
【事業概要】

【施設概要】
１９８９年　町田市健康福祉会館１階に休日歯科応急診療所を開設
２００６年　指定管理者制度を導入
２００７年　休日歯科応急診療所を改修し、障がい者歯科診療事業を開始（障がい者等の歯科診療
　　　　　　 を地域で広めることを目的に、週１日診療）
２０１２年　障がい者歯科診療を週２日とする
診療所面積１４７．２６㎡、歯科ユニット３台、レントゲン室併設

診療体制

診療内容

午前9時から午後5時（受付は、午後4時30分まで）診療時間

診療日

休日応急歯科診療所

歯科の応急診療

日曜日、祝休日、年末年始

歯科医師
フォロー歯科医師（特定連休日）
歯科衛生士

障がい者歯科診療所

障がい者・有病高齢者の治療、口腔ケア

水曜日、木曜日（祝休日、年末年始は休診）

障がい者診療指導歯科医師
歯科医師
歯科衛生士

2012305001538

公の施設の指定管理者管理運営状況評価結果
１．基本情報

評価対象年度 2018年度

施設名 休日応急歯科・障がい者歯科診療所

利用料金制 □該当　　　■併用　　　□非該当 選考方法 　□公募　　　　　　■非公募

指定管理者所在地 町田市原町田5－8－7　ガーデン町田

指定期間 2014年4月1日～2019年3月31日

所管部課

公益社団法人 東京都町田市歯科医師会

保健所保健総務課 問合せ先 042－724-4241

所在地 町田市原町田5－8－21　町田市健康福祉会館1階

施設ホームページURL http://www.dent-machida.com/

指定管理者名

２．施設概要

設置目的
【休日応急歯科診療】日曜日・祝休日・年末年始における歯科の急病患者に対する応急歯科診療を
行うため。
【障がい者歯科診療】障がい者や有病高齢者の方の歯科診療を行うため。

４．総合評価及び所見

総合評価 Ａ

所管課総合所見(特筆
すべき点(Sの場合必
須)、昨年度の課題へ
の対応等）

・休日応急歯科は、年間470名の急病患者を診療した。特に連休や年末年始には、通常時の２倍から
３倍の急病患者を診療し、町田市民の安心に寄与している。
・障がい者歯科は、年間2,514名の患者を診療した。定められた診療日時の中で、利用者の病状に応
じた受診機会の確保について努力がうかがえた。障がい者や有病高齢者のための歯科診療所とし
て、市内で中核的役割を果たしている。
・東京都町田市歯科医師会は、大学病院と人的交流を持ち、障がい者歯科専門の指導歯科医師の
派遣を安定的に受け、安全で最善の歯科医療を提供するとともに、診療に関わる歯科医療従事者の
技術の向上に努めている。昨年度の課題については、目標値を達成できるよう、より参加しやすい日
時の設定や周知について改めて検討した。独自の取組みとして、障がい者の摂食嚥下指導を毎月１
回実施し、歯科医療技術・サービスの向上を図っている。
・スタッフの対応、施設の管理運営、市との連携、地域貢献など全般的に良好な運営が安定的に維持
されており、総合評価をＡとした。医療機関という性質上、現在の体制を安定的に維持することが重要
と考える。

指定管理者所見（補
足説明・アピール・未
達成項目の改善策
等）

・休日応急歯科においては、休日における歯科的なトラブルに対して、適切な対応を行うとともに、継
続した治療が必要な患者に対しては、かかりつけ歯科医に対して必要な情報を提供している。かかり
つけ歯科医を持たない患者に対しては、通院可能な近隣の歯科医院のリストを提供している。
・障がい者歯科は、開設から11年以上が経過し、治療終了後のメインテナンス患者の増大により、予
約が取りづらくなっている。障がい者の多くは、自己あるいは家族による口腔内の清掃管理は困難で
あり、定期的な通院によるメインテナンスが欠かせない。他方、齲蝕、歯周疾患、欠損補綴などの治
療を要する患者も連続した通院が欠かせないが、診療枠の空きがなければ、先送りせざるを得ない。
診療日の拡大により、この状況の改善を図りたいと考えている。
・平成27年度１０月から、障がい者歯科において摂食嚥下指導を実施している。ここでも患者数の増
加により、月２回の開催のうち１回は指導医のほかに、会員より公募した摂食嚥下の認定医の資格を
持つ協力医を１名、会の負担により配置している。

