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第 4回さいたま市立病院経営評価委員会議事録 

日時 平成 25 年 11 月 7 日（木） 15 時 30 分～17 時 00 分 

場所 市立病院サービス棟 2 階 第 1・第 2 会議室 

出席者 浦和医師会長 阿部委員長 

川崎市病院事業管理者 秋月委員 

城西大学経営学部教授 伊関委員 

税理士・医業経営コンサルタント 冨田委員 

傍聴者 0 人 

事務局 青木保健福祉局理事 

保健部 

服部保健部長 

（地域医療課）海老名課長

市立病院 

村山院長、窪地副院長 

市立病院経営部 

麻生理事兼経営部長、松澤経営部次長 

（庶務課）工藤参事兼課長、石黒庶務課副参事、渋谷庶務課長補佐

兼施設管理係長、越田主査、今井主任 

（財務課）吉原課長、田中財務企画係長、市川主査、吉田主任、三

上主事 

（医事課）中村課長、貝吹課長補佐兼医事係長、渋谷医療相談係長、

廣瀬主事 

市立病院診療部  

（薬剤科） 福田薬剤科長 

会議次第 1 開 会 

2 議 事 

  中期経営計画の達成状況に対する評価について 

3 その他 

4 閉 会 

配付資料 資料 1 中期経営計画の達成状況に対する評価について 

資料 2 平成 25 年度上半期の状況 
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配布資料の確認等

（吉原財務課長） それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思います。

まず初めに、資料の確認をさせていただきます。本日机にお配りしてい

る配席図、それと事前に送付させていただきました資料として、「次第」、

「中期経営計画の達成状況に対する評価について」、「平成 25 年度上半

期の状況」でございます。お手元に資料のない方はいらっしゃいますでし

ょうか。 

特にないようでございますので、それでは先に進みたいと思います。 

なお、本日は落合委員と中村委員から所用によりご欠席との連絡をい

ただいておりますので、ご報告いたします。 

それでは、阿部委員長、よろしくお願いいたします。 

1 開会 

（阿部委員長） 委員の皆様、本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうござ

います。 

ただいまご案内がありましたように、落合委員と中村委員はご欠席との

ことでございますけれども、前回に引き続きまして、よろしくお願いいたし

ます。 

本日は、前回ご議論していただきました、市立病院の中期経営計画の

達成状況対する評価を確定させたいと考えております。 

なお、この会議室の予定が 17 時までということのようでございますの

で、進行につきましてはよろしくご協力をお願いしたいと思います。 

2 議事 

中期経営計画の

達成状況に対す

る評価について 

（阿部委員長） 

（吉原財務課長） 

それでは、次第に沿って議事を進めてまいりたいと思います。議事は、

「中期経営計画の達成状況に対する評価」でございます。 

前回、各委員の皆様からいろいろとご指摘をいただきまして、それを踏

まえて事務局で資料を修正させていただきました。今回修正した資料につ

きまして、まずは事務局の方から説明をしていただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

それでは、今回の資料の主な修正点につきまして、事務局より説明をさ

せていただきます。 

お手元の資料の「中期経営計画の達成状況に対する評価について」の

3 ページ目をご覧いただきたいと思います。前回の委員会において、各取

組の成果、効果や課題、今後の取組予定を示してほしいというご指摘を
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いただきましたので、資料の右側の病院評価説明の欄に取組の成果、効

果及び課題を具体的に記載し、下段の表に平成 25年度以降の取組予定

を記載させていただきました。 

なお、病院評価や平均値による評価につきましては、前回の資料と変

更はございません。また、評価委員会の評価欄につきましては、前回の

委員会で委員の皆様に評価していただいた結果を記載しております。今

回の資料では、54 の取組項目の全てについて、成果、効果及び課題と平

成25年度以降の予定を追加しておりますが、時間も限られておりますこと

から、主に委員の皆様からご指摘のありました項目につきましてご説明を

いたします。 

まず、小項目の「（仮称）施設整備検討委員会の検討」になりますが、こ

ちらにつきましては、施設整備に向けた今後のプロセスを記載してほしい

というご指摘がありましたので、平成 25 年度以降の予定欄に基本設計や

実施設計等の予定を記入しております。 

次に、資料の 5 ページの「放射線診断・治療等の高度医療機器の充

実」をご覧ください。こちらは、医療機器の購入後の効果を記載してほしい

というご指摘がありましたので、ＳＰＥＣＴ装置の更新後の使用状況につい

て記入させていただきました。検査件数は、各月とも常に 1 割程度増加し

ております。また、ＣＴの補正機能により、一定の診断効果が得られるも

のと考えております。 

次に、資料の 6 ページをお願いいたします。「内視鏡の充実」をご覧くだ

さい。こちらも先ほどと同様に医療機器の購入後の効果を記載してほしい

というご指摘がありましたので、超音波画像診断装置の購入後の使用状

況について記入させていただきました。精度の高い超音波画像診断装置

を 1 台から 2 台に増やすことができたことで、装置間による診断のレベル

の差がなくなったほか、消化器救急疾患における 24 時間受け入れ体制

の環境整備につながったものと考えております。 

続きまして、資料の 8 ページをお願いします。「ＨＣＵ（ハイケアユニット）

の整備」をご覧ください。こちらは、ハイケアユニット整備後の稼働状況に

ついて記載してほしいとのご指摘がありましたので、病床利用率等につい

て記入させていただきました。また、看護師は12名を配置し、稼働後の病

床利用率は 88.9％～94.9％で、順調に推移している状況でございます。 

次に、資料の 10 ページになります。「ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）

の充実」をご覧ください。こちらも先ほどと同様に増床後の稼働状況につ

いて記載してほしいとのご指摘がありましたので、病床利用率等について

記入しております。看護師は 24 名体制で、増床後のＮＩＣＵの病床利用率

についてはほぼ 100％となっており、順調に推移している状況でございま

す。 

次に、資料の14ページになります。「ＤＭＡＴチーム体制の充実」につい
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てご覧ください。こちらにつきましては、訓練に参加した医師の診療科や

