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福岡県立福岡県立福岡県立福岡県立精神医療センター精神医療センター精神医療センター精神医療センター太宰府太宰府太宰府太宰府病院の運営評価について病院の運営評価について病院の運営評価について病院の運営評価について 

 

福岡県立精神医療センター太宰府病院（以下、「太宰府病院」という。）は、福岡県立精神医療センター太宰府病院（以下、「太宰府病院」という。）は、福岡県立精神医療センター太宰府病院（以下、「太宰府病院」という。）は、福岡県立精神医療センター太宰府病院（以下、「太宰府病院」という。）は、 

平成１７年４月に指定管平成１７年４月に指定管平成１７年４月に指定管平成１７年４月に指定管理者制度を導入し、一般財団法人医療・介護・教育研理者制度を導入し、一般財団法人医療・介護・教育研理者制度を導入し、一般財団法人医療・介護・教育研理者制度を導入し、一般財団法人医療・介護・教育研

究財団を究財団を究財団を究財団を指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者にににに指定し指定し指定し指定しているているているている。。。。 

福岡県立精神医療センター太宰府病院運営評価委員会（以下、「評価委員会」福岡県立精神医療センター太宰府病院運営評価委員会（以下、「評価委員会」福岡県立精神医療センター太宰府病院運営評価委員会（以下、「評価委員会」福岡県立精神医療センター太宰府病院運営評価委員会（以下、「評価委員会」

という。という。という。という。）は、太宰府病院における管理の適正化、）は、太宰府病院における管理の適正化、）は、太宰府病院における管理の適正化、）は、太宰府病院における管理の適正化、良質な精神医療の提供及び経良質な精神医療の提供及び経良質な精神医療の提供及び経良質な精神医療の提供及び経

営健全化に資することを目的として、その営健全化に資することを目的として、その営健全化に資することを目的として、その営健全化に資することを目的として、その運営について評価を行った。運営について評価を行った。運営について評価を行った。運営について評価を行った。 

 

１１１１    評価の対象期間評価の対象期間評価の対象期間評価の対象期間 

今回の評価は、平成２９年４月１日から平成３０今回の評価は、平成２９年４月１日から平成３０今回の評価は、平成２９年４月１日から平成３０今回の評価は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで年３月３１日まで年３月３１日まで年３月３１日までの１年の１年の１年の１年

間間間間を対象とを対象とを対象とを対象とした。した。した。した。 

 

２２２２    評価の方法評価の方法評価の方法評価の方法 

評価項目評価項目評価項目評価項目についてについてについてについて事前に事前に事前に事前に審議し、「病院の管理運営」、「審議し、「病院の管理運営」、「審議し、「病院の管理運営」、「審議し、「病院の管理運営」、「医療機能医療機能医療機能医療機能」、「経営」、「経営」、「経営」、「経営のののの

健全化」健全化」健全化」健全化」のののの３つの３つの３つの３つの視点から評価視点から評価視点から評価視点から評価することとした。することとした。することとした。することとした。 

具体的には、指定管理者から具体的には、指定管理者から具体的には、指定管理者から具体的には、指定管理者から平成２平成２平成２平成２９９９９年度年度年度年度事業事業事業事業のののの実績実績実績実績についてについてについてについての報告を受の報告を受の報告を受の報告を受

けけけけ、以下、以下、以下、以下の評価項目・評価対象の評価項目・評価対象の評価項目・評価対象の評価項目・評価対象ごとに各種指標を参考にして、各委員からのごとに各種指標を参考にして、各委員からのごとに各種指標を参考にして、各委員からのごとに各種指標を参考にして、各委員からの

意見意見意見意見をををを取りまとめ取りまとめ取りまとめ取りまとめ、、、、本運営評価報告書を本運営評価報告書を本運営評価報告書を本運営評価報告書を作成した作成した作成した作成した。。。。 

 

評価項目評価項目評価項目評価項目 評価対象評価対象評価対象評価対象 

 

ⅠⅠⅠⅠ    病院の管理運営病院の管理運営病院の管理運営病院の管理運営に関する事項に関する事項に関する事項に関する事項 

 

１１１１    病院組織の管理運営に関すること病院組織の管理運営に関すること病院組織の管理運営に関すること病院組織の管理運営に関すること 

２２２２    患者の権利と安全確保、患者サービスに関患者の権利と安全確保、患者サービスに関患者の権利と安全確保、患者サービスに関患者の権利と安全確保、患者サービスに関

することすることすることすること 

３３３３    医療の質に関すること医療の質に関すること医療の質に関すること医療の質に関すること 

 

ⅡⅡⅡⅡ    医療機能医療機能医療機能医療機能に関する事項に関する事項に関する事項に関する事項 

 

４４４４    急性期を中心とした良質な精神医療の提供急性期を中心とした良質な精神医療の提供急性期を中心とした良質な精神医療の提供急性期を中心とした良質な精神医療の提供

に関するこに関するこに関するこに関することととと 

５５５５    身体合併症患者の身体合併症患者の身体合併症患者の身体合併症患者の受入れ受入れ受入れ受入れに関することに関することに関することに関すること 

６６６６    社会復帰の促進に関すること社会復帰の促進に関すること社会復帰の促進に関すること社会復帰の促進に関すること 

７７７７    その他公的医療の実施に関することその他公的医療の実施に関することその他公的医療の実施に関することその他公的医療の実施に関すること 

８８８８    研究・研修・教育活動の充実に関すること研究・研修・教育活動の充実に関すること研究・研修・教育活動の充実に関すること研究・研修・教育活動の充実に関すること 

ⅢⅢⅢⅢ    経営の健全化経営の健全化経営の健全化経営の健全化に関する事項に関する事項に関する事項に関する事項 ９９９９    長期収支計画の長期収支計画の長期収支計画の長期収支計画の目標目標目標目標達成に関すること達成に関すること達成に関すること達成に関すること 
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３３３３    事業実績に対する評価事業実績に対する評価事業実績に対する評価事業実績に対する評価 

評価項目評価項目評価項目評価項目 評評評評    価価価価 

ⅠⅠⅠⅠ    病院の管理病院の管理病院の管理病院の管理 

運運運運営営営営に関するに関するに関するに関する

事項事項事項事項 

    病院組織の管理運営に関することについては病院組織の管理運営に関することについては病院組織の管理運営に関することについては病院組織の管理運営に関することについては、、、、病院の病院の病院の病院の理念・基本理念・基本理念・基本理念・基本