設置根拠法令・条例 町田市急患センター条例

施設概要

３．昨年度の課題

法人番号

【総合評価基準】　A：良好である　B:要求水準達成　C：良好ではない
D：大きな課題がある　S：Aのうち実施内容が特に優れている

内容 研修参加率の低下について
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サービスの質に関する総合評価 所管課所見

Ａ

・診療所の従事者は、診療所の社会的使命を理解し、安全で最善の医療が平等・
公平に受けられるよう努めており、アンケート結果でも９５％以上の利用者が、「診
療所の利用についての満足度」と「医療従事者の対応について」良かった又は大変
良かったと回答している。
・独自の取組みとして、専門の歯科医師の指導のもと、障がい者の摂食嚥下指導
を実施しており、医療従事者の技術・サービスの向上に貢献するものと評価でき
る。指標３は、Ａ評価となった。目標値を達成できるよう、より参加しやすい日時の
設定や周知について検討をした結果と考える。
・重要な指標である利用者満足度が指標１、２、３ともに目標値を上回り高い評価を
得ている点と医療従事者の技術・サービスの向上に関わる摂食嚥下指導の取組み
を評価し、総合評価をＡとした。

達成率 91.7% 71.7% 118.3% 103.3%

実績値 データなし 55 43 71 62

目標値 60 60 60 60 60

指定期間内における実績（単位：％）

年度 2014 2015 2016 2017 2018

医療従事者の技
術・サービス向上の
ための研修会の実
施
（障がい者歯科診
療）

医療従事者（歯科医師・歯科
衛生士）の研修への参加割合
Ａ：60％以上
Ｂ：50％以上～60％未満
Ｃ：50％未満

60% 62% Ａ
障がい者歯科診療所のスタッフ参加者数
は、研修対象者54名に対し、第1回は38
名、第2回は29名であった。

指標３ 評価基準 目標 結果 評価
評価コメント

（前年度の課題・次年度への課題）

達成率 108.3% 108.9% 108.7% 108.4% 108.9%

実績値 98 98 98 98 98

目標値 90 90 90 90 90

指定期間内における実績（単位：％）

年度 2014 2015 2016 2017 2018

利用者満足度
（医療従事者の対
応について）

大変良かった・良かったと回
答した患者の割合
Ａ：90％以上
Ｂ：80％以上～90％未満
Ｃ：80％未満

90%

休日
歯科
98%

障がい者
歯科
95%

Ａ

【調査期間】2018年度中
【配布・回収枚数】休日歯科167枚、障が
い者歯科35枚
【調査方法】ランダムで患者に配布し、記
入後回収。

ほぼ全員の受診者が「大変良かった」「良
かった」と回答している。

指標２ 評価基準 目標 結果 評価
評価コメント

（前年度の課題・次年度への課題）

指定期間内における実績（単位：％）

年度 2014 2015 2016 2017 2018

達成率 107.8% 107.2% 107.8% 106.7% 107.8%

実績値 97 97 97 96 97

【サービスの質に関する評価基準】　A：良好である　B:要求水準達成　C：良好ではない

利用者満足度
（全体）

診療所の利用について大変
良かった・良かったと回答した
患者の割合
Ａ：90％以上
Ｂ：80％以上～90％未満
Ｃ：80％未満

90%

休日
歯科
97%

障がい者
歯科
94%

Ａ

【調査期間】2018年度中
【配布・回収枚数】休日歯科167枚、障が
い者歯科35枚
【調査方法】ランダムで患者に配布し、記
入後回収。

ほぼ全員の受診者が「大変良かった」、
「良かった」と回答しており、患者が安心
して受診できる医療が提供されている。
アンケートの自由記入欄でもスタッフの対
応に関する記述が見受けられる。