人数などについて記載してほしいとのご指摘がありましたので、その内容

について記載をしております。訓練につきましては、延べ 13 名が参加し、

ＤＭＡＴ隊員の医師の診療科は救急科、内科で各 1名となっております。 

次に、資料の 15 ページになります。「満足度 入院」をご覧ください。こ

ちらは、どんな満足度調査を行ったのか、具体的な事例等を記載してほし

いとのご指摘がありました。主な満足度調査の項目や調査結果の傾向に

ついて記入をしております。入院に関する基本項目、スタッフの対応、病

院の療養環境、印象等についてアンケートを実施し、312 人から回収して

おります。職員の対応について満足度の割合が高いものの、病院の療養

環境や食事、売店等については普通以下の回答が増えているという傾向

にあるため、今後は施設改修等を伴わないアメニティの整備を積極的に

行っていくとともに、職員に対する意見については、その内容を分析し、よ

り良い療養環境が提供できるよう改善に努めていきたいと考えているとこ

ろであります。 

資料の 16 ページをお願いします。こちらは「満足度 外来」になります。

こちらも入院の場合と同様に満足度調査の内容を記載してほしいとのご

指摘でありました。主な満足度調査の項目や調査結果の傾向について記

入をしております。待ち時間やスタッフの対応、施設環境等についてのア

ンケートを実施し、322 人から回収しております。待ち時間につきまして

は、以前と比較し、改善の方向にあり、職員の対応についても満足度の

割合は高いのですが、病院内の環境として特にトイレや待合スペース、駐

車場、売店等について満足度が下がる傾向にあり、引き続き療養環境の

向上及び患者さんの負担軽減に努めていきたいと考えております。 

資料の 17 ページの市民公開講座の小項目としての「開催目標回数」を

ご覧いただきたいと思います。こちらは、市民公開講座の成果についてご

指摘がありましたので、講座を受講した市民の方への満足度について記

入させていただきました。また、参加者がより多く集まる場所での開催を

検討してはどうかというご意見もいただきましたが、当院の整形外科にお

きまして、既に健康講座を浦和のコミュニティセンターで実施していること

を補足させていただきました。 

次に、資料の 18 ページになります。「ホームページリニューアルによる

病院情報の充実」をご覧ください。こちらは、ホームページがリニューアル

したことで見やすくなったが、まだコンテンツの充実化が必要ではないかと

のご指摘がありました。今後の課題として、ホームページコンテンツの充

実化を挙げ、平成25年度以降の取組目標にもアクセス件数の調査とコン

テンツの充実化を記載させていただきました。 

次に、資料の25ページをお願いいたします。「医療連携機能の充実」を

ご覧いただきたいと思います。こちらは、地域医療連携の窓口業務の活
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動内容や成果について記載してほしいとの指摘がありました。地域医療

連携窓口の業務開始後の平成 25 年 1 月から 3 月の実績を記入しており

ます。市立病院は従来、浦和医師会の病診連携室を中心として医療連携

に努めてまいりましたが、新たに地域医療連携窓口として2名の人員を配

置し、他の医師会との強化に取り組んでおります。平成25年の1月から3

月の電話対応件数では、浦和医師会病診連携室が 889 件で、地域医療

連携窓口では 168 件、紹介状持参患者対応では、浦和医師会の病診連

携室では 104 件、地域医療連携窓口では 173 件ございました。 

次に、資料の 27 ページをお願いいたします。「院内情報システムの更

新」をご覧いただきたいと思います。こちらは、中期経営計画上、平成 25

年度以降の取組は設定されておりませんが、一部未接続の機器があるこ

とから、今後の取組についての内容を記載してほしいとのご指摘がありま

したので、平成 25 年度の取組目標に課題への対応を記入しており、未接

続の生体モニター機器の接続を行うほか、電子カルテデータの外部保管

を予定しております。 

次に、資料の 28 ページの「ＳＰＤの導入」をご覧ください。こちらも中期

経営計画上、平成 24年度は取組が設定されていないことから、評価対象

外となっている事業でありましたが、取り組んでいる内容があれば記載し

てほしいとのご指摘がありましたので、平成 24 年度に実施した他病院の

ＳＰＤ導入事例の調査について記入をしております。政令市の 19 の公立

病院と県内の14の公立病院にＳＰＤの導入形態経費調査を実施し、各病

院の規模別の導入形態、費用、その他運用方法の情報を参考に当院の

ＳＰＤ仕様に反映していく予定であります。 

次に、資料の39ページをお願いいたします。「材料費対医業収益比率」

をご覧ください。こちらは、医業収益の増に対して材料費を低く抑えること

ができた内容について知りたいとのご指摘がございましたので、材料費の

縮減における効果を記載させていただきました。薬品の値引率が 13.5％

で、薬価差益としまして約 1億 7,000万円、診療材料では808品目につい

て価格の交渉を行いまして、削減の試算額といたしましては約 1,447 万円

となっております。 

資料の 46 ページをお願いいたします。「組織の見直し」をご覧いただき

たいと思います。こちらは、先ほどの「ＳＰＤの導入」と同様に、中期経営

計画上は平成 24 年度の取組が設定されておりませんので、評価対象外

となっておりますが、取り組んでいる内容があれば記載してほしいとのご

指摘がありましたので、組織・人員要望の主な内容と平成 25 年度以降の

予定について記入しております。 

資料の 47 ページをお願いいたします。「企画部門の設置」をご覧くださ

い。こちらも「組織の見直し」と同様に評価対象外となっている事業です

が、今後の予定について記載してほしいとのご指摘がありましたので、企
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画部門設置に向けた課題等について記入しております。 

