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第 10 回さいたま市立病院経営評価委員会議事録 

日時 平成 28 年８月 18 日（木） 14 時～16 時 

場所 さいたま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 水谷委員長 

ＮＴＴ東日本関東病院名誉院長・東京医療保健大学学事顧問 落合委員 

独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター院長 細田委員 

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 

さいたま市自治会連合会副会長 星野委員 

傍聴者 ０人 

事務局 藤原保健福祉局長、青木保健福祉局理事 

市立病院 

窪地院長、堀之内副院長、小山副院長、小川副院長兼看護部長 

市立病院経営部 

志村理事兼経営部長 

（庶務課）大沢参事兼課長、田中病院施設整備室長、渋谷課長補佐

兼施設管理係長、越田総務係長、今井主任、坪井主事、横幕主事 

（財務課）波田野課長、竹内財務企画係長、大久保主査、池野主事、

永野主事、佐久間主事 

（医事課）貝吹課長、三上課長補佐兼医療相談係長 

市立病院診療部  

（薬剤科）永堀科長 

会議次第 １ 開 会 

２ 議 事 

  （１）中期経営計画の達成状況に対する評価について 

  （２）新中期経営計画の骨子案について 

３ その他 

４ 閉 会 

配付資料 ・第 10 回さいたま市立病院経営評価委員会次第 

・配席図 

・資料１   さいたま市立病院中期経営計画の達成状況に対する評

価について【平成 27 年度評価案】 

・資料２   評価方法の見直しについて 

・資料３   現行計画における取組の扱いについて 

・資料４   さいたま市立病院中期経営計画 骨子案 

・資料５   さいたま市立病院中期経営計画 取組案 

・資料５－１ さいたま市立病院中期経営計画 取組案 

（H27 年度実績・H28 年度目標あり） 
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・参考資料 市立病院の患者概況 

１ 開会 

波田野財務課長 それでは、定刻となりましたので、ただ今から第 10回さいたま市立病院

経営評価委員会を始めさせていただきます。本日はお忙しい中、また、天

候の悪い中、当委員会にご出席をいただき誠にありがとうございます。本

日の司会を務めさせていただきます市立病院財務課長の波田野でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

始めに資料の確認をさせていただきます。始めにお配りいたしました資

料ですけれども、委員会の「次第」、「委員名簿」、「配席図」、資料１としま

して、「さいたま市立病院中期経営計画の達成に対する評価について【平

成 27 年度評価案】」、資料２といたしまして、「評価方法の見直しについ

て」、資料３といたしまして、「現行計画における取組の扱いについて」、資

料４として、「さいたま市立病院中期経営計画骨子案」、資料５といたしま

して、「さいたま市立病院中期経営計画取組案」となっております。なお、

本日お配りした資料につきましては、資料５－１といたしまして、資料５に

平成27年度の実績と平成28年度の目標を加えたものをお配りしておりま

す。それとともに、前回、落合委員よりご要望のありました地区別の患者

数につきまして、市立病院の患者概況として参考資料をお配りしておりま

す。資料は以上となりますが、不足のある方はいらっしゃいますか。 

それでは、議事に入りたいと思いますが、その前に委員の皆様にご了

解をいただきたいことがございます。さいたま市立病院経営評価委員会設

置要綱第７条に基づきまして、会議は原則公開となっております。公開と

なりますと、本日の会議録、会議資料などにつきまして各区役所の情報公

開コーナーや市のホームページなどで市民の閲覧に供されることとなりま

す。なお、委員の皆様の過半数の同意があった場合には非公開とするこ

ともできますが、本日の会議は公開ということでよろしいでしょうか。 

それでは本日の会議は公開とさせていただきます。なお本日、傍聴者

の方はいらっしゃいません。また本委員会の開催風景を撮影させていた

だくことがございますので、ご了承ください。それでは議事に入らせていた

だきますので、水谷委員長どうぞよろしくお願いいたします。 

２ 議事 

(1)中期経営計画

の達成状況に対

する評価につい

て 

水谷委員長 それでは、ただ今から第 10 回さいたま市立病院経営評価委員会を始

めさせていただきます。委員の先生方にはご多忙のところ、委員会にご出

席いただきありがとうございます。今日は、先ほどお話がありましたよう

に、突然の雨の中大変だったかと思いますが、出席ありがとうございま
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波田野財務課長

す。 

本日は議事が２つございます。１つ目が、前回に引き続きまして、「中期

経営計画の達成状況に対する評価について」です。２つ目が、「新中期経

営計画の骨子案について」となっております。皆様におかれましては、議

事進行にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

それでは、次第をご覧ください。議事（１）として、中期経営計画の達成

状況に対する評価について、となっております。前回の各委員の皆様から

のご意見について、事務局の方で資料にまとめたとのことですので、その

説明をお願いいたします。 

それでは、前回の委員会における委員の皆様のご意見につきまして、

事務局よりご説明いたします。 

まず、評価の修正につきまして、ご説明いたします。 

資料１「さいたま市立病院中期経営計画の達成状況に対する評価につ

いて（平成 27 年度評価案）」の 33 ページをお願いいたします。 

上段になりますが、大項目「費用縮減に関する取組」につきまして、「平

均値による評価」は、病院評価として「A」評価でしたが、前回の委員会で

委員の皆様から、後発医薬品の採用比率については、一般の病院に求

められている基準に達しておらず、c 評価と判断し、大項目評価における

費用縮減に関する取組は「B」評価とする。とのご意見がありましたので、

「評価委員会の評価」は「A」評価から「B」評価といたします。その理由で

すが、右側の欄に記載しております。 

続きまして、資料 38 ページをお願いいたします。 

大項目「経営管理体制の整備」ですが、「平均値による評価」は「B」評

価、「評価員会の評価」につきましても「B」評価のままとなっておりますけ

れども、39 ページの「組織の見直し」、40 ページの「企画部門の設置」の２

項目につきましては、検討が進んでいないとのことから c 評価と判断する

とのご意見がありましたので、その旨を右側に記載しております。 

続きまして、始めに戻っていただきたいのですが、資料の表紙を１枚お

めくりいただき「項目評価一覧」をご覧ください。 

こちらの「外部評価」ですが、こちらには委員会の評価を記載しておりま

す。 

変更があった項目ですけれども、今申し上げました、大項目「⑥費用縮

減に関する取組」につきましては、説明したとおり「平均値による評価」は

「A」評価ですけれども、外部評価につきましては「B」評価としております。 

なお、これ以外の大項目につきましては、変更はございません。 

なお、小項目ごとの「内部評価」につきましては、市立病院の評価であ

りますので、修正はしておりませんのでご了承いただきたいと思います。 

以上が評価の修正に関する説明となります。 

続きまして、50 ページをご覧ください。 
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こちらは、前回の委員会で委員の皆様からいただきました項目評価に

おける主なご意見をまとめたものでございます。 

まず、「①医療機能・施設面の充実」につきましては、立体駐車場の整

備と北宿通りの交通渋滞緩和との関連性、災害地派遣及びその体制整

備の必要性、備蓄食料の前倒し、救命救急センターの設置における職員

の前倒し採用の留意、施設整備に関する救急を担う医師グループへの意

見確認、救命救急センターの方向性の明示、地方公営企業法の全部適

用への経営形態の移行による意思決定の迅速化、事務職員の能力向

上、また、新病院の開院に向けた病床利用率の向上の必要性などについ

てご意見をいただきました。 

次に、「②患者サービスの向上」につきましては、市民公開講座の開催

場所の拡大、ホームページのデータ更新、患者以外の市民に対するアン

ケートの実施、アンケート結果を踏まえた改善策の実施などのご意見をい

ただきました。 

続きまして、51 ページになりますが、「③病診連携の強化」、こちらに

は、産科セミオープンシステムの継続、地域医療支援病院の承認に向け

た職員増などの戦略的な取組、また、患者数の増加に向けた地域医療連

携室の充実などについてのご意見がございました。 

次に、資料52ページになりますが、「④業務改善に関する取組」、こちら

では、ＳＰＤ業者の専門的な技術や知識の活用についてご意見をいただ

きました。 

次に、「⑤収益確保に向けた取組」、こちらは総合入院体制加算Ⅰの取

得に向けた体制整備、DPC 機能評価係数Ⅱの後発医薬品係数の向上及

び係数を意識した経営の必要性、また、適正な診療報酬の請求などにつ

いてのご意見をいただきました。 

次に、「⑥費用縮減の取組」につきましては、薬品の値引き率に対して

は評価をいただきましたが、後発医薬品の採用比率につきまして、一般の

病院に求められている基準に達しておらず、費用削減ではなく、収益確保

の取組として整理して積極的に取り組んでいくべきだとのご意見をいただ

いております。 

次に、「⑦経営管理体制の整備」、こちらにつきましては、企画部門の

設置、地方公営企業法の全部適用への経営形態の移行、事務職員の適

正配置、病院経営職の創設、外部人材の招へいの充実、情報の管理体

制の充実などのご意見を頂戴しました。 

次に、資料53ページになりますが、「⑧職員の確保・人材育成と適正配

置」、こちらにつきましては、BLS や ACLS の有無、当直可能な技量の有

無、指導医の要否など、能力・技能の評価方法について医療の質という

観点から検討するべきとのご意見をいただいております。 

なお、こちらの53ページで資料の修正がございます。BLSの説明が（※
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水谷委員長 