５．サービスの質に関する評価

指標１ 評価基準 目標 結果 評価
評価コメント

（前年度の課題・次年度への課題）

目標値 90 90 90 90 90
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後方支援病院が確保されてお
り、緊急時等に対応が可能なこと
を事業報告書で確認した。

指定管理者と市との連
携は、良好であるか。

市との連絡調整の場が
確保されていること。

委託事業説明会と
年２回の協議会を
実施した。

適

年度協定締結前の説明会、年２
回の協議会の他、緊急時は随時
打合せを行ない、情報共有と早
期の問題解決を図っている。

適

情報セキュリティ確保・個人情報
保護のための特記事項に沿った
運用が行われていることを実地
調査及び事業報告書で確認し
た。

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

情報公開のための体
制、書類等の整備・保
管、研修等は適切か

情報公開に対する体制
の整備と、書類等の適切
な保存を行うこと。

請求があれば役員
で協議し対応し、情
報公開への整備を
行い、書類等を適
切に保管している。
また、運営状況に
ついては、年２回の
協議会で市に報告
するとともに、歯科
医師会ＨＰで公表し
ている。

適

関係書類や各種データについ
て、適切な整備、保管が行われ
ていることを実地調査及び事業
報告書で確認した。今年度、情報
公開請求は行われていない。

個人情報保護のための
体制、書類等の整備・保
管、研修等は適切か

協定書及び情報セキュリ
ティ確保・個人情報保護
のための特記事項を遵
守すること。

診療後に歯科衛生士が化学的清
掃や滅菌処理を行っていることを
実地調査及び事業報告書で確認
した。使用器具は全てオートク
レープとガス滅菌器で滅菌処理
するなど、衛生管理に対する配
慮が行われている。障がい者歯
科診療においては、音に敏感な
患者に配慮し紙トレーを使用して
いるが、紙トレーについてもガス
滅菌器で滅菌処理を行っている。

町田市と情報セ
キュリティ確保・個
人情報保護のため
の特記事項を締結
すると共に、事故発
生時の対応マニュ
アルを整備してい
る。患者の情報は、
カルテや電算シス
テムにより適切に
把握、保管してい
る。

平
等
利
用
の
確
保

診療日数、診療時間は、
守られているか。

下記のとおり、診療を行
うこと。
休日応急歯科診療：日
曜日、祝休日、年末年始
障がい者歯科診療：水曜
日、木曜日（祝休日、年
末年始は除く。）

休日応急歯科診
療、障がい者歯科
診療ともに休診す
ることなく診療を
行った。

適

施
設
の
運
営
方
針
・
管
理
方
針

後方支援病院が確保さ
れているか。

後方支援病院を確保す
ること。

町田市民病院、横
浜総合病院、東芝
林間病院、相模野
病院と医療連携し
ている。

適

衛生管理に配慮した業
務運営・管理が行われて
いるか。

衛生管理に配慮した取
組みを実施し、衛生管理
に起因する事故をなくす
こと。

衛生管理に対する
取組みが実施され
ており、衛生管理に
起因する事故は発
生しなかった。

適

１日も休診することなく、協定書ど
おりの診療が行われたことを実
績報告で確認した。

広範で適切な広報活動
を実施しているか。

様々な媒体を利用して広
報を行うこと。

歯科医師会ＨＰ、歯
科医師会作成の歯
科口腔健康診査の
ポスター、育児冊
子、市広報紙・ＨＰ
に掲載している。

適
ホームページ、ポスター、市広報
紙、情報誌等に実際に掲載され
ていることを確認した。

６．業務履行状況の確認

大項目 小項目 要求水準 履行状況 適否 判定コメント
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管理物件の適正な管理
協定書に定められた適
正な管理を行うこと。