次に、資料の 54 ページになります。「認定看護師数」をご覧ください。こ

ちらは、認定看護師の資格の種別や今後取得支援を予定している認定

看護師の資格について記載してほしいとのご指摘がありましたので、その

内容について記入しております。現行では、病院評価説明欄のとおり 10

名の認定看護師がおりますが、平成 25 年度以降、順次認定看護師の資

格取得を支援していく予定となっております。 

続きまして、資料の 57 ページをご覧いただきたいと思います。こちら

は、前回の委員会で委員の皆様方よりいただきました項目評価における

主な意見等をまとめさせていただいたものになります。 

まず、「患者サービスの向上」におきましては、市民公開講座の開催場

所や職員の負担についてご意見をいただきました。また、ホームページコ

ンテンツの充実化やがんサロンの運営の充実化が必要であるとのご意見

もいただいております。 

次に、「病診連携の強化」におきましては、医療連携については経営戦

略として位置づけ、活動の充実化を図ることが必要であるとのご意見をい

ただいております。 

「業務改善に関する取組」におきましては、ＳＰＤの導入の早期検討に

ついてご意見をいただいております。 

「収益確保に向けた取組」におきましては、医業収益の増加は積極的

投資の成果であるとの評価をいただいたほか、査定額の減額率が低い数

値に抑えられている点についても評価していただきました。 

「費用の縮減の取組」におきましては、医業収益の増加に対し、材料費

と経費が抑えられており、今後は消費税を含めた影響をどの程度抑えら

れるかを見ていく必要があるとのご意見をいただいております。 

「経営管理体制の整備」におきましては、市立病院の再整備は早めに

動いていかなければ病院間の競争に勝ち残れなくなるため、組織的に準

備を進めていく必要があるとのご意見をいただいております。 

「職員の確保・人材育成と適正配置」におきましては、人材に対する投

資は前向きに取り組んでほしいとのご意見や、職員定数条例の見直しに

ついて考えなければならない状況になってきているのではないかなどの

ご意見をいただいております。 

続きまして、資料の 62 ページをご覧ください。こちらは、前回の委員会

におきまして、貸借対照表について資料を提出してほしいとの要望がござ

いましたので、平成 23 年度末から平成 24 年度末の増減を示した貸借対

照表の状況をお示ししております。 

まず、左側の一番上の固定資産につきましては、200 万円ほどの増額

となっておりますが、これは建物、機械備品、車両、建設仮勘定の資産が

約1億9,800万円増えたのに対し、減価償却費として約1億9,600万円の
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資産が減少したことによるものです。 

次に、流動資産でございますが、こちらは約14億5,200万円の増となっ

ておりますが、これは主に現金預金が9億2,300万円、未収金が5億700

万円増えたことによるものです。 

続いて、表の右側の固定負債になりますけれども、こちらで約 5,000 万

円の増加となっておりますが、これは退職給与引当金を計上したことによ

るものであります。 

流動負債につきましては、約 2,600 万円の減少となっておりますが、こ

れは主に未払金が減少したことによるものであります。 

次に、資本金につきましては、約 500 万円の減少となっておりますが、

これは一般会計からの出資金により約2億2,600万円の増加となっている

一方、企業債の残高が返済により 2億 3,100 万円減少したことによるもの

です。 

剰余金につきましては、約 14億 3,900万円の増加となっておりますが、

これは主に平成 24 年度の純利益として当年度未処分利益剰余金が 14

億 5,200 万円増加していることによるものです。 

以上のとおり、資産合計としましては、前年度から約14億5,800万円の

増加により、平成24年度末時点で202億7,800万円となっております。負

債合計は、前年度から約 2,400 万円増加によりまして、平成 24 年度末時

点で約 15億 7,800 万円、資本合計が前年度から約 14億 3,400 万円の増

加により、平成 24 年度末時点で約 187 億円となっております。 

前回の資料からの主な変更点につきましての説明は以上となります。 

それと、本日ご欠席された、落合委員よりご意見をお寄せていただいて

おりますので、ご報告いたします。 

『お送りいただいた資料の中期経営計画の達成状況に対する評価につ

いては、おおむね全項目にわたり、異議はありません。しかしながら、多く

の項目において、病院評価(スコア）を導き出すために書かれている病院

評価説明の欄の記載についてはいささかの不満が残ります。本日の説明

において、この欄に書かれているような結論が導かれるような具体的根

拠数字が示されるのであれば問題はないのですが、そうではない場合、

ここに書かれている説明は相対的あるいは主観的に過ぎる観があり、単

にそれを鵜呑みにすると、いやでも、提案されているとおりの「病院評価」

に誘導されてしまう危険を感じるからです。 

例えば、6ページの小項目「内視鏡室の充実」の場合です。病院評価説

明の欄には「焼却不十分により再治療する場合が殆どなくなり…」とあり

ますが、従来、年間で何例くらいにこの手技を実施しており、そのうちの何

例で再治療を要したものが、この施策の実施により何例中何例に改善し

たといった説明が必要なのではないでしょうか。そうでないと「殆どなくなっ

た」と言われてしまえば、誰でも結論は a に導かれるのではないでしょう
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（阿部委員長） 

(伊関委員) 