方針、規程・マニュアルの見直しと周知徹底を図っている方針、規程・マニュアルの見直しと周知徹底を図っている方針、規程・マニュアルの見直しと周知徹底を図っている方針、規程・マニュアルの見直しと周知徹底を図っている。。。。また、また、また、また、

院内研修の開催院内研修の開催院内研修の開催院内研修の開催やややや、院外研修、院外研修、院外研修、院外研修、、、、学会への参加も計画学会への参加も計画学会への参加も計画学会への参加も計画的に的に的に的に行われてい行われてい行われてい行われてい

る。る。る。る。その他、その他、その他、その他、検査機器検査機器検査機器検査機器等の設備を等の設備を等の設備を等の設備を計画的計画的計画的計画的にににに更新更新更新更新しししし、、、、検査精度や処理検査精度や処理検査精度や処理検査精度や処理

能力の向上を図り、能力の向上を図り、能力の向上を図り、能力の向上を図り、業務の効率業務の効率業務の効率業務の効率化化化化にににに取組ん取組ん取組ん取組んでいるでいるでいるでいる。。。。 

    患者の権利患者の権利患者の権利患者の権利と安全確保、患者サービスと安全確保、患者サービスと安全確保、患者サービスと安全確保、患者サービスにににに関すること関すること関すること関することついては、権ついては、権ついては、権ついては、権

利と責任に関する具体的な内容が明文化利と責任に関する具体的な内容が明文化利と責任に関する具体的な内容が明文化利と責任に関する具体的な内容が明文化されており、院内外されており、院内外されており、院内外されており、院内外への周への周への周への周

知が図られている。知が図られている。知が図られている。知が図られている。また、また、また、また、医療安全管理室を設置し、医療事故に関医療安全管理室を設置し、医療事故に関医療安全管理室を設置し、医療事故に関医療安全管理室を設置し、医療事故に関

し迅速な情報共有を行うとともに、事故防止策や事故発生後の対応し迅速な情報共有を行うとともに、事故防止策や事故発生後の対応し迅速な情報共有を行うとともに、事故防止策や事故発生後の対応し迅速な情報共有を行うとともに、事故防止策や事故発生後の対応

を一元的に行っている。を一元的に行っている。を一元的に行っている。を一元的に行っている。災害対策として災害対策として災害対策として災害対策としてはははは、、、、避難訓練の実施、非常避難訓練の実施、非常避難訓練の実施、非常避難訓練の実施、非常

食等の備蓄を行うなど食等の備蓄を行うなど食等の備蓄を行うなど食等の備蓄を行うなど、患者の安全確保に努めている。、患者の安全確保に努めている。、患者の安全確保に努めている。、患者の安全確保に努めている。その他その他その他その他、、、、院院院院

内会議やアンケートを実施し、接遇の改善や内会議やアンケートを実施し、接遇の改善や内会議やアンケートを実施し、接遇の改善や内会議やアンケートを実施し、接遇の改善や待ち時間の短縮待ち時間の短縮待ち時間の短縮待ち時間の短縮、待ち、待ち、待ち、待ち

時間対策として待合室エリアへの無料時間対策として待合室エリアへの無料時間対策として待合室エリアへの無料時間対策として待合室エリアへの無料 Wi-Fi 新設など、新設など、新設など、新設など、療養環境の療養環境の療養環境の療養環境の

整備に努めて整備に努めて整備に努めて整備に努めているいるいるいる。。。。 

    医療の質の関することについては、医療の質の関することについては、医療の質の関することについては、医療の質の関することについては、医師及び看護師は充足医師及び看護師は充足医師及び看護師は充足医師及び看護師は充足し、そし、そし、そし、そ

れ以外の医療従事者も診療実績の向上に伴い増員しており、医療のれ以外の医療従事者も診療実績の向上に伴い増員しており、医療のれ以外の医療従事者も診療実績の向上に伴い増員しており、医療のれ以外の医療従事者も診療実績の向上に伴い増員しており、医療の

質質質質の向上に努めているの向上に努めているの向上に努めているの向上に努めている。。。。また、また、また、また、統括指導医のもと常勤医がレジデン統括指導医のもと常勤医がレジデン統括指導医のもと常勤医がレジデン統括指導医のもと常勤医がレジデン

トを指導する体制を整備するほか、定期的な症例検討会の実施や専トを指導する体制を整備するほか、定期的な症例検討会の実施や専トを指導する体制を整備するほか、定期的な症例検討会の実施や専トを指導する体制を整備するほか、定期的な症例検討会の実施や専

門研修の受講促進門研修の受講促進門研修の受講促進門研修の受講促進を行うなど、診療の質のを行うなど、診療の質のを行うなど、診療の質のを行うなど、診療の質の改善改善改善改善にも努めている。にも努めている。にも努めている。にも努めている。 

 

 

ⅡⅡⅡⅡ    医療機能に医療機能に医療機能に医療機能に 

        関する事項関する事項関する事項関する事項 

 

 

    急性期を中心とした良質な精急性期を中心とした良質な精急性期を中心とした良質な精急性期を中心とした良質な精神医療の提供に関することについて神医療の提供に関することについて神医療の提供に関することについて神医療の提供に関することについて

は、は、は、は、措置入院、緊急措置入院患者等の措置入院、緊急措置入院患者等の措置入院、緊急措置入院患者等の措置入院、緊急措置入院患者等の受入れ受入れ受入れ受入れ、治療を積極的に行っ、治療を積極的に行っ、治療を積極的に行っ、治療を積極的に行っ

ている。ている。ている。ている。精神科救急システムにおいても精神科救急システムにおいても精神科救急システムにおいても精神科救急システムにおいてもオンコール体制の強化によオンコール体制の強化によオンコール体制の強化によオンコール体制の強化によ

りりりり救急患者、重症患者を積極的に救急患者、重症患者を積極的に救急患者、重症患者を積極的に救急患者、重症患者を積極的に受受受受けけけけ入れ入れ入れ入れており、ており、ており、ており、拠点・専門病院拠点・専門病院拠点・専門病院拠点・専門病院