伊関委員 

１）となっておりますが、こちら（※２）となります。同様に、ACLS の説明（※

２）が（※３）となっております。 

続きまして、54 ページをご覧ください。 

収支計画の達成状況でございますが、こちら、右下の枠の中でござい

ますが、こちらは主なご意見を記載しております。 

内容といたしましては、ハイケアユニットの４床増床などを行い、質の高

い医療の提供に努め、入院患者一人一日当たり収入が伸びたとの評価

をいただいたほか、新病院建設を踏まえ、現預金をさらに手厚くする必要

がある、また、目標値を高めに設定し、医業収益を重視した経営を行う必

要がある、新病院建設の際は可能な限り起債額を抑制することが重要で

あるなどとのご助言をいただいております。 

各委員の皆様方のご意見につきましての説明は以上となります。 

ありがとうございました。 

ただ今、事務局の方から、前回の委員会における委員の先生方からの

ご意見と項目評価、収支計画・主要経営指標の達成状況について、それ

ぞれ記載したとの説明がありました。 

説明が早目に進んだので、少し目が追いつかない部分もありましたが、

何かご質問、ご意見などがありましたらお願いします。 

伊関先生。 

50 ページの主な意見で、私が発言したと思うのですけれど、間違いが

ありました。救命救急センターの設置前に職員の前倒し採用を過剰に行

い、病院収益が非常に厳しくなっている病院がある。これは、私は平塚市

民病院の委員をやっているのですけれど、そのように事務から聞いていた

のですが、院長先生に聞いたら全然違っていて、人事が充分に採用をし

なかったため、逆に収益が上がらなくて赤字になっているという真逆の話

でした。採用をしていないのではという話をしたら、院長先生がその通りだ

という話になったので、ここのところは修正してもらいたいのですけれど、

救命救急センターの設置前に職員を充分に採用しないために収益が上

がらず、という形で。これを見て人事が、救命救急センター設置前だから

職員を採用しないという、定数を抑制する可能性があるので。実際の例で

は、それとは全く違う話なので。前倒しで、どんどん取れる加算は取るし、

積極的に採用していくということが王道だと思います。 

あと、52 ページに追加していただければありがたいのですけれど、機能

評価係数の話をさせていただいたのですけれど、できればDPCのⅡ群病

院を目指すということは重要だと思います。前回は、後発医薬品の話が中

心になって低いという話だったのですけれど、やはり DPC のⅡ群病院を

目指すための医療提供機能の向上を目指してほしいということが一番の

ポイントだと思います。要は、ＡとかＢとかではないのですよ。DPC でⅡ群

を取れるか。その中で調整係数のⅡをいかに取るか。入院総合体制加算
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水谷委員長 

波田野財務課長

のような加算をしっかり取れるかどうかが病院経営にはひたすら必要で、

そのために人をどうやって雇うとか、そういう戦略的な思考を持つことが大

事で、事務の人に言いたいのだけれど、Ａをいくつ取ろうとお金にならない

ですから。医療提供の質を上げて、収益改善をしていくことが経営改善で

すから、その意識は持っていただきたいと思います。以上です。 

他にございますか。伊関先生から貴重なご意見ありがとうございまし

た。一部修正もありましたけれど、全体といたしましては、評価等はこのま

までよろしいかなということで、あとは伊関先生からお話しいただいたもの

につきましてはぜひ追加していただきたいと思います。 

それでは、全体評価になりますが、前回の委員会での各委員からのご

意見を基に事務局の方で評価案を示していただいておりますので、事務

局から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いたします。 

引き続き、資料１の 58 ページをご覧ください。 

まず、上段太字の評価結果につきましては、委員の皆様のご意見を基

に事務局の方で案を作成いたしまして、「概ね計画どおり進捗している

が、超高齢社会に対応するため、更に医療提供体制を整備するとともに、

市が病院経営に対して理解を示し、病院と一体となって経営改善に取り

組む必要がある。そして、早期に企画部門を設置したうえで、地方公営企

業法の全部適用へ経営形態を移行し、事務職の充実を図り、長期的ビジ

ョンを持った戦略的な経営を行うべきである。」とさせていただきました。 

判断理由につきましては、太字の下に記載しておりますけれども、職員

数の増加により職員給与費などの費用が前年度から増加したものの、各

取組の推進により、入院収益及び外来収益の増加並びに材料費の縮減

などの成果が見られ、概ね計画どおりに達成できたものとしております。 

しかしながら、今後は、超高齢社会に対応するため、急性期医療に加

え、増加が見込まれる疾病等に対応できるよう医療提供体制を整備する

とともに、市が病院経営に対して理解を示し、病院と一体となって経営改

善に取り組むことが必要であり、早期に企画部門を設置したうえで、地方

公営企業法の全部適用へ経営形態を移行し、事務職の充実を図り、長期

的ビジョンを持った戦略的な経営を行うことが望まれるとしております。 

次に、その下の枠の中ですが、前回の委員会で全体評価といたしまし

て委員の皆様からいただきましたご意見を要約して記載しております。 

内容といたしましては、「収支において非常に努力しており評価できる。

今後は、患者一人一日当たり収入をさらに伸ばしてほしい。」とのご意見

がありました。 

次に、「超高齢社会に対応するため、急性期医療に加え、増加が見込

まれる疾病等に対応できるよう医療提供体制を整備する必要がある。」と

のご意見がございました。 
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水谷委員長 

伊関委員 

水谷委員長 

また、「市は、市立病院に対する補助金を増やし、地域の人口増加に伴

う患者数の増加に対応していくべきである。」。 

また、「市立病院の事務職員は一生懸命に業務を行っているが、そのこ

とが市の本庁に伝わっていない。本庁が病院経営に対して理解を示し、

病院と一体となって経営改善に取り組むべきである。」とのご意見をいた

だきました。 

最後に、「民間と比較しても経営指標が非常によく、自己資本比率も高

い。今後は、早期に企画部門を設置したうえで、地方公営企業法の全部

適用へ経営形態を移行し、事務職、経営職の充実を図り、長期的ビジョン

を持った戦略的な経営を行うべきである。」とのご意見をいただいておりま

す。 

このような委員の皆様からのご意見を基に、資料上段に記載のとおり、

全体評価としてまとめさせていただいております。 

全体評価の説明は以上です。 

ありがとうございました。 

全体評価ですけれど、２つ欄がありまして、上段の太文字のところは評

価結果とその下に説明があります。 

さらに、その下の枠には委員の皆様からの主な意見が記載されており

ますけれど、皆様のご意見はございますか。 

伊関先生。 

58 ページの他の委員さんの発言だと思うのですけれど、「市は市立病

院に対する補助金を」とありますが、繰入金の方が正しいのかなと。補助

金というと削減したいという発想になる方がいらっしゃいますので。 

それと、順番を少し変えるべきかと思います。地域の人口増加に伴うと

いうところに、将来のということを付けてほしいのですけれど、将来の地域

の人口増加に伴う患者数の増加に対応するため、市は、市立病院に対す

る繰入金を増やすべきであると。要は、繰入金というのは今の経営の状

況で決まってしまう訳です。ただ、10 年後には第１次ベビーブーム世代が

後期高齢者になってくる。いわゆるパンクをすることが確実な状態なの

で、10 年後を見越して、その準備として繰入金を入れて医療提供体制を

強化しておくことが必要なのです。繰入金ルールは、過去の経営状況に

合わせた繰入金なので、黙っていると増えないのです。10年後を意識した

繰入金を出すようなルール作りも検討することが必要なのです。そうでな

いと一向に10億そこそこの繰入金から、あと５年間は一切増えません。だ

けれども、５年後にいきなり、団塊世代が70歳になってきて医療需要が急

激に増えてきてパンクするのです。５年先、10 年先の準備のための繰入

金増を戦略的に行うということが、さいたま市にとってものすごく必要なの

で、その辺のトーンを是非盛り込んでいただければと思います。 

伊関先生がおっしゃるように、この先があるから入れなければいけない
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冨田委員 