か。 

10 ページの小項目「NICU の充実」についても同様です。病院評価説明

の欄には「稼働後の病床利用率については、ほぼ 100％であり、順調に

推移している」とありますが、具体的には何分の何であり、平均在院日数

はどのくらいなのでしょうか。それが分からないと「病床利用率の維持」が

なぜ今後の課題となるのか分かりません。真に良い意味でほぼ 100％で

あるのであれば、病院評価がなぜ b なのか分かりません。 

JCI の審査でも、データについては、どの数字を使って結論を導いたの

か根拠数字の明確化が求められます。』 

以上が、落合委員からのご意見でございます。 

なお、落合委員からご指摘されている資料 6 ページの内視鏡の充実に

つきましては、超音波画像診断装置の増設を平成 24 年 10 月に行ってお

りまして、増設前の 1年間のラジオ波焼灼術の治療件数は 45件で、再治

療数が 7 件であり、再治療率といたしましては 15.56％でございました。1

台増設後の 1年間の治療件数は 60 件、再治療件数が 3件、再治療率と

しては 5％まで下がり、再治療率が大幅に改善されている状況でございま

す。 

それと、資料 10 ページの「ＮＩＣＵの充実」につきましては、ＮＩＣＵを平成

24年の12月に9床から12床に増床しており、増床前の半年間の延患者

数は 1,642 人でしたが、増床後の半年間の延患者数は 2,167 人にふえて

おり、また平均在院日数につきましては、増床前半年間の各月平均が

12.6 日、増床後半年間の各月平均が 13.6 日となっております。延患者数

は大幅にふえておりますが、平均在院日数も 1日増えておりますので、平

均在院日数を増やすことなく病床利用率を維持していくことが今後の課題

になるかと考えております。 

説明は以上でございます。 

ありがとうございました。 

前回、「医療機能・施設面の充実」と「患者サービスの向上」の評価が

保留となっていたわけでございますが、委員の皆様からご指摘いただい

た点を踏まえて、病院評価説明の欄に成果・効果及び課題を詳しく記載し

たほか、ご要望のありました25年度以降の予定についても表の下段に記

入をしたということで、ご説明いただいたところでございます。 

まず、この保留になっていた 2 項目のうち、最初に「医療機能・施設面

の充実」についてお諮りしたいと思います。 

どなたかご意見がございましたらお願いします。 

来年度以降の医療機器の購入について、計画どおりに購入したからａ

評価なのかといったら、病院の経営は違うと思います。収益が上がってい
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(阿部委員長) 

(富田委員) 

(阿部委員長) 

(村山院長) 

(阿部委員長) 

(伊関委員) 

(阿部委員長) 

(秋月委員) 

ますので、場合によっては前倒しで機能向上していくということが求められ

るでしょうから、計画的というよりは戦略的な医療機器の整備を今後進め

ていただければと思います。今回はａ評価で問題ないとは思います。 

ありがとうございました。 

冨田委員、どうぞ。 

今回の購入については、私もａ評価で良いと思いますが、なぜこの機器

を整備することにしたのかというのが分からなかったので、例えばＣＴやＭ

Ｒの購入計画を立てるときに、達成が容易であるとか、非常に古びている

などの理由を教えていただければと思います。 

また、今年度は良いのですが、今後は伊関委員の言われたとおり、戦

略的に病院が目指す方向に基づいて、この医療機器を購入するというよ

うな表記があった方が良いと思います。 

ありがとうございました。 

この小項目、中期経営計画の中で決めた医療機器の購入理由につい

て、ご説明していただければと思います。 

圧倒的大多数の医療機器は老朽化ということで購入しております。従っ

て、そこに戦略的な要素を盛り込む部分は今のところはほとんどありませ

んが、リニューアルするたびに機器が相当進歩しますので、その部分で

何とか機能向上を図っている状況です。医療機器は次々と老朽化してい

きますので、次は何を購入すべきかいうことを考えて購入はしております

が、まだまだ委員の皆様がおっしゃるような戦略的な要素は欠けていると

思います。 

伊関委員、どうぞ。 

機器が古いと回転率も悪くなりますし、ＣＴの検査待ちも結構あるという

ような話も聞いています。収益が上がってきていますので、患者の利便性

の観点からも早めの更新を進めていただければと思います。ちょうど予算

編成の時期だと思いますので、財政部局にも説明をして、戦略的な更新

をすることを期待しております。 

秋月委員、どうぞ。 

川崎市でも議会から長期的な視点でどういう方向に向かっているのか

という質問が出たことがあるのですが、私は無理ですと答えました。公立
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(阿部委員長) 

(富田委員) 

病院というものは、地域医療提供体制の補完的な役割をしているので

す。民間の動きによって公立病院は向かうべき方向が常に変わってきま

す。具体例を挙げますと、川崎市では当初、川崎病院には救命救急セン

ターは必要ないということで、救命救急センターは作っておりませんでし

た。ところが、病院の完成後、たった 5 年後にやはり救命救急センターが

必要だということで、追加投資をして設置することになったのです。地域ご

とによって違うのかもしれませんが、公立病院が目指す方向性というもの

も、なかなか難しいというのが私の印象でございます。 

それから、さいたま市立病院がこれだけ努力していれば、議会や本庁

の方から相当なサポートを得られると思います。先ほど伊関先生から、も

う少し前倒しで設備投資をすることを検討してみてはというお話がありまし

たが、これは当然のことでしょう。 

ただ、公立病院というのは、支出の削減で経営を良くするのは非常に

難しいと思います。これは全国の他の公立病院でも同じ印象を持っている

ようです。私の場合、収益を増やすために医師を確保することが最大の

課題項目だと私は自分に言い聞かせているのですが、さいたま市立病院

でも医師の数が90人の定数のうち87人確保できているから、ａとかｂで評

価するのではなく、本当に必要な診療科の医師が確保できなければ、いく

ら人数を確保したとしても評価は低くなるのだと思うのです。 

先ほど院内を拝見させていただきましたが、まだ眼科はないようです

ね。自分の病院を棚に上げて申し上げますと、やはり眼科は市民の立場

から見ると必要な診療科なのではないかと思います。 

それと、職員定数条例について、川崎市では 2 年前に定数条例を改正

しましたが、今年度も定数条例を改正する予定です。さいたま市立病院

は、これだけ職員が働いて、経営が良いのですから、本庁や議会に定数

条例改正の理解を得られるように努力をしていただければと思います。 

ありがとうございました。 

職員数の件については、この後でまたお話をお聞きしたいと思います。

他に「医療機能・施設面の充実」の項目についてのご意見はございませ

んか。 

先ほどの続きになるのですが、院長先生から老朽化に従って医療機器

を購入するというお話がありましたが、少し寂しい気がしました。資料 5 ペ

ージを見ると、高額な機器については毎年度1つずつ機器更新を行うこと

になっているのですが、老朽化しないと購入しないというのではなく、ＭＥ

や他の職種の方がこれからどういった形で機器を使っていくのかという未

来の予想をする病院が増えてきています。 

この病院でも企画部門の設置を検討するのであれば、ぜひそういった
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(阿部委員長) 