問題発生時の対応方法について
事業報告書で確認した。また、町
田市民病院、横浜総合病院、東
芝林間病院、相模野病院と医療
連携し、万全を期している。また、
健康福祉会館で実施する防災訓
練にも参加し、災害時に備えてい
る。

傷害保険、損害保険に
加入し、業務上の瑕疵に
より生じる損害賠償責任
に対応できるか。

医師賠償保険、傷
害保険に加入して
いる。

適

医師賠償責任保険、傷害保険に
加入しており、スタッフの業務上
の瑕疵に対応していることを事業
報告書で確認した。

協定書に沿った管
理が行われてい
る。

適

設備・備品等の管理が適正に行
われていることを実地調査で確
認した。故障時も原則市と協議し
て修理し、軽微なものは速やかに
修理し、診療に万全を期してい
る。

管
理
経
費
の
縮
減

指定管理者ならではの
管理経費の縮減に向け
た努力をしているか。

経費縮減策を講じるこ
と。

節電・節水の徹底と
各自での看護衣の
クリーニングなどを
行っている。

適

診療所内の節電・節水、歯科衛
生士の看護衣のクリーニング等、
経費縮減に努めていることを実
地調査及び事業報告書で確認し
た。適正な歯科医療を提供するこ
とを最優先しているが、無駄のな
いよう努めている。

講習会、研修会を開催して、歯科
医療技術の向上と患者対応への
スキルアップに努めている。ま
た、インシデント報告書を作成し、
ヒヤリ、ハットした教訓から未然に
事故防止を図っていることを事業
報告書で確認した。

人
的
安
定
性

歯科医師、歯科衛生士、
医療事務員等の従事者
確保は安定しているか。

協定書に定められた人
員を確保すること。

協定書どおりの人
員が確保されてい
る。

適

休日応急歯科・障がい者歯科と
もに、歯科医師会会員により、安
定的に確保されていることを実績
報告で確認した。特に、障がい者
歯科医師の確保は困難となって
いるが、日頃より大学病院と人的
交流を持ち、指導歯科医の派遣
を大学病院より安定的に受けて
いる。また、追加でスタッフを配置
し、万全の診療体制が取られて
いる。

患者の急な増加に対し
て対応可能か。

応援歯科医師が確保さ
れており、患者の急な増
加に対応できること。

応援歯科医師が確
保されている。

苦
情
対
応

要望、苦情等の対応は、
迅速かつ適切か。

アンケートを実施するこ
と。
要望、苦情等に対する対
応方法を確保すること。

アンケートを実施
し、患者の声を聴く
機会を設けている。
患者からの苦情や
要望等に対して、運
営委員会で検討す
るとともに、苦情に
関する苦情報告書
を作成している。

適

アンケートの自由記入欄で患者
の声を聴く機会を設けている。
要望・苦情に対する対応策が確
保されていることを事業報告書及
びヒアリングで確認した。

医療事故・トラブルを未
然に防止する努力をして
いるか。

具体的な対策を実施す
ること。

講習会、研修会の
開催。
診療前後のカンファ
レンスの実施。
当番歯科医師に対
して、診療日前に患
者情報を提供して
いる。

適

適

休日応急歯科診療については、
連休時等はフォロー歯科医師が
対応していることを実績報告で確
認した。障がい者歯科診療は、完
全予約制であり、診療に必要なス
タッフは十分確保されている。

各種保険に加入するこ
と。

危
機
管
理

事故発生時の対応は、
適切にとられているか。

事故発生時の対応方法
を具体的に確保するこ
と。

作成したインシデン
ト報告書を集計し、
現状を把握してお
り、発生時は指導
医の指示のもと適
切に対処している。
健康福祉会館の防
災訓練に参加した。

適
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（３）指定管理者本部　※共同事業体の場合、原則として代表団体を記載する。 単位：％