水谷委員長 

波田野財務課長

水谷委員長 

(2)新中期経営計

画の骨子案につ

いて 

水谷委員長 

波田野財務課長

ということの方が筋が通っていると私は思いますが、他の委員の先生方

はいかがでしょうか。よろしいようなので、文言を書き直していただいた方

が我々の意思がよく伝わると思いますので、よろしくお願いいたします。 

他にございますでしょうか。 

冨田先生。 

上段の下の方で、しかしながら、から始まるところなのですが、市が病

院経営に対して理解を示し、病院と一体となって経営改善に取り組むの

後に、早期に企画部門を設置したうえで、地方公営企業の全部適用へ経

営形態を移行し、と書いてあります。経営形態を移行して全部適用になっ

て良くなったところもあれば、そうでもないところもあるので、私はその辺を

危惧したのですけれども。企画部門を設置して経営の強化を図りというニ

ュアンスを入れてほしいかなと思いました。何故かと言いますと、私もあち

こちに行っている中で、全部適用になったり、独法になったり、指定管理者

になって、経営形態が変わったら経営改善になると思い込んでいるところ

が結構ありますので、形が変わればいい訳ではありませんので、企画部

門を設置し経営強化に努めという形で。全部適用になっても、今の院長先

生は非常に経営感覚のあるお方だと思うのですけれど、そうでない場合

には暴走するような可能性のある病院もありますので。ですから、企画部

門を設置し、この評価委員会は独法に近い形だと思うのですけれど、こう

いった形の評価体制を入れて経営を強化してという部分で経営強化という

ニュアンスに変えていただいた方が相応しいのではないかと思います。 

今の先生の言葉でよろしいでしょうか。早期に企画部門を設置したうえ

で経営体制の強化を図り、地方公営企業法の全部適用へと繋いでしまっ

て、事務局はよろしいですか。 

はい。承知しました。 

他にはございますか。 

全体の評価としては、よろしいでしょうか。細かないくつかのところを直

したうえでもう少し良いものができると思いますので、その様にしていただ

けたらと思います。全体評価としては、ここまでといたします。 

それでは次に、議事（２）新中期経営計画の骨子案について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

それでは、議事（２）の新中期経営計画の骨子案について、説明いたし

ます。 

資料２「評価方法の見直しについて」の１ページをご覧ください。 

「１．現状の評価方法と問題点」ですが、現状の評価方法につきまして
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は、小項目で設定しております目標の達成度に応じて評価を行い、点数

化し、その平均値をもとに大項目ごとに病院評価を行う仕組みとしてなっ

ております。 

ただ、この方法ですと、小項目ごとに取組の重要度や難易度が異なる

場合でも、単純に小項目評価の点数の平均値が大項目評価となってしま

いまして、評価結果に対して違和感ですとか不公平感があるということ

は、これまでもご指摘をいただいているところでございます。 

その具体例を資料１ページ下段の評価イメージですが、小項目最上段

の「医業収益の増収額」の評価が a７点、１番下の「広告料収入等の拡大

による医業外収益の確保」の評価が c となっておりまして、こちらの１番目

から６番目までの小項目の合計点が30点、６項目ですので5.0点となりま

して、大項目評価はＢとなっております。この場合、重要度や難易度の高

いと考えられます「医業収益の増収額」、こちらが目標を達しまして、a 評

価７点なっておりますけれども、６番目の「広告料収入等の拡大による医

業外収益の確保」、こちらの評価が c 評価１点となっておりまして、大項目

の評価は結果的にＢ評価となってしまっています。 

これを改善するということで、２ページ「２．評価方法の見直し案」です

が、こちらは、各取組の重要度、難易度を考慮した評価ウエイトをＡ

（100％）、Ｂ（70％）、Ｃ（30％）とあらかじめ設定しておきまして、大項目評

価の際にこれを反映させる仕組みを見直し案として提示させていただきま

した。中段にその評価イメージといたしまして、前ページと同様の例を挙げ

ております。例えば、評価ウエイトＡであれば 100％でございますので、小

項目評価 aは７点のままでありまして、評価ウエイトがＣの場合は、30％と

なりますので、小項目評価が cの場合は１点掛ける 30％で 0.3 点となりま

す。こちらの例では、小項目評価の合計は 21.6 点となりまして、満点が左

下の欄にありますけれども、合計が 36.0 満点ですので、36.0 分の 21.6 で

60％となりまして、大項目評価はＡとなります。この評価の仕組みを取り入

れることによりまして、重要度や難易度がより高いと思われます「医業収

益の増収額」の目標達成が、大項目評価において適切に評価されまし

て、現状の評価方法よりも実態に即したものになると考えております。 

この評価方法につきましては、今回策定いたします 29 年度からの新中

期経営計画の取組から提案をさせていただきたいと思います。 

続きまして、資料３「現行計画における取組の扱いについて」をお願い

いたします。 

こちらの資料は、現行計画の各取組が新計画ではどのように取り扱わ

れるか、更新、変更、削除の３つの区分にしまして示したものでございま

す。 

まず、削除項目につきまして、ご説明いたします。 

グレーの欄になりますが、大項目①「医療機能・施設面の充実」の「ア
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施設整備の推進」のうち、「エネルギーセンターの更新」及び「託児棟の整

備」、こちらにつきましては、平成 28 年度に完了したことから、削除として

おります。 

同項目の「エ 災害拠点病院としての体制整備のうち、「食料の備蓄」に

つきましては、失礼ではございますけれども、対応の優先度を考慮いたし

まして、今回は削除としております。 

続いて、大項目②「利用者サービスの向上」、「エ がんサロンの運営支

援」につきましても同様に削除としております。 

続きまして、裏のページになりますが、大項目④「業務改善に関する取

組」の「ウ 医療安全に関する取組の更なる強化」のうち、「インシデントレ

ポートの公益財団法人医療機能評価機構への報告」及び「エ 環境に配

慮した業務運営」のうち、「廃棄物量」につきましても同様に削除としており

ます。 

続きまして、大項目⑤「収益確保に向けた取組」、「エ 使用料及び手数

料等の見直し」の「使用料及び手数料等の見直し」と「行政財産の貸付」

並びに「オ 広告料収入の検討」、「広告料収入等の拡大による医業外収

益の確保」につきましても、今回は削除としております。 

続きまして、大項目⑦「経営管理体制の整備」の「ア 病院事業を外部

から評価する仕組みづくり」の「院内経営会議及び外部評価組織」につき

ましては、既に体制が整っておりまして、今後も当然に実施するものであ

るため、削除といたしました。また、「ウ コンプライアンスの確保」、「研修

の開催」につきましては、対応優先度を考慮しまして、今回、削除としてお

ります。 

大項目⑧「職員の確保・人材育成と適正配置」の「ウ 院内保育定員の

見直し」につきましては、こちらも同様に削除といたしております。 

続きまして、削除項目以外の区分ですが、「更新」につきましては、新計

画にそのまま引き継いだ取組、「変更」につきましては、項目の分類や目

標指標等を変更したうえで新計画に引き継いだ取組となっております。  

なお、詳細につきましては、上の枠の右から２番目ですが、「新計画対

応 No.」及び「備考」と、後ほど説明いたします資料５「さいたま市立病院中

期経営計画 取組案」とを照らし合わせて確認いただければと思います。 

続きまして、資料４「さいたま市立病院中期経営計画 骨子案」をお願い

いたします。 

なお、本日は、全体構成及び現行の計画から大きく変更、または追加し

た内容につきまして、説明の方をさせていただきます。 

それでは資料１ページをご覧ください。 

１ページは、「１．本計画について」の「（１）策定の趣旨」について、今

後、高齢者人口の増加や各種医療政策の施行をはじめとして、市立病院

を取り巻く医療環境は大きく変化することが予想されます。こういった環境
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変化の中で、今後も市立病院が地域から求められる病院として存続し、継