(伊関委員) 

（村山院長） 

(伊関委員) 

(阿部委員長) 

(秋月委員) 

(村山院長) 

(阿部委員長) 

観点から機器購入の予測を立てて購入していくと良いのではないかと思

います。 

伊関委員、どうぞ。 

臨床工学技士は何人いるのでしょうか。 

現在 4人です。 

機器の充実とともに技術も高度化しているので、増員も含めてそのサ

ポート体制の充実も同時に行うことが必要です。結局人員が少ないと、医

師や看護師の負担が増えますので、臨床工学技士等の増員もご検討い

ただければと思います。 

ありがとうございました。 

この高度医療機器の購入計画については、もう少し戦略的な観点から

機器購入を検討するべきという意見と、それをサポートする人材も必要で

はないかというお話がございましたので、今後ご検討をお願いしたいと思

います。 

それでは、この大項目の「医療機器・施設面の充実」についてでござい

ますが、当委員会としてはＡ評価でよろしいでしょうか。 

それでは異議がないようですので、Ａ評価をつけさせていただきます。 

次に、保留となっておりました「患者サービスの向上」についてでござい

ますが、こちらについて委員の皆様からご意見があればお伺いしたいと

思います。 

少しよろしいでしょうか。資料で「患者さん」という表現と「患者」という表

現の 2 つを使われているようですが、これは何か理由があるのでしょう

か。 

院内では「患者さん」と言うように徹底させているのですが、こういう資

料のところで「患者」と呼び捨てにするのはやはり良くないと思っていま

す。また、外来の患者さんからは「患者様」などと言うと仰々しいので言わ

ないようにと指摘されていますので、「患者さん」ということで統一したいと

思います。 

院長がおっしゃるには、「患者さん」で統一したいということでございます
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(富田委員) 

(阿部委員長) 

(村山院長) 

(窪地副院長) 

(伊関委員) 

ので、資料の表現は「患者さん」に統一するということでよろしくお願いい

たします。 

 他に何かご意見はございますでしょうか。 

アンケート結果が時系列的に出ていないので少し分かりにくいのです

が、同じ項目で毎年アンケートを取っていくと、どんな傾向が出てきている

のかということを示していただけると分かりやすいと思います。 

それと、積極的に要望を言ってくる人はいると思いますが、外来に相談

コーナーが見受けられなかったので、患者さんや市民からのいろいろな

要望に応える体制はどうなっているのでしょうか。ホテルにサービス要員

がいるように、病院にもコンシェルジュを置いている病院もあります。置け

ば良いというわけでもないのですが、患者さんからの要望に応える体制

があった方が、将来的にも良いのではないかと思うのです。 

患者さんへのアンケートについて、アンケート内容は同じ項目で毎年実

施し、その結果が改善されているのかどうかという点と、患者さんからの

いろいろな要望に対する体制がどうなっているのかというご質問がありま

したが、これについてはいかがでしょうか。 

患者さんへのアンケートの中心的な部分は、外来では待ち時間と職員

の接遇です。これは、徐々に良くなってきてはおりますが、まだ 100 点満

点はいただけてはいないという状況であります。 

それから、入院患者さんに対しても、職員の接遇や治療内容に対する

アンケートが中心となっています。入院患者さんの場合、病院のハードウ

ェアに関する要望もございますから、ご指摘をいただいても、すぐに改善

できるものと改善できないものがありますので、そこが歯がゆいところです

が、基本的には要望の多いもの、改善ができるものから順番に対応して

いるところでございます。 

苦情や要望の窓口については、総合医療相談窓口というものを設けて

います。表示もされていますので、もう一度確認していただければと思い

ます。2 年半くらい前に窓口を設置し、相談内容についても、毎月連絡会

を開いて検討していますので、その点に関しましては以前よりは改善して

いるのではないかと考えております。 

患者さんへのサービスと同時に重要なのは職員の満足度です。患者満

足度を高めるには、職員の満足度を高めていくことが必要なので、働きや

すい職場や、モチベーションを上げるような仕組みを作って、患者さんと一

緒になって良い医療ができるような環境にしていくことが重要だと考えま
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(阿部委員長) 

(秋月委員) 

(村山院長) 

(秋月委員) 

(阿部委員長) 

(伊関委員) 

す。職員は従業員だから我慢するべきというような感覚でスタッフを見る

と、モチベーションが下がってしまいますから、お互いが尊重し合うような

人間関係を構築することが必要です。 

秋月委員、どうぞ。 

少し重複するかもしれませんが、こちらは患者さんや市民の方々を対

象としたモニター制度は導入していらっしゃるのでしょうか。 

モニター制度はやっておりません。 

アメリカの病院では、必ずモニター制度というのはございますので、私

の病院でもモニター制度を導入して、いろいろな方々のご意見を伺ってお

ります。モニター制度は、病院の PRにもなりますので、ぜひお考えいただ

ければと思います。 

また、コンシェルジュの設置もしているのですが、コンシェルジュという

のは、暴力団関係者などの場合は非常に難しい面もあるのですが、そう

でなければ、非常にプラスだと思います。それと、患者の訴えを聞く専用

のセクションを設けませんと、職員が仕事にならないようなときも出てくる

と思いますので、訴えだけを聞くというようなセクションの活用もお考えに

なっていただければと思います。 

ありがとうございます。患者サービスの面から見て、秋月委員のお話は

大変参考になったと思います。 

「患者サービスの向上」の項目については、平均値による評価では B と

いうことになっているのですが、当委員会でもＢ評価でよろしいでしょう

か。 

それでは、異議がないようですので、当委員会の「患者サービス向上」

の項目の評価はＢということにさせていただきたいと思います。 

評価が保留になっておりました 2 つの大項目についての評価は以上で

ございます。他の大項目については、前回の委員会で既に評価をしてい

ただきましたが、今回資料を修正しておりますので、何かご意見やご助言

等がございましたらお願いしたいと思います。 

伊関委員、どうぞ。 

これは、議事録に残しておかなければならないと思っているのですが、

今回は初期研修医のマッチングがうまくいかなかったと聞いています。こ

れは、収益が上がっていても問題だと思っています。初期研修医が救急
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(阿部委員長) 

