望を持ってもら
うためにも、看護スタッフが生
き生きと仕事をしている姿を見
せることは重要であり、そのた
めには、医療従事者のアメニ
テイが充実することを期待す
る。

評価にあたっての意見、指摘等
評価
項目№ 評点Ⅳ

重点的な取組・
特筆すべき取組

必要である

取り組んでいただきたい・行っ 図られたい
ていただきたい・して欲しい・お
願いする

研修参加人数が大幅に増加し
ている。
22

努めていただきたい・努められ 期待する・希望する
たい
高度で専門性のあるコメディカ
ルが多数確保されている病院
は、患者からの信頼性が高い
病院ともいえることから、高度
医療に対する知識・技術の向
上にさらに努めていただきた
い。

○

医師、看護師及び医療技術職
員の資格取得などについて、
中長期的に研修・講習に参加
できる体制を確保していく努力
を期待したい。

23

看護実習生を年間4,000人以
上受け入れているが、実習指
導者は現在（24人）の倍の人
数は必要だと考える。

24

今後は構築した体制が機能
し、業務の質的向上につなが
ることを期待したい。

26
周産期母子センターの運営に
ついては、看護師の勤務内容
を考慮すれば、１．５対１ない
し、１対１の看護体制が必要と
考えるため、さらなる人員確保
に努められたい。

27

28

29

○

日々の患者数などきめ細かな
データをとりまとめた経営デー
タを各部門の長が出席する経
営会議で報告し、職員との情
報共有を図っている。
引き続き経営改善に取り組ま
れたい。

4

ＴＱＭの手法を活用することに
より、職員のモチベーションが
さらに上がることを期待する。

評価にあたっての意見、指摘等
評価
項目№ 評点Ⅳ

重点的な取組・
特筆すべき取組

必要である

取り組んでいただきたい・行っ 図られたい
ていただきたい・して欲しい・お
願いする
経営改善につながるような意
見も多数挙げられていると見
受けられる。貴重な意見として
さらなる改善に活かして欲し
い。

30

努めていただきたい・努められ 期待する・希望する
たい
職員アンケートの結果では「職
員満足度」が上昇しており、全
体的には改善傾向にあるとみ
られるが、自由記述では、仕
事、病院運営、勤務条件、職
場環境（特にハード面）に対す
る不満もあり、少しでも不満解
消に努めていただきたい。
医師の回答率が低いので、医
師に対して病院にもっと関心を
持ってもらうよう努められた
い。

地域医療支援病院への取組
が評価できる。
32

33

34

35

大部分の事務職員が県からの
派遣職員であり、２〜３年で異
動するといっても、病院事務、
病院経営について精通させる
よう努められたい。

○

診療単価については、今後の
保険点数改定の影響を大きく
受けるため、今回の評価に甘
んずることなく、来年度は患者
数の増加による増収を期待す
る。

○

○

○

薬品比率だけでなく、評価項
目№３６（予算、収支計画、資
金計画）の各種比率の中の人
件費比率の低下も合わせて、
費用の節減は進んでいるよう
に見受けられる。
広報活動は積極的に行われて
いる。
一方的な情報発信にとどまら
ず、地域の関係者等を招いて
施設見学会を行うなど、地域と
の交流にも努めている。

委託業務については、費用対 後発医薬品使用率について
効果について留意し、業務の は、さらなる取り組みに期待す
質を確保できるよう努めていた る。
だきたい。

さらに、総合医療センターの取
組を積極的・効果的に発信し
ていただきたい。

5

評価にあたっての意見、指摘等
評価
項目№ 評点Ⅳ

36

37

38

39

○

重点的な取組・
特筆すべき取組

取り組んでいただきたい・行っ 図られたい
ていただきたい・して欲しい・お
願いする

収益の増加と費用の削減によ 何について計画を著しく上回っ
り、経常収支比率が100％を超 て実施した結果、100％を超え
えたことは評価できる。
たのか。医業収益の増におい
て、診療報酬改定の影響分は
どの程度あるのか。経費の節
減についてどのような取組をし
たのかなど、多面的に分析を
する必要がある。
周産期母子センターの増改築
に伴う増床により、北勢地域の
周産期医療の充実に貢献でき
る環境を整えた。

さらに、ＩＤリンクによる医療情
報の共有できる北勢地域独自
のシステムの構築を四日市医
師会等二次輪番病院で実現し
てほしい。

地域との信頼関係の構築に努
め、病診連携の向上につな
がった。

救命救急センター、地域がん
診療連携拠点病院、高度医療
他様々な特殊医療を提供する
ため、引き続き、法の遵守は
基より健全な経営基盤に立っ
た運営に取り組んでもらいた
い。

○

○

○

必要である

計画通りの設備投資をする中
で、当初の予算額を８８百万円
縮減できたことは評価できる。

6

今後は、さらに市立四日市病
院との連携を図ってほしい。
三重県保健医療計画第５次改
訂の中で定められた地域災害
医療コーディネーターによる地
域防災体制の構築と災害拠点
病院のさらなる強化充実を
図ってほしい。

努めていただきたい・努められ 期待する・希望する
たい