続的かつ発展的な医療サービスを提供していくためには、地域の基幹病

院として地域医療における中核的な役割を担いつつ、健全な経営基盤の

確立を図ることが求められています。よって本計画は、市立病院の役割や

目指すべき方向性を掲げるとともに、その実現に必要な施策を定めるも

のとして策定をいたします。 

２ページをご覧ください。 

「（２）位置付け」ですけれども、本計画は、現行計画の後継プランとして

策定するとともに、総務省の「新公立病院改革ガイドライン」に基づき策定

を求められております「新公立病院改革プラン」としても位置付け、市立病

院の中期的な経営の方向性を示すものでございます。 

「（３）対象期間」ですが、「新公立病院改革ガイドライン」で示されており

ます計画期間を考慮して、平成 29 年４月１日から平成 33 年３月 31 日ま

での４年間といたします。 

次に、「２．市立病院を取り巻く環境」の「（１）国内における将来の人口

動態及び社会保障費の見込み」につきましては、①将来の人口推計で

は、高齢者人口及びその比率の増加が見込まれることを記載しておりま

す。 

続きまして、資料３ページをご覧ください。 

「②社会保障費の見込み」につきましては、高齢者人口の増加に伴い、

社会保障費、特に医療給付費の大幅な増加が見込まれることを記載して

おります。 

次に、「（２）国の医療制度改革」の①2025 年モデルに関してですが、将

来的な高齢者人口の増加及び社会保障費の増加に対処すべく、政府は

2025 年における医療提供体制のあり方、いわゆる「2025 年モデル」を示

し、病床の機能分化と再編の考え方を明らかにしております。 

４ページの図４「2025 年モデルに基づく機能別病床数の再編イメージ」

にあるとおり、「高度急性期及び急性期領域の病床数の絞り込み」や「回

復期領域の病床数の整備」、「在宅医療への移行」等を推進する方針が

示されております。 

続きまして、「②地域医療構想」ですけれども、「2025 年モデル」の実現

に向けて、平成 26 年度から開始されました病床機能報告制度の報告結

果を基に、各都道府県では地域単位で必要な医療・介護ニーズを把握し

たうえで、地域の将来の医療提供体制に関する構想を策定し、各地域の

医療提供体制の将来の目指すべき姿を明らかにすることが求められてお

ります。 

次に、「③診療報酬改定の動向」ですけれども、５ページの図５「診療報

酬改定率の推移」のとおり、改定率としては長年厳しい状況が続いており

ます。 
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また、2025 年モデルの構築に向けた医療施策は、診療報酬改定の内

容にも反映されております。５ページ中段の図６「平成28年度診療報酬改

定内容」のとおり、７対１入院基本料等の算定項目に対しては、算定要件

の厳格化、地域包括ケア病棟入院料等の回復期領域に関連する算定項

目に対しては、算定要件の緩和が図られています。   

診療報酬におきましては、「社会保障費の抑制を図るためのマイナス改

定」、そして、「2025 年モデルの実現に向けた算定要件の見直し」という２

つの側面で施策が展開されている状況と言えます。 

続きまして、「④新公立病院改革プラン」ですが、平成19年12月に総務

省により示されました「公立病院改革ガイドライン」に基づき、病院を設置

する地方公共団体は「公立病院改革プラン」を策定いたしました。 

しかしながら、平成 22 年度以降、経常損益ベースで赤字を計上してい

る公立病院の施設数は増加傾向にありまして、市立病院が属する 500 床

以上の施設群におきましても一貫して増加しております。 

そこで総務省は平成 27 年３月に「新公立病院改革ガイドライン」を示し

まして、病院を設置する地方公共団体に「新公立病院改革プラン」を策定

するよう求めました。このプランの中では、前回のガイドラインで示されま

した３つの視点に加え、「地域医療構想を踏まえた役割の明確化」という

視点が加えられており、今後、公立病院に対しましては、経営改善を図る

とともに、その前提として「地域医療の充実を図るために病院が主体的に

自らの果たす役割」を明確にすることが求められております。 

続きまして、７ページをお願いします。 

「（３）さいたま保健医療圏の状況」、「①市内の医療需要の急激な増加

と変化」につきましては、さいたま市内の人口動態につきまして記載してお

ります。さいたま市におきましても、冒頭で説明いたしました国内の傾向と

同様に、高齢者人口、また、その比率が増加することが見込まれておりま

す。 

続きまして、さいたま市における疾病別入院患者数の推計を示しており

ます。 

平成37年までに、入院患者総数は、図10「市における疾病別入院患者

数の推計」の１番右下に数字がありますが、22.8％の増加が見込まれて

おります。特に循環器系、精神、新生物、呼吸器等の疾病患者が増加す

ることが見込まれます。 

続きまして、９ページをお願いいたします。 

さいたま市における疾病別外来患者数の推計を示しております。 

平成37年までに、外来患者総数は、図11「市における疾病別外来患者

数の推計」の１番右下にありますが、9.3％の増加が見込まれておりまし

て、特に筋骨格系、循環器系等の疾病患者が増加することが見込まれて

おります。 
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続きまして、10 ページをお願いいたします。 

「②市内の医療供給の不足」、こちらは、図 12「市における医療供給状

況」が示すとおり、当市における人口10万人当たりの病院数、病床数、病

床 100 床当たりの医師数、看護師数は、全国平均と比較いたしまして、非

常に少ない状況でございます。 

次に、「３．市立病院の現状」ですが、「（１）理念及び基本方針」と「（２）

施設概要」、次のページになりますけれども、こちらにつきましては、現行

計画から大きな変更はありませんので、説明は割愛させていただきます。

それでは、12 ページをお願いいたします。 

（３）市立病院が果たしている役割、こちらの「①患者受診割合」につき

ましては、市内DPC対象病院における市立病院の退院患者数シェアにつ

いて記載をしております。 

図 13「市内DPC対象病院における市立病院の退院患者数シェア」に示

すとおり、平成 26 年度の市立病院の退院患者数シェアは、約 18.4％とな

っておりまして、前年度、前々年度も、ほぼ同水準で推移をしております。

「③救急医療」ですが、さいたま市消防局が搬送しました救急車の受入

状況につきまして記載しており、市立病院は年間 6,000 件前後の救急搬

送を受け入れております。 

続きまして、14 ページになります。 

「（４）市立病院の経営状況の推移」について、市立病院では平成 16 年

度以降、経常黒字を継続しております。しかしながら、平成 26 年度以降、

経常収益は着実に増加しているものの、職員給与費等も増加傾向にある

ため、経常損益は横ばいとなっています。これは、新病院の開院に向けま

した新たな費用の発生の影響によるものもございます。経営の安定化を

図るために、今後は、さらに収益確保に向けて取組を行っていく必要があ

ります。 

続きまして、15 ページをお願いします。 

下段の図 17「経営状況・稼働状況比較」につきましては、診療体制、規

模が類似する病院と経営状況及び稼働状況について比較したものでござ

います。経常損益は比較対象病院の平均値を大きく上回っておりますが、

入院関連及び外来関連の各種稼働指標は、平均値を下回っている状況

でございます。 

なお、こちらの表ですが、一番左が貴院となっておりますが、こちらは、

さいたま市立病院でございます。 

続きまして、16 ページをお願いいたします。 

「（５）さいたま市立病院経営評価委員会の意見」、こちらは、一部では

ありますが、前回の委員会で委員の皆様からいただいた主要なご意見を

掲載しております。皆様からのご意見を充分に踏まえまして、引き続き本

計画の策定及び取組の実行を進めてまいりたいと考えております。 
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続きまして、17 ページをお願します。 

「（６）市立病院施設整備」に関しましては、新病院の内容なのですが、

前回の委員会で説明をさせていただきましたので、割愛をさせていただき

ます。 

18 ページの下になりますが、「４．市立病院の課題」になります。これま

で説明してまいりました「市立病院を取り巻く環境」ですとか、「市立病院

の現状」を踏まえまして、課題を記載しております。19 ページに 10 項目ご

ざいますけれども、詳細説明は割愛させていただきますが、急性期医療を

はじめとする医療サービスの充実を図っていくために、施設設備や職員の

確保を一層推進していくこと、また、経営改善の取組を進めるとともに、経

営管理機能の強化を図っていくことを主旨としまして課題を挙げておりま

す。 

続きまして、20 ページをお願いいたします。 

「５．市立病院の目指すべき方向性とその実現に向けた取組」、こちら

につきましては資料５で説明をさせていただきますので、説明を省略させ

ていただきます。 

22 ページをお願いいたします。 

「６．経営形態について」、「（１）経営形態に関する検討経緯」につきまし

ては、現行計画と同様の内容を記載しておりますけれども、「（２）経営形

態の方向性」につきましては、現在、「調整中」とさせていただいておりま

す。これまでのあり方検討委員会の意向を踏まえまして、地方公営企業

法の全部適用への移行におけますメリット、デメリット、新たに必要となる

事務等について検討を始めておりまして、次回までには方向性を含めまし

て、ご説明をさせていただきたいと考えております。 

次に、「７．収支計画について」、次のページになりますが、「８．計画の

進捗管理について」につきましては、現在作成中でございますので、次の

委員会で説明をさせていただきます。 

続きまして、資料５をお願いいたします。 

資料５につきましては、中期経営計画の取組案ということで、本日お配

りした５－１は、資料５の内容に平成27年度の実績と平成28年度の目標

の数値等を加えたものでございます。 

新計画につきましては、現行計画と同様に、市立病院が目指すべき方

向性として２点、「地域の基幹病院としての地域医療における中核的な役

割」と「健全な経営基盤の確立」を掲げまして、その中で大項目①～⑨を

設定し、中項目、小項目へ展開させる形としております。 

大項目、中項目につきましても、基本的には現行計画を踏襲しておりま

すが、大項目②「医療の質の向上」につきましては、今回新たに加えた項

目となっております。 

また、１番左の列ですが、先ほど説明したとおり、取組の「重要度」と「難
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水谷委員長 