(村山院長) 

(阿部委員長) 

(伊関委員) 

を支えている部分もありますし、これ以上研修医が減ると病院の存続自

体にもかかわってきます。誰が悪いとかではないのですが、教育の体制

が不十分だったり、中堅の医師の負担が大きいと研修医が集まらないこ

とがよくあります。これから高齢化が進んできますから、患者さんの数は

増えてきますので、それを受け入れる体制を今までの感覚とは違うレベル

で対応していかないと、収益は上がるけれども、そこで医療崩壊が起きか

ねないと思います。 

研修医が集まりやすい環境を作るには、人事部局や財政部局の理解

と病院の事務職などのリソースを確保することが絶対必要です。ただの精

神論で研修医や医師は確保できないという危機感を持って、ここにいない

人事担当者、財政担当者、行政改革担当者に強く訴えていただきたいと

思います。今回の予算要求や人事要望でもそういう部分に重点的に要求

をしていただいて、場合によっては市長に説明をした上で、必要な投資を

していただきたいと考えています。 

ありがとうございます。 

57 ページに前回の委員の皆様からのご意見が記載されておりますが、

その中で「職員の確保・人材育成と適正配置」に関する意見が一番多い

です。先ほど秋月委員からも市立病院の職員定数条例についてのお話

が出ましたけれども、この点について現状あるいは今後の見通しはどうな

のでしょうか。 

医師の人員につきましては、市の人事部局と交渉してきて、毎年少しず

つ増やしていただいております。90 名の定数に対して現在は 87 名です

が、内科系の医師を中心にして医師確保が非常に難しくなってきておりま

す。先ほどの初期研修医のアンマッチにつきましても、これは最重要課題

と考えまして、この 2週間のうちに現在の1年生と 2年生全員に面接を行

いました。今回のアンマッチの原因も含めて若い人の意見を聞いたとこ

ろ、やはりいくつかの要望が出てきております。どちらかといいますと、研

修の内容というよりは、生活環境のアメニティや給与面での要望があるよ

うです。 

伊関委員、どうぞ。 

アメニティや給与というのは対応可能な内容だと思うので、ぜひこれは

市の関係部局に報告をして、環境を改善することが必要だと思います。初

期研修医確保のための数千万円を惜しんで何億もの損失が出かねない

事案なので、これは議事録に記載していただきたいと思います。こちらの

現場で頑張っている医師の先生方は原因が分かっているのですから、分
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(阿部委員長) 

(秋月委員) 

(麻生理事兼経営部長) 

(秋月委員) 

(伊関委員) 

かっていない人間にその理由を突きつけない限りは状況が変わらないの

が現実です。私は今までこういった委員会でこれだけ厳しい発言をしたこ

とはないのですが、さいたま市の救急や医療全般に対しての危機が訪れ

ようとしているという危機感を持っています。ぜひ市の人事担当者または

財政担当者、行政改革担当者にこのことを伝えていただきたいと思いま

す。 

秋月委員、どうぞ。 

医師を集めるのは、口で言うのは簡単なのですが、非常に難しいという

のが現実です。川崎市の離職率を調べましたら、平成 22 年度に入職した

医師が3年後の平成25年4月1日までの丸3年間で68％離職しており、

看護師の離職率は 30％でした。 

それと、私がお話を聞いていて不思議に思ったのですが、さいたま市で

は、病院全体の定数ではなくて、職種別の定数があるのでしょうか。 

定数につきましては、条例上では病院全体の職員数を規定しているだ

けで、職種別の人員数は内部で決めているという状況でございます。 

川崎市でも以前、医師の定数があると言われていたのですが、病院全

体としての定数があるのであって、医師の定数というものはないのです。

ですから、定数条例を改正するまでの間は、医師の定数はないものと

思って集められた方がよろしいかと思います。埼玉県ほどではないです

が、埼玉県に近い医師不足の県でさえも、医師 1人を採用すると 2,000万

円の繰入金の増加があるという自治体もございますので、そのぐらい伊

関先生がおっしゃられたように医師確保というのは難しく、一番重要な課

題だと思っています。 

以前にも申し上げたことがあったかと思いますが、日本で経営の良い

病院の一つに、香川県の三豊総合病院という病院があります。ここは職

員定数がありません。繰入金の範囲内で自由に人を雇って収益を上げる

というのが一番経営上は効果的なのです。 

また、県立病院でも条例上の定数を多めに設定しています。100 人程

度余裕を持った定数を設定して、採用に自由を持たせる運営をしており、

さいたま市が定数を抑えるような管理をしているのは誤りだと思います。 

今回、収益がこれだけ改善しているのは、定数条例を改正して看護師

を増やしたことが一番大きいのだと思います。医師も同じです。病院の建

替えも検討しているのですから、例えば今の定数よりも 50 人や 100 人多

い人数を設定して、その範囲内で弾力的に採用していく方が良いと思い
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(阿部委員長) 

(冨田委員) 

(阿部委員長) 