としてのとしてのとしてのとしての役割を果たしている役割を果たしている役割を果たしている役割を果たしている。。。。 

身体合併症患者の身体合併症患者の身体合併症患者の身体合併症患者の受入れ受入れ受入れ受入れに関することについては、結核患者のに関することについては、結核患者のに関することについては、結核患者のに関することについては、結核患者の受受受受

入れ入れ入れ入れを行っており、を行っており、を行っており、を行っており、適切な医療を提供している適切な医療を提供している適切な医療を提供している適切な医療を提供している。。。。 

社会復帰の促進に関することについ社会復帰の促進に関することについ社会復帰の促進に関することについ社会復帰の促進に関することについてててては、デは、デは、デは、デイホイホイホイホススススピタピタピタピタルルルルやややや訪問訪問訪問訪問

看護の実施、看護の実施、看護の実施、看護の実施、保保保保健健健健福祉福祉福祉福祉環境環境環境環境事務事務事務事務所所所所等の等の等の等の関関関関連団連団連団連団体との情報体との情報体との情報体との情報交換交換交換交換及び患及び患及び患及び患

者者者者家族家族家族家族会の会の会の会の活動活動活動活動のののの支援支援支援支援行うなど、行うなど、行うなど、行うなど、地域地域地域地域とととと連携連携連携連携し社会復帰に向けて積し社会復帰に向けて積し社会復帰に向けて積し社会復帰に向けて積

極的に極的に極的に極的に取組ん取組ん取組ん取組んでいるでいるでいるでいる。。。。 

    その他その他その他その他公公公公的医療の実施に関することについては、的医療の実施に関することについては、的医療の実施に関することについては、的医療の実施に関することについては、刑刑刑刑務務務務所所所所等等等等矯正矯正矯正矯正施施施施

設の設の設の設の長長長長からの措置患者からの措置患者からの措置患者からの措置患者のののの受入れ受入れ受入れ受入れやややや、医療、医療、医療、医療観察法観察法観察法観察法に基に基に基に基づくづくづくづく精神精神精神精神鑑鑑鑑鑑定や定や定や定や

通通通通院院院院のののの受入れ受入れ受入れ受入れを行っており、を行っており、を行っており、を行っており、地域地域地域地域の医療機関で処遇がの医療機関で処遇がの医療機関で処遇がの医療機関で処遇が困困困困難な患者を難な患者を難な患者を難な患者を

積極的に積極的に積極的に積極的に受入れ受入れ受入れ受入れている。ている。ている。ている。 

    研研研研究究究究・研修・・研修・・研修・・研修・教育活動教育活動教育活動教育活動の充の充の充の充実に関することについては、精神科研実に関することについては、精神科研実に関することについては、精神科研実に関することについては、精神科研
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修医の修医の修医の修医の受入れ受入れ受入れ受入れ、看護師等医療、看護師等医療、看護師等医療、看護師等医療従事者従事者従事者従事者の実の実の実の実習習習習生の生の生の生の受入れ受入れ受入れ受入れ及び及び及び及び学学学学校校校校や研や研や研や研

修会修会修会修会への講師への講師への講師への講師派遣派遣派遣派遣を行い、研を行い、研を行い、研を行い、研究究究究発発発発表表表表にもにもにもにも取組ん取組ん取組ん取組んでいるでいるでいるでいる。。。。 

ⅢⅢⅢⅢ    経営の健全化経営の健全化経営の健全化経営の健全化 

に関する事項に関する事項に関する事項に関する事項 

長長長長期期期期収支収支収支収支計画の計画の計画の計画の達成達成達成達成に関することについては、に関することについては、に関することについては、に関することについては、長長長長期期期期収支収支収支収支計画に基計画に基計画に基計画に基

づきづきづきづき、、、、減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費等を等を等を等を除く除く除く除く医業医業医業医業収支収支収支収支をををを１１１１１１１１年連続年連続年連続年連続でででで黒字黒字黒字黒字化を化を化を化を達成達成達成達成しししし

てててており、おり、おり、おり、経経経経営営営営状況状況状況状況はははは順調順調順調順調でででであああある。る。る。る。 

医業医業医業医業収益収益収益収益の確保に関することについては、の確保に関することについては、の確保に関することについては、の確保に関することについては、地域地域地域地域の医療機関とのの医療機関とのの医療機関とのの医療機関との連連連連

携携携携強化に強化に強化に強化によるよるよるよる患者確保に患者確保に患者確保に患者確保に取組ん取組ん取組ん取組んででででおり、おり、おり、おり、デデデデイホイホイホイホススススピタピタピタピタル、ル、ル、ル、訪問訪問訪問訪問看護看護看護看護

件数件数件数件数についてについてについてについても、も、も、も、増加している。増加している。増加している。増加している。 

経費経費経費経費のののの節減節減節減節減に関することについてに関することについてに関することについてに関することについては、は、は、は、委託委託委託委託、、、、消耗品消耗品消耗品消耗品、備、備、備、備品品品品のののの入入入入札札札札

及び及び及び及び複数複数複数複数見見見見積による積による積による積による価格交渉価格交渉価格交渉価格交渉力の強化や、力の強化や、力の強化や、力の強化や、薬品薬品薬品薬品、診療、診療、診療、診療材材材材料の他病院料の他病院料の他病院料の他病院

との共との共との共との共同仕同仕同仕同仕入れ入れ入れ入れ等による効率的な等による効率的な等による効率的な等による効率的な購購購購入入入入を行い、を行い、を行い、を行い、費用費用費用費用のののの抑抑抑抑制制制制を図ってを図ってを図ってを図って

いる。いる。いる。いる。 

 

それぞれの評価項目、評価対象についての詳細な意見・評価は次のとおりである。それぞれの評価項目、評価対象についての詳細な意見・評価は次のとおりである。それぞれの評価項目、評価対象についての詳細な意見・評価は次のとおりである。それぞれの評価項目、評価対象についての詳細な意見・評価は次のとおりである。 

 

 

ⅠⅠⅠⅠ    病院の管理運営病院の管理運営病院の管理運営病院の管理運営に関する事項に関する事項に関する事項に関する事項 

        Ⅰ‐１Ⅰ‐１Ⅰ‐１Ⅰ‐１    病院組織の管理運営に関すること病院組織の管理運営に関すること病院組織の管理運営に関すること病院組織の管理運営に関すること 

病院の理念病院の理念病院の理念病院の理念・基本方針の周知・基本方針の周知・基本方針の周知・基本方針の周知にににについてついてついてついてはははは、、、、平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年度に度に度に度に定め定め定め定め