細田委員 

易度」を考慮いたしました「評価ウエイト」を中項目ごとに設定しておりま

す。「評価ウエイトの設定」は、適切な最終評価に繋げることが１つの目的

ではありますけれども、取組段階におきましても、重点課題を意識すると

いう点で大事な指標と考えております。 

例えば、大項目①「公立病院として地域住民から求められる医療機能

の提供」の中で、「ア 施設整備の推進」や、「イ 急性期病院としての機能

強化と充実」、「ウ 救急医療対応の充実」につきましては、より重要度・難

易度が高い取組であると考えますので、ウエイトＡを設定し、より重点的に

取り組む必要があるとしております。 

次に、各小項目になりますけれども、全部で 48 項目ありますが、目標

はなるべく定量的なものとしておりますけれども、小項目７番「がん診療連

携拠点病院指定の維持」などの複数の条件や指標の達成が必要な取組

につきましては、今後、条件や指標等が変更となった場合にも対応できま

すよう「維持」といった定性的な目標を設定しております。 

次に、各小項目の「目標水準・数値」ですけれども、本計画期間内の平

成32年１月には新病院の開院を予定しております。開院前後は診療活動

を制限せざるを得ない状況も想定されることから、平成 31 年度までは現

状の水準・実績を維持しまして、平成 32 年度は目標値を緩やかに向上さ

せることを基本的な考えとして設定しております。 

取組全体に言えることですけれども、ただ目標値を達成すればいいとい

うことではなく、当然、それ以上に件数や数値を伸ばし、質も高めていける

よう取り組んでいく必要がございます。 

なお、本資料は、現時点での案でございますので、取組項目の過不足

や目標水準・数値の設定内容等につきまして、ご意見がございましたら、

後ほど伺いたいと思います。 

なお、１点だけ資料について訂正があります。申し訳ありませんが、小

項目 25 番「ホームページアクセス件数の増加」、こちらの目標単位ですけ

れども、現在、年あたりになっているのですが、これは１ヶ月に３万何千件

ということで、年ではなく月でございますので、修正をお願いいたします。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

これからの市立病院の中期経営計画の骨子案ということで、最初に評

価方法をこういう形に、資料２ですね。変更したらいいかということと、それ

から取扱いとして、最後の資料５の項目を見てもらいますと、今まであった

ものがなくなっていたり、新規がかなり入っています。それから、文言とし

て骨子案という文章を作成していただきましたけれども、これらにつきまし

て質問あるいはご意見ありましたらどうぞ。 

はい。細田先生。 

これ市立病院の中期経営計画なのですけれども、３ページには、社会
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波田野財務課長

細田委員 

水谷委員長 

窪地院長 

細田委員 

藤原保健福祉局長

細田委員 

保障費の見込みとか、それから 2025 年問題ですとか、それから４ページ

には機能別の病床数の再編だとかが出ております。 

それで、その再編イメージを見ると、急性期で 18 万床減らさなければな

らない。回復期が 26 万 5,000 床増やさなければならないというようなこと

が出ていますけれども、中期経営計画はあくまでも、今お話いただいた目

標水準とか数値とかそういうことだけですよね。それで、平成 32 年までの

４年間の中期経営計画で、例えば病院をどういうふうにしていくとか、ある

いは、高齢者が増えることによることをどういうふうにするかというようなこ

とは、何かこの市立病院の中期経営計画の中で、市としてお考えなのでし

ょうか。それをお伺いしたい。 

市の取組といたしましては、資料５としまして、各項目挙げておるのです

が、資料４の骨子案の 20 ページをご覧ください。 

先ほどこちらにつきましては、資料５で説明するということで割愛したん

ですけれども、５の「市立病院の目指すべき方向性とその実現に向けた取

組」の（１）の①としまして・・・。 

これは僕も見ましたので分かりますけれども、市立病院の機能として、

急性期医療でこういうことをやりたいというようなことは分かるんですけれ

ども、社会保障費の伸びだとか、高齢化率ということを３、４ページで挙げ

ている訳ですから、そういうことに対して市として考えていることがあるの

かということをお伺いしたい。我々の機構は JCHO という地域医療機能推

進機構です。それを実現していくためにですね、地域包括ケアだとか何だ

とか色々考えている訳です。ですから、市は、病院はもちろん必要ですか

ら病院のことも考えないといけないけれど、わざわざ社会保障費の見込み

とか、2025 年問題を言ったのだとしたら、そういうことに対する市のビジョ

ンはどういうところにあるのかなと、そこをお伺いしたかったんです。 

はい。院長。 

はい。今、細田先生のご質問なのですけれども・・。 

 これは院長が答えられるべき話ではなくて、さいたま市が答えるべきこと

だと思います。 

 まず、今回につきましては、病院の中期経営計画ということで、病院に特

化したお話をさせていただいておりまして、細田委員がお話しいただく市

の考え方につきましては、福祉部門というところで現在検証しているところ

でございます。これからの高齢者対策、地域包括ケアシステム等を含めま

して、市立病院とどんな関連かを踏まえて構築していくかということ自体

は、現在検証、検討しておりますので、現在市立病院の関わりの中での

お話はまだできない状態でございます。 

 それはすごく無責任じゃないですか。全体の医療というものを把握したう

えで、中に市立病院があるのだと思うんですよね。ですから、これだけ高

齢化してくれば当然のことながら、医療だけではなくて介護、今度は診療
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伊関委員 

水谷委員長 

伊関委員 

細田委員 

水谷委員長 

冨田委員 

報酬、介護報酬同時改定ですよね。そういうようなことを踏まえて、2025

年問題を今一生懸命考えている。そういう時に全体を見ながら市立病院

のあり方ということを考えないと、僕は市立病院がただやっていくだけな

ら、個人病院と代わらないと思うんです。 

  良いですか。 

どうぞ、伊関先生。 

恐らくここは高度急性期病院であるということは、書いて良いんですよ。

その分地元の開業医さんと連携だとか、在宅との連携だとか、また、後方

病院との連携だとか、そこをどういうふうにやるべきかということを書いて、

そのための地域連携室を充実しますというところを入れなければならない

のですよ。人を雇うことを入れることが極端に嫌いな体質をさいたま市さん

は持っているので。だから、人に繋がることは全部すかすかの計画書なん

です。これ本当に。 

要は、先生が言いたいのは、ここはさいたま市の将来を考えた医療の

あり方の中で、もう地域医療構想の中で議論されてきているんですよね。

その中の話を少し盛り込んで、さいたま市立病院がこれから４年間はどう

いう方向性で、他の足りない部分との連携はどういうふうにしたいというよ

うな、そのための人的体制を充実していますというような言葉が入ってい

れば迫力があるんですけれど、そこがないから、なんとなくふわふわとし

た感じかなという感じがするんですけれど。 

さいたま市でも９回、医療ビジョン研究会というのをやっている訳ですよ

ね。ですから、2025 年に疾病構造がどう変わるかもしっかり掴んでいる訳

です。その掴んでいるところで、市立病院としてはこのようにやっていくん

だいうことがもう少し見えないと、ただ単に患者数がどうの、目標数値がど

うのということだけになってしまうのではないかなというそういう危惧があっ

たものですからそういう質問をしました。 

冨田委員どうぞ。 

私も細田委員と似ていまして、４ページの国のことはすごく細かく書いて

あるのですけれども、これをさいたま市に反映させているのが一体どこを

見るのかすごく疑問でした。国が高度急性期はもうたくさんです、減らしま

しょうと言っている時に、さいたま市立病院が全部高度急性期ということは

ありえないと思うのです。今、東京の大学病院でも 5、600 床あるところで

全部高度急性期である大学病院というのはほとんどないと思います。急

性期のままのところもあるし、回復期に近いところもあると思います。そう

いうメリハリが全然書いていないということは非常に評価しづらいと思うん

ですね。 

例えば、HCU とかハイケアとか、そういう高度急性期だなと思われると

ころが、これから何床でどういうことをやるとかですね、一般急性期がどう

のこうのとかですね、それからさくらそう病棟のようにどちらかというと回復
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水谷委員長 