ます。 

ありがとうございます。 

病院にとって一番重要な人材確保について、いろいろ貴重なご意見を

いただきました。ぜひ病院のほうでも人事部局等に働きかけて、今日のご

意見を参考にしていただければと思います。 

今、厚生労働省では、雇用の質をテーマにしたプロジェクトが始まって

きています。職員確保に向けては、やはり人数だけではなく、質を上げて

いかなければならないと思うのですが、どうしても公立病院では縛りがあ

って、常勤でないと採用が難しいというのがよく聞くところです。実際には、

9 時から 17 時、1 週間 40 時間勤められる人間ばかりでもありませんし、

特に看護師や女性医師が増えてきますと、週に 3 日勤務の正職員とか、

短時間勤務を活用することで職員の質を確保することを検討しても良い

のではないかと思います。 

また、医師数の件について、私も人数だけ調べてみたのですが、都心

の比較的大きな急性期病院では研修医を含めて 5～600 床ぐらいで 250

人ぐらいの医師がいます。それに比べ、埼玉県や千葉県といった地域に

なると、大体半分くらいの人数しかいません。そういった地域では、かなり

医師の負担が大きくなり、医師が辞めていくという現象が起きます。実

際、千葉県の方でも大きな病院で医師が辞めていく事例が起きています

し、特に外来が多いとその傾向が強いようです。ですから、医師の勤務体

制を固定化せずに、たとえ週 1 回でも 2 回でも歓迎する環境を整えること

で、より多くの医師を集められる体制を考えてほしいと思います。 

救急搬送件数がこれだけ多くて、医師が 87 人しかいないのに上限が

90 人までというと、これで医師が集まるのかなと疑問に思いますし、何人

でも採用するし、どういう働き方でもかまわないという姿勢を見せた方が

良いのではないかという気がします。 

看護師についても、フルタイムの職員だけ集めているのか、フレキシブ

ルな働き方ができるように集めているのか資料に書かれていないので分

かりませんが、人員確保の目標を立てるのであれば、そういった働き方の

自由度を高めることを今後の目標にすることも検討していただければと思

います。 

本当に貴重なご意見がたくさん出たと思います。すぐに実現できない部

分もあろうかと思いますけれども、ぜひ参考にして今後積極的にご検討し

ていただければと思います。 
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②【全体評価】 

(阿部委員長) 

(吉原財務課長) 

それでは、時間の関係もございますので、次に進めさせていただきま

す。最後に全体評価になりますが、事務局のほうで評価案を示していただ

いておりますので、まずそちらのほうのご説明をお願いいたします。 

それでは、全体評価についてご説明させていただきます。 

資料の 64 ページをご覧ください。まず、上段の評価結果につきまして

は、皆様のご意見を基に「概ね中期経営計画のとおり進捗している」とさ

せていただきました。判断理由といたしましては、項目評価において、一

部の取組は目標を達成できなかったものの、概ね計画どおりに取組が進

捗しており、特に医業収益の拡大と材料費等の費用の縮減について高い

評価をいただいた点と、「職員の確保・人材育成と適正配置」の項目でご

指摘いただいたように、市立病院がさらに医療機能を高めていくため、今

後も一層の職員確保と人材育成に努めていくことが重要であるという点を

記載しております。 

下段の評価に当たっての意見につきましては、前回の委員会で全体評

価として各委員の皆様からいただいたご意見を要約して記載しておりま

す。内容としましては、まず秋月委員さんからは「次への投資にこの黒字

を利用できるようにしていただきたいと思う。特に人材確保と質の向上に

尽きるのではないか」とのご意見をいただきました。 

次に、落合委員さんからは「一つの組織というのは、どうしても 6 年ある

いは 7 年くらいで限界に達するものであり、市立病院がさらなる高みを目

指すには、どうしても施設の再整備が必要である。公立病院として診なけ

ればいけない採算の上がらない部分については、市が一定の負担をし、

負担があるからこそ、これだけの経営をするぞという働く人の気概のある

バランスのとれた良い病院になっていっていただきたい」とのご意見をい

ただいております。 

続きまして、伊関委員さんからは「今回の収益増は定数増を行ったこと

が一番大きく影響してきたのだと思われる。高齢化社会を踏まえ、さいた

ま市立病院も一段と飛躍をしていかないと、団塊の世代を中心とした高齢

化に十分対応できない時代がやってくる。そのために、職員定数の自由

化、建物の再整備と必要な投資を与えられた繰入金の範囲内で積極的

に行う必要がある。特に人員の採用と人材育成の予算については重点的

な配分をお願いしたい」とのご意見をいただいております。 

次に、冨田委員さんからは「ＤＰＣ病院は、全体の機能が高まっていか

ないと医療機関別係数が上がらない仕組みになっているため、引き続き

係数を高めるために投資をしていかなければならない。また、高齢化に向

かう中で医療需要が少しずつ変わってくることから、地域医療の未来を見

据えて、選択と集中を少しずつ行っていく必要がある」とのご意見をいた
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(阿部委員長) 

(秋月委員) 

(青木理事) 

(秋月委員) 

だきました。 

最後に、中村委員さんからは「医師の人材確保を行うとともに、施設面

でも患者さんと家族の気持ちも考えた病院経営をしていっていただきた

い。そして、患者さんや家族に対して温かい医療を行えるような公立病院

を目指してもらいたい」とのご意見をいただきました。これらの各委員の皆

様からのご意見を全体評価として資料のとおりにまとめさせていただいて

おります。 

全体評価の説明につきましては以上でございます。 

ありがとうございました。 

この全体評価の案につきまして、もう少しこういう点を追加した方が良

いとか、こういう点を修正した方が良いというようなことがございましたら、

お願いいたします。 

秋月委員、どうぞ。 

以前のあり方検討委員会においても経営形態について議論があった

かと思うのですが、さいたま市としては、今後どのような方向性で動くの

か、もしもお考えが決まっているのでしたら、お教えいただきたいと思いま

す。 

経営形態の話は、以前のあり方検討委員会に審議を行ったところです

が、結論から言いますと、まだ一定の方向性は出ていない状況です。現

在は、市立病院の施設整備の議論が先行して進んでおりまして、その施

設整備の話と経営形態の変更の話が同時に進行してしまいますと、何か

と難しい部分が出てきますので、まず施設整備の議論を進めた後で、経

営形態の話をどうしていくかという議論は出てくるだろうと思います。 

川崎市の場合にはほぼ同時期と言うと語弊があるかもしれませんけれ

ども、病院施設の建替えと経営形態の変更を行いました。私の体験から

お話しますと、地方公営企業法の全部適用が満点な経営形態だとは思っ

ておりません。しかし、満点ではないのですが、設備投資や人材確保など

の面から考えますと、少なくとも一部適用よりは 1 つ進歩した形態なので

はないかという印象を持っております。また、建替えの際には様々な制約

も出てきますから、少しでも自由度の高い経営形態の方が動きやすいの

ではないかと思います。 

もちろん、川崎市とさいたま市ではいろいろな環境の条件が違うという

ことは十分分かっていますけれども、引き続きご検討を進めていただけれ

ばと思っております。 
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(阿部委員長) 