たたたた基本方針を見直し、平成基本方針を見直し、平成基本方針を見直し、平成基本方針を見直し、平成２７２７２７２７年４月年４月年４月年４月にににに新たな基本方針を制定新たな基本方針を制定新たな基本方針を制定新たな基本方針を制定しししし、、、、

職職職職員への周知や患者・家族、地域住民への員への周知や患者・家族、地域住民への員への周知や患者・家族、地域住民への員への周知や患者・家族、地域住民への理解を図っている。理解を図っている。理解を図っている。理解を図っている。 

病院の運営体制について病院の運営体制について病院の運営体制について病院の運営体制については、は、は、は、病院病院病院病院運営運営運営運営の基本となる各種の基本となる各種の基本となる各種の基本となる各種規程・規程・規程・規程・

マニュアルがマニュアルがマニュアルがマニュアルが整備整備整備整備され、必要に応じたされ、必要に応じたされ、必要に応じたされ、必要に応じた見直し見直し見直し見直しがががが行行行行われてわれてわれてわれておりおりおりおり、、、、そそそそ

の内容のの内容のの内容のの内容の周知徹底周知徹底周知徹底周知徹底が図られている。が図られている。が図られている。が図られている。 

職員に対する教育・研修の実施について職員に対する教育・研修の実施について職員に対する教育・研修の実施について職員に対する教育・研修の実施についてはははは、院内研修、院内研修、院内研修、院内研修のののの計画的計画的計画的計画的

な開催のほかな開催のほかな開催のほかな開催のほか、院外研修、院外研修、院外研修、院外研修及び学会へ及び学会へ及び学会へ及び学会へのののの参加参加参加参加もももも計画計画計画計画に基づきに基づきに基づきに基づき行われ行われ行われ行われ

ているているているている。。。。 

業務の効率化に向けた取組みについては、業務の効率化に向けた取組みについては、業務の効率化に向けた取組みについては、業務の効率化に向けた取組みについては、老朽化した老朽化した老朽化した老朽化した検査機器検査機器検査機器検査機器等等等等

の設備をの設備をの設備をの設備を計画的に更新し、検査計画的に更新し、検査計画的に更新し、検査計画的に更新し、検査精度精度精度精度や処理能力の向上を図った。や処理能力の向上を図った。や処理能力の向上を図った。や処理能力の向上を図った。 

    

        Ⅰ‐２Ⅰ‐２Ⅰ‐２Ⅰ‐２    患者の権利と安全確保、患者サービスに関すること患者の権利と安全確保、患者サービスに関すること患者の権利と安全確保、患者サービスに関すること患者の権利と安全確保、患者サービスに関すること 

患者の患者の患者の患者の権利と権利と権利と権利と責任に関する周知については、責任に関する周知については、責任に関する周知については、責任に関する周知については、「「「「患者患者患者患者さんさんさんさんの権利の権利の権利の権利

と責任と責任と責任と責任」」」」を院内を院内を院内を院内にににに掲示掲示掲示掲示するほするほするほするほかかかか、、、、広報誌やホームページに掲載広報誌やホームページに掲載広報誌やホームページに掲載広報誌やホームページに掲載しししし

てててて患者や職員へ周知を図って患者や職員へ周知を図って患者や職員へ周知を図って患者や職員へ周知を図っている。いる。いる。いる。 

患者の安全確保対策については、患者の安全確保対策については、患者の安全確保対策については、患者の安全確保対策については、医療事故の迅速な情報共有と医療事故の迅速な情報共有と医療事故の迅速な情報共有と医療事故の迅速な情報共有と
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事故事故事故事故防止防止防止防止策策策策の作成の作成の作成の作成や事故や事故や事故や事故後後後後の対応をの対応をの対応をの対応を行う医療安全管理行う医療安全管理行う医療安全管理行う医療安全管理室室室室をををを設置設置設置設置

ししししておりておりておりており、、、、医療安全管理体制の医療安全管理体制の医療安全管理体制の医療安全管理体制の充充充充実実実実を図っているを図っているを図っているを図っている。。。。また、また、また、また、火災火災火災火災及及及及

びびびび自然災害自然災害自然災害自然災害への対策としてへの対策としてへの対策としてへの対策として、、、、マニュアルの整備やマニュアルの整備やマニュアルの整備やマニュアルの整備や定期的な定期的な定期的な定期的な消火消火消火消火・・・・

避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練の実施、の実施、の実施、の実施、非常食非常食非常食非常食、、、、飲飲飲飲料料料料水水水水の備の備の備の備蓄蓄蓄蓄を行うなを行うなを行うなを行うなどどどど、、、、患者の安全患者の安全患者の安全患者の安全

確保に確保に確保に確保に努努努努めているめているめているめている。。。。 

来来来来院者への院者への院者への院者への接遇接遇接遇接遇とととと案案案案内、内、内、内、プライバシプライバシプライバシプライバシー確保へのー確保へのー確保へのー確保への配慮配慮配慮配慮、療、療、療、療養環境養環境養環境養環境

の整備の整備の整備の整備については、院内会議やについては、院内会議やについては、院内会議やについては、院内会議や職員及び患者アン職員及び患者アン職員及び患者アン職員及び患者アンケケケケーーーートトトトを実施し、を実施し、を実施し、を実施し、

接遇接遇接遇接遇のののの改善改善改善改善やややや待ち時待ち時待ち時待ち時間の間の間の間の短縮短縮短縮短縮、、、、待ち時待ち時待ち時待ち時間対策として間対策として間対策として間対策として待合室エリ待合室エリ待合室エリ待合室エリアアアア

へのへのへのへの無無無無料料料料WiWiWiWi----FiFiFiFi新設な新設な新設な新設などどどど、療、療、療、療養環境養環境養環境養環境の整備にの整備にの整備にの整備に努努努努めている。めている。めている。めている。 

 

        Ⅰ‐３Ⅰ‐３Ⅰ‐３Ⅰ‐３    医療の質に関すること医療の質に関すること医療の質に関すること医療の質に関すること 

必要な医必要な医必要な医必要な医師師師師、、、、看看看看護護護護師師師師等の確保について、等の確保について、等の確保について、等の確保について、常常常常勤勤勤勤医医医医師師師師（（（（１１１１１１１１人）人）人）人）、、、、