0 0 0 0

1,623 7,821総計（収入-支出） 1,623 14,508 1,623 9,444 1,623 5,989 4,121 2,522

10,968 12,913 12,928 16,434 10,968 13,197

0 0

計 64,453 61,539 64,453 64,263 64,453 66,954 72,275 73,565 64,453 69,962

その他 0 0 0 0

162 50 161

76,396 76,087 66,076 77,783

支
出

人件費 53,485 52,768 53,485 52,308 53,485 54,041 59,347 57,131 53,485 56,765

維持管理経費 10,968 8,771 10,968 11,955

54,034 51,076 54,485

利用料金 14,950 23,837 14,950 22,395 14,950 22,516 22,762 21,891 14,950 23,137収
入

指定管理料 51,076 52,076 51,076 51,175 51,076 50,274 53,584

計 66,076 76,047 66,076 73,707 66,076 72,943

その他 50 134 50 137 50 153 50

2016 2017 2018

項目 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算

財務状況に関する確認結果(適否) 所管課所見

適

休日応急歯科の収入は、指定管理料と診療報酬で、対前年度比較約７９万円の増
となっており、障がい者歯科の収入は、指定管理料と診療報酬で、対前年度比較
約１７０万円の増となっている。
支出については、休日応急歯科・障がい者歯科ともに安定的な診療を確保するた
めの人件費が大方を占めているが、休日応急歯科は、対前年度比較約１０万円の
減で、障がい者歯科は、対前年度比較約３６０万円の減となっている。
医療機関という性質上、来院患者数や診療報酬の見通しは難しく、収支計画どおり
の運営は困難であるが、安定した収支決算となっている。

負債比率 64.1 65.1 71.3 63.2 68.6

【経常利益率（％）】経常利益　/　売上高　×　１００（小数点以下第2位を四捨五入）

【負債比率（％）】負債（他人資本）　/　資本（自己資本）　×　１００（小数点以下第2位を四捨五入）

3,830

14,399 15,864 14,196 15,772 14,092

経常利益率 8.6 1.8 -3.1 0.7 -4.3

2014 2015 2016 2017 2018

（２）指定管理事業【障がい者歯科】 単位：千円

年度 2014 2015

1,9283,531 2,507

0

計 15,772 15,213 15,772 15,415 15,772

その他 0 0 0 0 0 0

11,689 12,103

3,669

17,930 17,841 17,133 16,980

総計（収入-支出） 1,208 3,724 1,208 4,222 1,208 3,531

0 0 0

1,977 2,937 1,208

17,922

支
出

人件費 12,103 12,656 12,103

計 16,980 18,937 16,980 19,637 16,980

12,164

維持管理経費 3,669 2,557 3,669 2,588 3,669 2,265

12,827 12,103 12,134 12,333

50 0 50 0 50 0

利用料金 3,550 5,045 3,550 5,398

決算

収
入

指定管理料 13,380 13,892 13,380 14,238 13,380

3,550 4,038 3,899 3,241 3,550 3,929

13,892 13,892 13,892 13,380 13,993

その他 50 0 50 1

地元かかりつけ歯科医
への紹介など連携を図
ること。

休日歯科、障がい
者歯科ともに必要
に応じてかかりつけ
歯科医の紹介を
行っている。

適

2018

項目 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算

年度 2014 2015 2016 2017

７．財務・収支状況の確認

決算 予算

（１）指定管理事業【休日歯科】 単位：千円

地
元
貢
献

市民の雇用や地元業
者・団体との契約、協力
関係があるか。

市民の雇用と市内業者・
団体との契約、協力関係
が確保されていること。

歯科衛生士・事務
員19人中9人が町
田市民。市内の歯
科技工所に補綴物
の加工を委託して
いる。

適

医療という性質上、全てを市内で
確保することは困難な状況があ
るが、可能な範囲で確保されてい
ることを事業報告書及びヒアリン
グで確認した。

市内歯科診療所等との
連携が行われているか。

休日歯科は応急処置後、必要に
応じてかかりつけ歯科医を紹介し
ている。また、障がい者歯科は、
患者の状況等も考慮し、かかりつ
け歯科医につなげる努力をして
いることをヒアリングで確認した。
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