窪地院長 

細田委員 

窪地院長 

細田委員 

窪地院長 

期かなというようなメリハリがあるような書き方をしていかないと、目標値

が出ないのではないかなと思いますので、もう少しその辺お茶を濁さずに

きちんと書いていただいた方が良いんじゃないかなとは思います。人はそ

こに配置しなければいけないし、そうでないところもあると思いますので、

さいたま市がいくら病床数と医者が少なくても、全部高度急性期が足りな

いというふうにはどう見ても思えないので、もう少し地域医療構想とかデー

タによる必要というものを出された方が、納得性があると思いますけれ

ど。市の方で出されているのでしょうか。少しは。 

院長。どうぞ。 

まず、第１に高度急性期というのは、全床高度急性期、これがどう報告

して良いか分からない基準になっているというのが１つの問題です。それ

で、高度急性期と称した場合には、全床に係るような意味にとられたり、

７：１になると病棟単位になってしまうんです。だからそういった意味でも、

報告制度に乗っかって報告するのは非常に難しい。従って、我々は保険

診療上 3,000 点以上あるものが、それに関連する病棟がどれくらいあるか

ということを基準にしたその病棟に関しては、高度急性期を取るでしょう。

それ以外は、急性期になるでしょう。そういう基準は報告を出しているんで

す。ただ、さいたま市の医療ビジョン研究会、これに関しては向かう方向を

話し合っている。ただ、数値は話し合っていない訳です。だからこれはどの

地域においてもどの数字で行きましょうという話にはまだなっていない訳

ですよね。 

地域医療構想自体がこういうふうにしなさいという押し付けではないで

すよね。県などで、医療構想がこうだから考えなさいという問題ですよね。

はい。そういう意味で、１施設がどう考えているということ自体を明確に

今出すということは不可能なはずなんです。そういうふうに考えます。それ

をどう取り扱って、診療内容がどうだからこういうふうに取り扱っていきま

すということは考えられると思いますけれど、それを数字としてどう表すか

ということはまだもっと基準を出していただかなければ。このさいたま地域

でも全部を高度急性期で出している施設は２つあるんです。それから我々

のように一部を高度急性期にして、急性期としているものが他にある。そ

れから中小病院で急性期として機能していると考えて報告されている施設

が多くあるという状況で、これをどう統括していくのかというところまでは、

基本的に医療機関同士でもまだ話が出ないと思うんですよね。 

この中期経営計画の中は、急性期をやるとか、循環器が増えるから循

環器をやるとか、NICU をやるとか、そういうことだけですよね。それしか書

いていないので、僕は市立病院全体としてどの方向にいくのかを知りたか

ったんです。それには全部さいたま市が全部考えないといかんだろうと。 

はい。それは充分に理解できるのですけれど。それともう１つ、自治体

病院が果たしている役割と言われているのが、これは健全経営を求めら
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細田委員 

窪地院長 

れている訳ですね。それを放っておく訳にはいかないのです。そうすると、

ここは７：１という表現は急性期病院をやっていきますよという方向性は出

ている。これをとっても新病院に向けて、今人数をどうしたらいいのかと検

討していますけれど、７：１を維持するのに大変な看護体制の準備が必要

なんです。これ改めて計算し直してみると、初期の数字と違う数字が出て

くる。こういった時にどうするか。これは病院運営上必要なことで、経営指

標となるべきものだと思います。維持するということは。それは急性期病

院としてここにとっては果たされると理解するがためにやっている。維持し

なければいけないということでやっている。先ほどお話ししたように、自治

体病院として、今全国で求められているものは何かといったら、そこの企

業性というのは外されていないんです。これは公的病院の改革プランの

中に、それを考えたうえで作れとなっている。だからそこを維持しつつも、

さいたま市としてどうか、その要素をどう取り入れるかは内容なんだろうと

思います。 

ちょっとよろしいですか。自治体病院に限らず、我々JCHOもＮHO（国立

病院機構）も、すべて中期経営計画でやっているし、それからＮHO だった

らＮHO 全体としてやはり黒字化しなきゃいかんというのは命題としてある

訳です。ずっと市の補助を受けるとか、国の補助を受けてやれるはずがな

いので。特に我々JCHO というのは、運営交付金が一切出ません。そうい

う中で 57 病院がやっていかなきゃいけない中期経営計画を立てるので、

それは分かるんです。それは分かるんですけれども、日本の医療全体を

考えた時に、どういう方向に進むべきかというきちんとした目標を持ったう

えで経営を考えていかなかったならば、医療というのはうまくいかないんじ

ゃないのかなと思うんです。そういうことです。で、そこら辺を市としてどう

いうふうに考えているかのかなと。なぜこんなことを言うのかというと、うち

は老健施設があります。介護だとか何だとかみんな色々やらなければな

らないです。ただ、お金は出ません。ほんの僅かしか。そういうぎりぎりで、

実は赤字になったりする訳です。そういう中でもやっていくのが僕は医療

の務めだと思うんです。だから、そういうことを考えたうえでどういう方向に

行くかということを、きちんと市の方も考えて欲しいとそういうことなんで

す。 

 全くそれは反対する訳ではなくて、受け入れる話でもあるんですけれど、

ただ１つ書き方の問題なんですけれど、今どういう社会にあって、それでも

ってこれを考えなければいけないという 1 つ筋があったために、こういうふ

うになっている訳ですよね。だから、読み取れないのであればどういうふう

に直さなければいけないかということはあると思う、というふうには今理解

をしました。それともう１つは、やっぱり今ですね、自治体病院協議会で話

をされているが、自治体病院だからこれをしないといけないという、そうい

ったものを言われてくるようなことは避けましょうという話になっている。も
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伊関委員 

ちろん、この地域で必要なことはやらなきゃいけません。それを入れたうえ

で、自治体病院だからの話では今はないというのが、そういう話も１つあり

ますので、我々としては、その際にどういうふうに地域に対して医療サー

ビスをしていくかについて、充分考えていかなければならないと考えてい

ます。そこのところは入れていただければと思います。 

 要は言いたかったのは、社会保障費の見込みだとか、2025 年問題のこ

とを言うのだったならば、それがもう少し具体的に出るような計画を書いて

いただかないと、漠然としてこれでは分からないということが言いたかった

んです。 

 冨田先生が言ったことと同じことで一般論のことでして、これから大変だ

よという事が出てきていても、じゃあ市立病院はそれを知らないよではなく

て、やはりどういうふうに関与するか、さいたま市がどうするかという意味

でも良いですが、その辺が文章としてほしいなというのが１番大事なところ

というような気がいたします。それから、自治体病院だからしなければいけ

ないものは確かにこれまでもいっぱいあったし、いわゆる赤字営業みたい

なものは自治体病院がやらなければいけないんだというようなところもあ

りましたけれど、それをしなくて良いかというと、じゃあどこがやるんだとい

う話にいずれなってしまうので、その辺は苦しくともやっていただくように頑

張っていただかなければいけないのかなと思います。民間の病院であれ

ば、自分のところで稼げないところは外していって、収益性の良いところを

進めていくということができますけれど、さいたま市120万の住民がいる市

内に１つしかない病院ですから、窪地先生が言われたようなことも考えな

ければならないことは分かりますが、さいたま市としては、大変でもできた

らがんばってほしいなというのが私の希望でもあります。恐らく市民もそう

いうことを考えていると思いますし、それから、さいたま市内で完結型の医

療を求めるのであれば当然それをやらないと完結できなくなる訳で、ずっ

と都内に依存するとか、他の地域に依存するようなことがないような方向

性を考えていただけたらありがたいなと思います。 

他に何かご意見ありますか。はい。伊関先生。 

まず先に簡単なやつで、14 ページで経営状況の推移で、２段落目の「し

かしながら、平成 26 年度以降、経営収益は着実に増加しているものの、

職員給与費等も増加傾向にあるため、経常損益は横ばいになっていま

す。」。これを普通に読むと、雇っているのが悪だ、みたいな論調にどうし

てもなるんですよ。要は、充分に職員の採用がなかった。特にコメディカル

を中心に。いわゆる技師系の採用が充分にされなかったが故に、加算を

取りきれない、収益が上がらないので収益が伸び悩んでいったというのが

私の分析です。今回の場合は、看護師は色々な話合いのなかで定数を

増やしたので、収益が急激に改善したんですけれど、コメディカルスタッフ

については充分に増やしきれなかった。その分だけ収益が伸び悩んだと
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いうふうに、これが一般的な議論だと私は思っています。それをこれは役