はははは２８２８２８２８年度年度年度年度のののの配配配配置置置置数数数数とととと同数同数同数同数ではではではではああああるものの、るものの、るものの、るものの、常勤常勤常勤常勤看看看看護護護護師師師師（（（（１１１１４４４４４４４４

人）人）人）人）やそのやそのやそのやその他他他他の医療の医療の医療の医療従従従従事者については、事者については、事者については、事者については、診診診診療実績の向上に療実績の向上に療実績の向上に療実績の向上に伴伴伴伴いいいい

２８２８２８２８年度年度年度年度のののの配配配配置置置置数数数数からからからから増増増増員員員員するなするなするなするなどどどど、、、、医療の医療の医療の医療の質質質質の向上の向上の向上の向上にににに努努努努めていめていめていめてい

る。る。る。る。今今今今後後後後もももも引引引引きききき続続続続きききき、、、、更なる更なる更なる更なる医療の質の医療の質の医療の質の医療の質の向上のための向上のための向上のための向上のための医医医医師師師師、医療、医療、医療、医療

技術技術技術技術者者者者確保の確保の確保の確保の取組取組取組取組みみみみがががが望望望望まれる。まれる。まれる。まれる。    

（（（（表表表表１１１１））））    

診診診診療の質を療の質を療の質を療の質を改善改善改善改善するための取組として、するための取組として、するための取組として、するための取組として、統括統括統括統括指導指導指導指導医のもと医のもと医のもと医のもと常勤常勤常勤常勤

医が医が医が医がレレレレジジジジデデデデンンンントトトトを指導する体制を整備するほか、を指導する体制を整備するほか、を指導する体制を整備するほか、を指導する体制を整備するほか、定期的定期的定期的定期的なななな症例症例症例症例検検検検

討討討討会会会会のののの実施実施実施実施やややや専門専門専門専門研修研修研修研修の受の受の受の受講講講講促進促進促進促進を行っている。を行っている。を行っている。を行っている。また、また、また、また、診診診診療の標療の標療の標療の標

準準準準化を図る化を図る化を図る化を図るクリクリクリクリニニニニカカカカルルルルパパパパスの導入や、スの導入や、スの導入や、スの導入や、看看看看護力の護力の護力の護力の自己自己自己自己評価を行うな評価を行うな評価を行うな評価を行うな

どどどど、、、、看看看看護護護護のののの質の向上に質の向上に質の向上に質の向上にもももも努努努努めているめているめているめている。。。。    

適適適適切切切切なななな診診診診療・療・療・療・看看看看護の護の護の護の記録記録記録記録については、については、については、については、電子カ電子カ電子カ電子カルルルルテテテテを導入しておを導入しておを導入しておを導入してお

り、り、り、り、診診診診療療療療録録録録管理・保管マニュアル管理・保管マニュアル管理・保管マニュアル管理・保管マニュアルに基づき適正なに基づき適正なに基づき適正なに基づき適正な情報情報情報情報管理管理管理管理が行わが行わが行わが行わ

れている。れている。れている。れている。    

    

ⅡⅡⅡⅡ    医療機能医療機能医療機能医療機能に関する事項に関する事項に関する事項に関する事項 

        Ⅱ‐４Ⅱ‐４Ⅱ‐４Ⅱ‐４    急性急性急性急性期を期を期を期を中心中心中心中心とした良質な精神医療の提供に関することとした良質な精神医療の提供に関することとした良質な精神医療の提供に関することとした良質な精神医療の提供に関すること 

措措措措置入院、置入院、置入院、置入院、緊急措緊急措緊急措緊急措置入院、応置入院、応置入院、応置入院、応急急急急入院入院入院入院、、、、鑑鑑鑑鑑定入院定入院定入院定入院（（（（鑑鑑鑑鑑定定定定留留留留置置置置含む含む含む含む））））

患者の患者の患者の患者の受入れ受入れ受入れ受入れ・・・・治治治治療については、療については、療については、療については、２９２９２９２９年度の入院患者年度の入院患者年度の入院患者年度の入院患者数数数数６６６６８１８１８１８１人人人人

のうのうのうのうちちちち措措措措置置置置入院２５人、入院２５人、入院２５人、入院２５人、緊急措緊急措緊急措緊急措置入院２０置入院２０置入院２０置入院２０人人人人、応、応、応、応急急急急入院３１入院３１入院３１入院３１人及人及人及人及

びびびび鑑鑑鑑鑑定入院定入院定入院定入院８８８８人の計人の計人の計人の計８４８４８４８４人人人人とととと積極積極積極積極的に的に的に的に受入れ受入れ受入れ受入れを行っているを行っているを行っているを行っている。。。。 

福岡県福岡県福岡県福岡県精神精神精神精神科救急科救急科救急科救急医療医療医療医療シシシシスススステテテテム（ム（ム（ム（※※※※））））におけるにおけるにおけるにおける拠拠拠拠点・点・点・点・専門専門専門専門病院病院病院病院
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としての患者のとしての患者のとしての患者のとしての患者の受入れ受入れ受入れ受入れ・・・・治治治治療については療については療については療については、、、、オオオオンンンンココココール体制のール体制のール体制のール体制の強強強強化化化化

にににによよよより、り、り、り、２９年度は４３２９年度は４３２９年度は４３２９年度は４３人人人人（（（（２８２８２８２８年度年度年度年度は３７は３７は３７は３７人人人人））））をををを太宰府病院太宰府病院太宰府病院太宰府病院でででで

受入れ受入れ受入れ受入れてててており、おり、おり、おり、シシシシスススステテテテムのムのムのムの中中中中でのでのでのでの役割役割役割役割をををを果果果果たしてたしてたしてたしている。いる。いる。いる。 

（（（（表表表表２２２２）））） 

また、また、また、また、各月の患者各月の患者各月の患者各月の患者数数数数のうのうのうのうちちちち、、、、平平平平均在均在均在均在院日院日院日院日数数数数１３４１３４１３４１３４．．．．００００日日日日、、、、再再再再入入入入