(冨田委員) 

(阿部委員長) 

（吉原財務課長） 

(阿部委員長) 

(伊関委員) 

(吉原財務課長) 

秋月先生、ありがとうございました。 

冨田委員、どうぞ。 

今回資料に追加していただいた貸借対照表や平成25年度上半期の状

況を拝見しますと、数字はすごく良いと思います。職員の皆さんがすごく

頑張っていらっしゃいますし、公立病院ではなかなかこういう貸借対照表

は出てこないと思いますが、少し気になるのがこの経営管理体制の整備

ところです。 

経営管理体制を強化するために組織を見直そうとか、企画部門を設置

しようという取組はとても良いと思うのですが、病院の中での自由度や病

院を中心に考える組織になっていくかどうか、あるいは企画部門を作って

も、2～3 年で異動してしまうというと非常にもったいないと思うのです。 

先日、総務省のアドバイザーとして行ってきた病院では、診療情報管理

士を医療職として採用し、企画部門の一部に医療職として配置しておりま

した。これは、地方公営企業法の一部適用でもできるようです。行政職と

は異なり、異動のない病院の中の頭脳集団として、院内データを確認した

り、経営意識を持って活動していましたので、さいたま市立病院でもそうい

った柔らかい発想で、病院の経営職の配置を今後考えても良いのではな

いかと思います。 

ありがとうございました。 

ただいまの委員の皆様のご意見が出ましたけれども、この全体評価に

追加して記載するような形になりますか。 

今、各委員の方々からいただいたご意見につきましても、後ほど事務

局のほうで案をつくりまして、委員長さんと協議させていただいて、最終的

に確定したいと思います。 

他にご意見等があれば、それも一緒に盛り込むということでございます

ので、まだご意見がある方はいらっしゃいますか。 

意見ではなく、確認になるのですが、この評価はできたものはどこまで

報告されるのでしょうか。行政改革部門に報告して終わりとか、人事部局

が見て終わりというのでは意味がないと思います。要は見るべき人が見

ないと変わらないと思いますので。 

この外部評価につきましては、決裁を市長までとりまして、病院のホー

ムページで平成 24 年度分の評価を公開するという形になります。 
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(伊関委員) 

(吉原財務課長) 

(阿部委員長) 

ぜひ市長にこの外部評価での意見を伝えていただきたいと思います。

ただ議論だけをしたというのでは全く意味がないですし、決裁だけですと、

中を見ていない可能性もあるわけですから、どういう意見があったのかを

1 枚のペーパーでかまいませんので、清水市長に見ていただきたい。外

部委員から意見を求める成果だけは伝えていただきたいと思います。 

市立病院では、中期経営計画に基づく経営状況を定期的に市長に報

告しているのですが、その際には院長や保健福祉局長も同席しておりま

すので、そういった機会を活用して、外部評価の結果についても説明して

いきたいと思っております。 

ありがとうございました。 

直接市長に経営評価委員会の意見を説明するということは大事なこと

だと考えますので、ぜひそれはお願いしたいと思います。 

それでは、この全体評価の評価結果についてはこれでよろしいでしょう

か。 

異議がないようですので、評価結果はこちらで確定したいと思います。

またご意見等につきましては、後ほど事務局でまとめさせていただきま

す。 

3 その他 

（阿部委員長） 

（吉原財務課長） 

それでは、最後になりますが、事務局から何かございますか。 

 本日は、長時間に渡り、ご議論をいただきまして誠にありがとうございま

した。本日、各委員さんからご評価いただいた平成 24 年度の評価結果で

ございますが、先ほど各委員の皆様からさまざまなご意見をいただいてお

りますので、後日事務局で案を作成しまして、阿部委員長と調整させてい

ただいた上で確定したものを各委員の皆様にお配りさせていただきたいと

思います。 

また、次回の委員会につきましては、平成 25 年度の評価ということで、

来年度となる予定です。委員の皆様の任期につきましては今年度までと

なっておりますが、事務局といたしましては、委員の皆様に引き続き、来

年度以降も委員の継続をお願いしたいと考えております。後日、委員の

皆様のご意向をお伺いしたいと思いますので、何卒ご協力をお願いしま

す。 
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4 閉会 

(阿部委員長) 

(村山院長) 

(阿部委員長) 

ありがとうございました。 

本日のこの審議はこれで全て終了いたします。 

最後に、村山院長のほうからご挨拶があるそうですので、よろしくお願

いします。 

院長の村山です。委員の皆様におかれましては、お忙しいところを長時

間にわたり、委員会にご参加いただきまして、誠にありがとうございまし

た。 

中期経営計画の達成状況に対する評価につきましては、今年度が初

めての議論となりましたが、委員の皆様から貴重なご意見をいただくこと

ができまして、大変勉強になりました。当院としましては、今後、委員の皆

様からいただいたご意見を中期経営計画の進行管理に積極的に活用し、

地域の基幹病院として、より一層充実した診療が行えるよう努力していき

たいと思いますので、引き続き委員の皆様方のご支援、ご協力をよろしく

お願い申し上げたいと思います。 

簡単ではございますが、私からの御礼のご挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。 

それでは、予定よりも若干早めではございますが、本日の委員会を閉

会させていただきます。 

ご協力ありがとうございました。 