人がやるから職員給与費が公務員だから高いと。収益をあげるためにも

っと減らすべきだ、みたいな。そういうケチケチ系に議論が持っていきやす

い論調なんですよ。ここは、表現をかえなければいけない。 

あと 22 ページ。職員の確保・人材育成と適正配置。単なる人材育成と

入っていますけれど、例えば認定看護師を雇って加算を取れたり、そうい

う人材育成が収益に繋がるような人材育成に取り組むということで入れて

いかないと。人材育成というのは攻めですからね。今は加算を取るため

に。例えば、感染管理認定看護師、前は２人でしたけれど、１人お辞めに

なって１人になっているけれども、この人がいなくなった瞬間に何千万も損

失出ますよ。収益下がりますよ。だから、そういうことも踏まえて、積極的

に加算を取るために認定看護師を取ってもらう。また、色々な専門職の人

材育成を図るみたいなことがもう必要な時代になっているんですよ。そう

いうことをちゃんと盛り込まないと。人材育成の一言で終わらすのは非常

に役所的な話、これ昔のやつを使っておられるから、どうしてもそういった

傾向が非常に強いんですけれど。 

大きな話になります。資料２の評価方法の見直し。どうしてもやっぱり

A、B、C でやりたいんですか。来年も徹底的にやります。きっとウエイトを

付けるとかそういう話ではない。要は前回言ったように、今は総合入院体

制加算のⅠⅡⅢがどの症例数、係数で取れるか取れないかとか。あと、

DPC の調整係数Ⅱを増やすためにどうしたらいいのか、Ⅱ群になるため

にはどうしたらいいのか。そこの分析を徹底的にやって、色々な体制の増

強を毎年毎年やっていくのが経営の良い病院なんですよ。単にSを取り続

けていたからと言って、ここの病院が生き残れるとは限らないですよ。結

構この取組案の表５－１は良いんですよ。この新規というのは、結局数値

に基づいて恐らく総合入院体制加算の指標だったり、DPC の調整係数の

項目が入っているはずなんですよ。ここに実は備考と書いてそれぞれ根

拠となる分野があるんですよ。これを増やすと、総合入院体制加算の何

項クリアとか、DPC 調整係数の、ここの分野の係数が上がるとか。それを

絶えず意識して、体制をもっと増やそうよとか、最終的には総合入院体制

加算のⅠを取られるという位置付けで前回院長先生が言われましたけれ

ど、やはりⅠを目指すべきだと思うのですよ。でもじゃあⅡはいつ取れる

のか。Ⅱが色んな基準が出ていますけれど、いつクリアするのか。それで

２年に１回の診療報酬改定で数字が上がったり下がったりするのですよ。

７：１の基準なんかも、今後どんどん上がってきたりする可能性もある訳で

すよ。それに対応していくために、この項目というのは、４年間変えないと

いうのではなくて、毎年毎年見直しをするくらい、そういう項目立てをして

いくというのがやっぱり病院としての目標なのかなと。新規というのは悪く

ないんですけれど、まだまだ足りないのかなと。例えば、先ほどの認定看
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護師の数だって、もう数を現状入れてもっと増やすと。で、それはどういう

分野だとか。本当はそういう様なことを盛り込まないと。５年間で目標で順

次達成しましたから S ですとか A とか B とかそういう話ではない。そういう

イメージを持っているから、この評価方法の見直しを来年もやったら毎年

同じようにしてこれは意味ないと言わざるを得ないですよ。だから、この項

目を毎回毎回チェックする。例えば、産科オープンシステムなんかは、どっ

ちかというと着実にやっていく話だと思うので、色々な種類があると思うの

ですよ。経営関係の、医療提供の加算に繋がる部分は最重要項目として

毎年毎年モニタリングしていくというのは大事なのかなと思います。恐らく

ここで、S、A、B、C ではなくて、この取組案の情報をもっとブラッシュアップ

させて、センス良くしていけば、まさに戦略を立てるための道具になる。少

なくとも国は総合入院体制加算のデータ、DPC 調整係数という全国の病

院共通のスケールを示していますから。そこに対しての達成云々で議論し

ていく。さいたま市立病院独自の評価では、これでは競争に負けてしま

う。これは前回やった DPC 調整係数の後発薬品の件数なんかは典型な

訳ですよ。こっちばっかりに関心を持ってしまうと、DPCについてはチェック

する余裕がなくなくってしまうんですよ。ただでさえ少ないんですから。少な

い人数でやっているが故に、重要な項目を徹底的に抑えるということで。

要するに、さいたま市の中期経営計画の主要指標みたいにして、その達

成状況を、絶えずバージョンアップしていっても良いと思うんですよ。何年

度版みたい話。窪地先生が情報あって今年はこれを加えようとか、絶えず

市長に報告するのは難しいかもしれないけれど、それでも今年度はこうい

うことをやって指標がこれだけ上がったとか、それがこう繋がったみたいな

ことを分析するというのが、それが事務の分析能力の力だと思っていて、

市長に対してSが何項目、Aが何項目ありました。我が病院はうまくいって

います。ということを言ってもあんまり病院経営に携わっている人間からす

ると、ピンとこないというのが正直です。厳しいことを言うようですけれど、

やっぱりその辺使える評価ツールにされた方が良いのかなとちょっと思い

ます。 

はい。冨田委員。 

この中期経営計画というのは、29 年から 32 年という公立病院改革プラ

ンに合わせての４年間だと思います。そうすると今までの評価とはガラッと

変わった中身が出てくるのではないかと実は期待していました。というの

は、これから新築に向けてもっと色々考えていかなければならないし、そ

のために、経営企画職をつくって経営をきちんと考えないといけないとす

ると、もう１度形から全部変えてしまった方が良いんじゃないかなと私は考

えたところです。それと、自治体病院の役割という話が出てきましたけれど

も、例えば救急ということであれば、市立病院だけではなくて日赤もありま

すし、もちろんJCHOさんもやっていますし、自治医大もやっていますと。と
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いうことになると、さいたま市立病院が受け持つ救急患者はどうかですと

か。救急というのは重い患者が来れば、決して赤字にならない事業だと思

うんですけれども、赤字になるとするとそれだけの体制を整えているけれ

ど、それだけの患者が来ないとマイナスが発生する訳ですよね。ですか

ら、特に政策医療であれば担う事業に使う費用とそこから得られる収益と

その差がいくらであるからこれだけ出すという繰出金の件もそうですけれ

ど、そういったことで、少なくてもこの辺のこれだけ繰出金を出しましょうと

かですね、そういう項目別、例えば、災害であればこれだけの出費がいり

ますとか、きちっと原価まで出したうえでの経営計画にしないと、納得性が

得られないかなというのは、私は自治体病院を見てて思います。ただ、赤

字なんですけれど、どうして赤字なんですかと。全然収益と費用が見えま

せんので。ですから経営企画部門をきちんと立てて、稼げる部分、それか

ら赤字になってしまう部分というのをきちっと分けていかなければならない

んじゃないかなと思います。ですから、経営計画も文字じゃなくてもう少し

数字を出していただいて分かりやすい形で、少なくともこれくらいは救急で

年間何千万円くらいは足りないと。他の JCHO さんに比べると安い患者が

多いと。そういう形できちっと書いていただく必要があると思いますし、周

産期についてもそうだと思うんです。そうじゃないと同じことをやっていて、

他よりも高い繰入金が出るのは何でだろうというということが、評価委員か

らすると分かりにくいなというのが１つです。 

それと、この資料５の細かいことはさておき、先ほど市の事の関連です

けれども、さいたま市 120、130 万いるところの医療需要というのがここか

ら見えてこないんですね。今回の医療構想というのは、県でももちろんや

っていると思いますけれども、どれくらいの需要があるところにどれくらい

の供給があるというところの摺合せだと思うんですけれども、それは、国

は大きなものは見えてきていても、さいたま市 120、130 万の中で、どのく

らいの需要があって、どこまでやって、他にも病院はある訳なので、どうや

ってと。それから自治体病院は急性期ばかりがお好きなところが多いんで

すけれど、回復期はどれくらい足りないんだとすると、どこまでやらなきゃ

いけないとか。そういうもっと地域限定の分かりやすい組み合わせ図とい

うか、組織図というか。で、どの辺の地域でこうやりますとか。他はだいた

い JCHO さんにお任せする地域、それから市民医療センターというところ

もあって、そこすらでも小児とか多少の政策医療を担っているのであれ

ば、市立病院はどういう政策を担うか、あるべき姿が何となくここに書かれ

ていないので、やっぱり書いてほしいという国の要望の中で、それはきち

んと書くべきであると。そのうえで、収入をもって充てられない費用がある

とするとそれはいくらなのかと。その辺は、これからは出していくべきじゃ

ないかなと思います。 

はい。事務局のほうで何か意見はありますか。 
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先ほどお話が出ています、地域の医療ニーズにふさわしい個々の医療