院率院率院率院率（前３（前３（前３（前３ヶヶヶヶ月間に入院月間に入院月間に入院月間に入院歴歴歴歴ががががあああある患者る患者る患者る患者数数数数のののの割合割合割合割合））））１８１８１８１８．．．．４４４４％％％％はははは類類類類

似似似似県立県立県立県立病院と病院と病院と病院と比較比較比較比較してしてしてして遜色遜色遜色遜色ななななくくくく、入院患者、入院患者、入院患者、入院患者残留残留残留残留率率率率（（（（２８２８２８２８年年年年６６６６月月月月

１か月間の入院患者１か月間の入院患者１か月間の入院患者１か月間の入院患者数数数数のうのうのうのうちちちち、２９、２９、２９、２９年度年度年度年度６６６６月１日月１日月１日月１日のののの残留残留残留残留患者患者患者患者数数数数のののの

割合割合割合割合））））１１１１．．．．７７７７％％％％は、は、は、は、類似類似類似類似県立病院と県立病院と県立病院と県立病院と比較比較比較比較してしてしてして中位中位中位中位、、、、退退退退院率（入院院率（入院院率（入院院率（入院

期間が１期間が１期間が１期間が１年以上の患者のう年以上の患者のう年以上の患者のう年以上の患者のうちちちち、入院期間が１年以上で、入院期間が１年以上で、入院期間が１年以上で、入院期間が１年以上で退退退退院した患院した患院した患院した患

者の者の者の者の割合割合割合割合）３０）３０）３０）３０．．．．４４４４％％％％についてについてについてについては、は、は、は、低位低位低位低位ととととなっており、なっており、なっており、なっており、退退退退院院院院後後後後のののの

受け受け受け受け皿皿皿皿がががが課題課題課題課題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。 

                                                                                        （（（（表表表表３、４、５、３、４、５、３、４、５、３、４、５、６６６６、７、７、７、７）））） 

※ 福岡県福岡県福岡県福岡県精神科救急医療システム精神科救急医療システム精神科救急医療システム精神科救急医療システム 

夜夜夜夜間及び間及び間及び間及び休日昼休日昼休日昼休日昼間の時間間の時間間の時間間の時間帯帯帯帯においてにおいてにおいてにおいて、救急、救急、救急、救急のののの患者に対する患者に対する患者に対する患者に対する迅速かつ迅速かつ迅速かつ迅速かつ

適切な医療及び保護を行うことを適切な医療及び保護を行うことを適切な医療及び保護を行うことを適切な医療及び保護を行うことを目目目目的として的として的として的として、、、、福岡県福岡県福岡県福岡県がががが北九州市北九州市北九州市北九州市、、、、福福福福

岡市岡市岡市岡市と共と共と共と共同同同同でででで運営運営運営運営しているしているしているしている。情報。情報。情報。情報セセセセンンンンタタタターが、本ーが、本ーが、本ーが、本人人人人、、、、家族家族家族家族、、、、消消消消防、防、防、防、警警警警

察察察察、保、保、保、保健所健所健所健所かかかからのらのらのらの電話相談電話相談電話相談電話相談を受けを受けを受けを受け付付付付け、入院け、入院け、入院け、入院又又又又は診は診は診は診察察察察がががが必要必要必要必要とととと判断判断判断判断しししし

た患者をた患者をた患者をた患者を、、、、当番当番当番当番病院で病院で病院で病院で受入れ受入れ受入れ受入れるるるる。。。。当番当番当番当番病院での対応が病院での対応が病院での対応が病院での対応が困困困困難な難な難な難な場場場場合、拠合、拠合、拠合、拠

点・専門病院が点・専門病院が点・専門病院が点・専門病院が協協協協力する力する力する力する。。。。 

     

        Ⅱ‐５Ⅱ‐５Ⅱ‐５Ⅱ‐５    身身身身体体体体合併症合併症合併症合併症患者の患者の患者の患者の受入れ受入れ受入れ受入れに関することに関することに関することに関すること 

結核結核結核結核をををを合併合併合併合併した精神した精神した精神した精神障害障害障害障害者者者者に対しては、に対しては、に対しては、に対しては、県の要県の要県の要県の要請請請請にににによよよよりりりり結核結核結核結核病病病病床床床床

６６６６床床床床を設置し、を設置し、を設置し、を設置し、適適適適切切切切な医療を提供している。な医療を提供している。な医療を提供している。な医療を提供している。 

 

        Ⅱ‐Ⅱ‐Ⅱ‐Ⅱ‐６６６６    社社社社会会会会復帰復帰復帰復帰のののの促進促進促進促進に関することに関することに関することに関すること 

２９２９２９２９年度年度年度年度ののののデイデイデイデイホスホスホスホスピピピピタル利タル利タル利タル利用延用延用延用延人人人人数数数数１０１０１０１０，，，，４４４４００００４４４４人人人人、、、、デイデイデイデイホホホホ

ススススピピピピタル修タル修タル修タル修了了了了率（率（率（率（２９２９２９２９年度年度年度年度登録登録登録登録者者者者数数数数にににに占占占占めるめるめるめる修修修修了了了了者の者の者の者の割合割合割合割合））））

４０４０４０４０．．．．１１１１％％％％、、、、訪問看訪問看訪問看訪問看護実施護実施護実施護実施延延延延人人人人数数数数１１１１１１１１，，，，５４２５４２５４２５４２人人人人とととと類似類似類似類似県立病院県立病院県立病院県立病院

とととと比べ比べ比べ比べ良良良良好好好好な実績でな実績でな実績でな実績でああああり、り、り、り、社社社社会会会会復帰復帰復帰復帰に向けたに向けたに向けたに向けた積極積極積極積極的な取的な取的な取的な取組みが行組みが行組みが行組みが行

われているわれているわれているわれているとととと言え言え言え言えるるるる。。。。 

（（（（表表表表８８８８、、、、９９９９、、、、１０１０１０１０）））） 

県県県県医医医医師師師師会、県精神会、県精神会、県精神会、県精神科科科科病院病院病院病院協協協協会な会な会な会などどどどの関の関の関の関連連連連団体、団体、団体、団体、県県県県保健福保健福保健福保健福祉祉祉祉事務事務事務事務

所所所所、、、、県県県県精神保健福精神保健福精神保健福精神保健福祉祉祉祉センター、センター、センター、センター、県県県県児児児児童相談所童相談所童相談所童相談所等と等と等と等とのののの連絡連絡連絡連絡会議等に会議等に会議等に会議等に
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定期的に参加し、定期的に参加し、定期的に参加し、定期的に参加し、密密密密なななな情報情報情報情報交換交換交換交換をををを行い、地域における精神医療・行い、地域における精神医療・行い、地域における精神医療・行い、地域における精神医療・

保健・福保健・福保健・福保健・福祉祉祉祉の向上にの向上にの向上にの向上に努努努努めるめるめるめるほか、患者家族会のほか、患者家族会のほか、患者家族会のほか、患者家族会の活動支援活動支援活動支援活動支援も行っても行っても行っても行って

いる。いる。いる。いる。 

 

        Ⅱ‐７Ⅱ‐７Ⅱ‐７Ⅱ‐７    そのそのそのその他公他公他公他公的医療の実施に関すること的医療の実施に関すること的医療の実施に関すること的医療の実施に関すること 

精神保健精神保健精神保健精神保健及び精神及び精神及び精神及び精神障害障害障害障害者福者福者福者福祉祉祉祉に関する法に関する法に関する法に関する法律律律律第第第第２２２２６６６６条条条条に基づに基づに基づに基づくくくく

通通通通報に報に報に報によよよよるるるる措措措措置患者置患者置患者置患者やややや他他他他のののの精神精神精神精神科科科科病院病院病院病院等等等等からのからのからのからの依頼依頼依頼依頼患者な患者な患者な患者などどどど、民、民、民、民

間病院で処間病院で処間病院で処間病院で処遇遇遇遇がががが困難困難困難困難な患者のな患者のな患者のな患者の受入れ受入れ受入れ受入れを行っておりを行っておりを行っておりを行っており、、、、２９２９２９２９年度年度年度年度の実の実の実の実

績は９績は９績は９績は９人人人人ででででああああった。また、２９った。また、２９った。また、２９った。また、２９年度の年度の年度の年度の全体の患者に全体の患者に全体の患者に全体の患者に占占占占めるめるめるめる紹紹紹紹介患介患介患介患

者の率者の率者の率者の率はははは６６６６００００．．．．３３３３％％％％と、２８年度の５８と、２８年度の５８と、２８年度の５８と、２８年度の５８．．．．２２２２％％％％からからからから増増増増加しており、加しており、加しており、加しており、

地域の医療機関で処地域の医療機関で処地域の医療機関で処地域の医療機関で処遇遇遇遇がががが困難困難困難困難な患者のな患者のな患者のな患者の受入れ受入れ受入れ受入れにににに努努努努めているとめているとめているとめていると言言言言

ええええる。る。る。る。 

（（（（表表表表２２２２、１１、１１、１１、１１）））） 

そのそのそのその他他他他、、、、心心心心神神神神喪失喪失喪失喪失者等者等者等者等医療医療医療医療観察観察観察観察法に基づ法に基づ法に基づ法に基づくくくく精神精神精神精神鑑鑑鑑鑑定等定等定等定等も行っても行っても行っても行って

いる。いる。いる。いる。 

 

        Ⅱ‐８Ⅱ‐８Ⅱ‐８Ⅱ‐８    研究・研修・教育研究・研修・教育研究・研修・教育研究・研修・教育活動活動活動活動のののの充充充充実に関すること実に関すること実に関すること実に関すること 

２９２９２９２９年度年度年度年度はははは新研修医制度における精神新研修医制度における精神新研修医制度における精神新研修医制度における精神科科科科研修医を研修医を研修医を研修医を６６６６病院病院病院病院からからからから

１１１１６６６６人人人人受入れ受入れ受入れ受入れておておておており、り、り、り、受入受入受入受入数数数数はははは増増増増加（２８年度は１３人）してい加（２８年度は１３人）してい加（２８年度は１３人）してい加（２８年度は１３人）してい

る。る。る。る。また、また、また、また、研修医からも研修医からも研修医からも研修医からも高高高高い評価を受けているい評価を受けているい評価を受けているい評価を受けている。。。。 

看看看看護護護護師師師師等等等等医療医療医療医療従従従従事者事者事者事者の実の実の実の実習生習生習生習生のののの受入れ受入れ受入れ受入れ及び及び及び及び学学学学校校校校や研修会や研修会や研修会や研修会へのへのへのへの

講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣のののの協協協協力力力力状況状況状況状況は、は、は、は、受入れ受入れ受入れ受入れ２７９人、２７９人、２７９人、２７９人、派遣派遣派遣派遣１１１１６６６６２２２２件件件件でででであああある。る。る。る。 

研究業績に関することについては、研究業績に関することについては、研究業績に関することについては、研究業績に関することについては、２９２９２９２９年度年度年度年度の学会の学会の学会の学会発表発表発表発表がががが１２１２１２１２

件件件件となっている。となっている。となっている。となっている。 

 

ⅢⅢⅢⅢ    経営の健全化経営の健全化経営の健全化経営の健全化に関する事項に関する事項に関する事項に関する事項 

        Ⅲ‐９Ⅲ‐９Ⅲ‐９Ⅲ‐９    長長長長期期期期収支収支収支収支計画の計画の計画の計画の達達達達成に関すること成に関すること成に関すること成に関すること 

指定管理者は県との指定管理者は県との指定管理者は県との指定管理者は県との協協協協定に定に定に定によよよよりりりり長長長長期期期期収支収支収支収支計画（計画（計画（計画（２７年度２７年度２７年度２７年度から３から３から３から３

６６６６年度までの１０年間）に基づき年度までの１０年間）に基づき年度までの１０年間）に基づき年度までの１０年間）に基づき毎毎毎毎年度の年度の年度の年度の収支収支収支収支目標目標目標目標をををを設定設定設定設定していしていしていしてい

るるるる。。。。 

民間医療機関との民間医療機関との民間医療機関との民間医療機関との連携強連携強連携強連携強化に化に化に化によよよよる患者確保なる患者確保なる患者確保なる患者確保など収ど収ど収ど収入確保のた入確保のた入確保のた入確保のた

めの取組としてめの取組としてめの取組としてめの取組として、、、、患者患者患者患者紹紹紹紹介率の向上を図っており、介率の向上を図っており、介率の向上を図っており、介率の向上を図っており、退退退退院院院院後後後後ののののデイデイデイデイ

ホ スホ スホ スホ ス ピピピピ タ ルタ ルタ ルタ ル 利利利利 用延べ用延べ用延べ用延べ 人人人人 数数数数 は １ ０は １ ０は １ ０は １ ０ ，，，， ４ ０ ４４ ０ ４４ ０ ４４ ０ ４ 人人人人 （（（（ ２ ８２ ８２ ８２ ８ 年年年年 度度度度

１０１０１０１０，，，，２７０人）２７０人）２７０人）２７０人）、、、、訪問看訪問看訪問看訪問看護実施護実施護実施護実施延べ延べ延べ延べ人人人人数数数数は１１は１１は１１は１１，，，，５４２人（２５４２人（２５４２人（２５４２人（２

８年度８年度８年度８年度８３８３８３８３６６６６９人）９人）９人）９人）とととと増増増増加加加加してしてしてしている。いる。いる。いる。このこのこのこの数値数値数値数値はははは類似類似類似類似県立病院と県立病院と県立病院と県立病院と
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比較比較比較比較してもしてもしてもしても高く高く高く高く、地域、地域、地域、地域とのとのとのとの連携強連携強連携強連携強化に化に化に化によよよよる患者確保にる患者確保にる患者確保にる患者確保に努努努努めているめているめているめている

とととと言え言え言え言える。る。る。る。 

（（（（表表表表８、１０８、１０８、１０８、１０、１１、１１、１１、１１）））） 

急性急性急性急性期期期期治治治治療療療療については、については、については、については、ＡＡＡＡ１・１・１・１・ＡＡＡＡ２病２病２病２病棟棟棟棟の７０の７０の７０の７０床床床床でででで救急救急救急救急・・・・急性急性急性急性

期期期期治治治治療に療に療に療に取組ん取組ん取組ん取組んでおり、でおり、でおり、でおり、救急救急救急救急・・・・急性急性急性急性期期期期病病病病棟棟棟棟の病の病の病の病床床床床利利利利用用用用率率率率

８９８９８９８９．．．．８８８８％％％％はははは２８２８２８２８年度年度年度年度のののの８８８８８８８８．．．．８８８８％よ％よ％よ％よりりりりやややややややや増増増増加しており、平加しており、平加しており、平加しており、平均均均均

在在在在院日院日院日院日数数数数もももも５８５８５８５８．．．．４４４４日日日日で２８で２８で２８で２８年度の５５年度の５５年度の５５年度の５５．．．．８８８８日日日日よよよよりりりり増増増増加加加加ししししているているているている。。。。 

（（（（表表表表７７７７）））） 

２９２９２９２９年度の年度の年度の年度の患者患者患者患者数数数数についてについてについてについてはははは、、、、入院、外入院、外入院、外入院、外来来来来ともにともにともにともに年度年度年度年度当初当初当初当初見見見見込込込込

数数数数を下回ったため、医を下回ったため、医を下回ったため、医を下回ったため、医業業業業収収収収入は２入は２入は２入は２，，，，１２１１２１１２１１２１百万円百万円百万円百万円とととと見見見見込込込込額額額額

２２２２，，，，２２４２２４２２４２２４百万円百万円百万円百万円に対し１０３に対し１０３に対し１０３に対し１０３百万円百万円百万円百万円下回った。下回った。下回った。下回った。 

一方で、一方で、一方で、一方で、入院入院入院入院診診診診療療療療単単単単価及び外価及び外価及び外価及び外来診来診来診来診療療療療単単単単価については、価については、価については、価については、見見見見込額込額込額込額をををを

上回っており、また、上回っており、また、上回っており、また、上回っており、また、経経経経費節減費節減費節減費節減のための取組のための取組のための取組のための取組としてとしてとしてとして、、、、委委委委託託託託、、、、消耗消耗消耗消耗

品品品品、備、備、備、備品品品品の入の入の入の入札札札札及び及び及び及び複数複数複数複数見見見見積積積積にににによよよよる価る価る価る価格交渉格交渉格交渉格交渉力の力の力の力の強強強強化、化、化、化、薬品薬品薬品薬品、、、、診診診診

療療療療材材材材料の料の料の料の他他他他病院との共病院との共病院との共病院との共同仕同仕同仕同仕入れ、及び入れ、及び入れ、及び入れ、及び、、、、ジジジジェネリック薬品ェネリック薬品ェネリック薬品ェネリック薬品のののの採用採用採用採用

促進促進促進促進等等等等を行ったを行ったを行ったを行った結果結果結果結果、、、、医業医業医業医業費用費用費用費用はははは２２２２，，，，１１１１９９９９２２２２百万円百万円百万円百万円とととと見見見見込額込額込額込額のののの

２２２２，，，，３７３３７３３７３３７３百万円百万円百万円百万円に対に対に対に対しししし１８１１８１１８１１８１百万百万百万百万円円円円下下下下回った。回った。回った。回った。 

そのそのそのその結果結果結果結果、、、、医業医業医業医業費用費用費用費用に対する医業に対する医業に対する医業に対する医業収収収収入入入入のののの割合割合割合割合（（（（医業医業医業医業収支比収支比収支比収支比率率率率））））

はははは見見見見込値込値込値込値９３９３９３９３．．．．７７７７％％％％に対し、実績はに対し、実績はに対し、実績はに対し、実績は９９９９６．６．６．６．７７７７％％％％とととと見見見見込値込値込値込値をををを上上上上回っ回っ回っ回っ

ている。ている。ている。ている。 

なお、なお、なお、なお、決算額決算額決算額決算額の医業の医業の医業の医業費用費用費用費用には、には、には、には、現金現金現金現金のののの支出支出支出支出をををを伴伴伴伴わないわないわないわない減減減減価価価価償却償却償却償却

がががが含含含含まれており、これをまれており、これをまれており、これをまれており、これを除く除く除く除く医業医業医業医業収支収支収支収支はははは１１１１１１１１年年年年連続連続連続連続してしてしてして黒字黒字黒字黒字化を化を化を化を

達達達達成しており、成しており、成しており、成しており、経営経営経営経営状況状況状況状況としては、としては、としては、としては、順調順調順調順調ででででああああるとるとるとると評価できる。評価できる。評価できる。評価できる。 

（（（（表表表表１１１１２２２２）））） 

 