機関の役割設定をした方が良いんじゃないかと。その中の１つに市立病

院はあるべきだとお話で、それは最もだと思います。今回の地域医療構

想の話が出ていますけれども、まさに地域医療構想というのは、地域の医

療ニーズにふさわしい地域の中の医療体制をどう組んでいくかということ

でやろうとしている訳です。ただ、それについては、今ちょうど県がやろうと

して進んでいますのが、とりあえず個々の医療機関が今後どういう医療を

提供していくかという点について、県の方に提出をして、その数字の集計

が今ある程度できてきて、今度秋の県の医療審議会の方でそれが出てく

ると。で、それと合わせて個々の県が病院報告だとか、患者情勢だとかそ

ういうものを踏まえた集計でもって、地域の医療ニーズを今把握されてい

ると思いますので、それと見比べて全体のマッチングが適正になっている

か。また、個々の医療機関の総トータルとですね、地域のニーズが合って

いるかどうかというのを今後秋の審議会をスタート地点として何年かかけ

てやっていくという時期になっているということでございますので、中間報

告は出ていますけれども、全体が決まっていない中で市立病院だけ地域

のニーズに相応しいものを示すというのは若干まだ現段階では難しいと

思います。ただ、今後、そういうものが出揃ったときに、今度は市の医師会

だとか基幹病院だとか、そういう先生方の話合いの中で、個々の病院の

役割がこれから調整されていくということになりますので、その暁には、そ

れを踏まえた市立病院の役割ということをこの計画に盛り込むという時期

は来るとは思いますけれども、現段階ではそれは難しいという状況でござ

います。 

  ちょっとよろしいですか。青木理事が秋に医療審議会とおっしゃいまし

たが、８月 29 日に医療審議会があるんですけれど、私、医療審議会の委

員なんですけれど、出席できないんです。その時の議題が、地域医療構

想で、今までもあったんですけれど、恐らくその報告があると思うんです。

ただ、いつでも医療審議会はあくまで報告だけなんです。病床数がどうだ

とか、埼玉県の病床数がこうだとかというだけで、あそこで何かが、要する

に病床数が決まるだけのことであって、あそこで具体的なことは一切決ま

りません。議員さんがいて、何がいてあそこで決まるはずがないんです

ね。そうすると、審議会で大枠は決まりますけれども、それを待ってやると

いうのもあれなので、それを見越してやっていかないと駄目なんじゃない

でしょうか。 

ご指摘のとおりで、県全体で考えても、埼玉県は非常に広いので難しい

んですけれども、基本的には２次医療圏ごとに考えていくということで、さ

いたま市の場合は、２次医療圏がさいたま市ですので。今後はさいたま市

内の医師会なり、中核的な医療機関が協議をしていただいて、実際は協

議の場を設定するのは、本来は医療法に基づいて県になるんですけれど



25 

窪地院長 

も、今回はさいたま市が同じ圏域ということなので、県とともにそういう場を

設定させていただいて、今後調整をしていくということになります。 

 市立病院らしいものを作れということなんですけれども、これはそ

もそも足場を固めようという意識がございます。それで、今までとは

同じではなくて、我々としてもこの計画書の検討を何度か繰り返してチェ

ックはしているんですけれど、項目上はそうかもしれません。そうだけれ

ど、これはこれから足元固めるために必要ということなんですね。それか

ら建築までの間にこれから２年３年の間にどれだけ手を加えられるかとい

うことになると、むしろここに努力すべきじゃないかという判断もあったんで

すよ。これは決して経営上悪化するという読み方では我々は思っていない

んです。それともう１つ、数字化していなくて実施とか維持とかそういった

項目になっているのは、これすべて小項目でもありますけれど、「新病院

建設事業の円滑な推進」、これはその中に先ほど伊関委員が言われてい

ましたけれど、評価すべき項目というのはこの中にあるんです。話の途中

で備考欄に書くべきだということ、我々も作成時には同じ話をしていまし

た。これは標記していませんので言い訳がましくなるかもしれませんけれ

ども、そういったことを意識しつつも、５番目の「外保連試案及び特定内科

診療の項目達成数」というのがあります。これは正しく係数Ⅱの分にどう

達成するかという、あと１項目なんですよ。この５項目が揃えばということ

なので、これは手術の難易度に少し足りないという数字が出ている。それ

をどうするかということで、これは非常に苦しい。手術室をこれ以上触われ

ないんです。それと、重症患者を受け入れる構造上は、これ今はＩＣＵもＨ

ＣＵもかろうじて増やしてきましたけれども、そこはもうこれから手を触ると

いうことに対しては、計画をして実施してつくってそれから稼働するという

頃には次の病院ができているんです。そうするとその間は、足元を固める

べきだという判断もある。それで、さいたま市立病院らしさというのは、救

急医療の充実は関与していきましょう。それから、精神身体合併症に対し

ての機能をさせていきましょう。それから周産期医療の充実化を図りましょ

う。それと同時に小児医療も図りましょう。そのワンフロア化をしましょうと

いうふうな計画もしています。それから緩和ケアに関しましても病棟がない

ということから、これは設置すべきであるということで、それは地域の要望

に応えようという動きをしている訳ですね。口腔外科も要望がありました

し、色々なところから要望に対して、市立病院としてやはりないものは受け

ていかないといけないだろうと。その中に政策医療がある訳ですから、そ

の点についてやはりそこは市と掛け合って、これは国との法律でもある訳

ですから。それはやってもらいましょうというような形で、一応は考えている

つもりなんですね。それがこの期間というものを、そういう背景がある中

で、どういうふうにすれば良いかというのを、もう少し具体的にどうすれば

良いのかということを教えていただければ多いに参考にしたいなというよう
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な思いがするんですけれども。 

新病院ができた後の稼働は何年度からですか。 

平成32年１月から開院する訳です。32年度からは羽ばたいていける訳

です。そうしますと、この中期経営計画が始まる 29 年から 30 年の実は２

年少々しかないんです。その中で新規に投資するとなった時に、それは非

効率ではないかなと。それだったら新病院の医療器機を買うためにうまく

資金繰りをした方が良いだろうと。そういうことの考えは持ってきていま

す。だから、足りないであろうというものは自前で貯めていこうという期間

を 27 年度くらいからやってきています。それは時間的にはもっと長くから

やるべきだったかもしれません。だけれども、効率的に我々自身でも努力

をして、そして変えるようにしていこうということも同時にしているんです。

新病院を建てるという１つの大きな区切りに対して、どうしていく。新しい病

院になって大きく羽ばたいていかなければいけないというふうには思って

いますので、そういう背景があるということをご理解していただいたうえで、

さらにそういった面でのご提案をお聞かせ願えればと思います。 

はい。伊関先生。 

窪地先生が言われたように、この表は結構良いんですよ。結構リアル

なので。だから備考をきちんと付けて、これの数字の意味は何かというこ

とをやって、その数字の状況について報告していただくだけで。それにつ

いて S、A、B、C についてはあまり正直な話意味がないと私は思っていま

す。ただ、ここの１つ１つの意味が、例えば、外保連試案について基準に

項目が足りないと。これはできないというその悩みを聞いた方がリアルな

んですよね。それを指標で数字が達しているので、ＳだとかＡだとかそれ

自体にはあまり興味がなくて。なぜこの指標を選んだのか。その根拠とそ

の現状はどうなのかを絶えずチェックして、その時に投資をするべき時は

ゴーだし、できないって時は、それはそうですねという話にもなるし。決して

現場に対してできないことをいうつもりはなくて。ただ逆に、新病院の建設

に向けて今できることをどんどんやっていくことが重要かなと思います。 

あともう１つだけ現状の診療体制について何かあると。よくバブルチャ

ートがあるじゃないですか。さいたま市の診療圏における病院の急性期の

公的な病院で良いですから、バブルでシェア率みたいなもので、患者の数

などを示すチャートみたいなものがある。病院情報局で千円払えばつくれ

るやつがあるんですけれども。そのくらいは見せて、強いところと弱いとこ

ろがどういうところで、強いところは伸ばしていくし、弱くてこれから増やし

ていく、新病院に対して体制を充実させるのはどういうところみたいな、何

となくその辺の文言とか絵みたいなものがあった方が良いかなと思うんで

すけれど。何となく全体としてメリハリを感じないところが正直あります。そ

こは少ないスタッフでやっているので難しい部分はあるんだろうと思うんで

すけれども。この病院の医療提供の現状はどうなのかというのがほとんど
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見えてこないというのが確かかなという感じもします。そこのところは少し

医療提供の状況について図示をしていくことも必要なのかなと。ここは循

環器内科とか、小児科周産期が圧倒的に強いですし、それはシェアとして

出てくるはずなんですけれども。そういうのをどこが次の課題なのか。全

部強くしようというのは難しいから、次の優先順位はどこだみたいな話を

ポイントで出していくことがあっても良いのかなと。何となく戦略性を感じな

いような計画にまだなっているのかなという気がします。 

冨田委員。 

先ほどいつから病院ができるのかと聞いたのは、新病院ができて、後

は新病院のプランがあると思いますし、29 年度から 32 年度にいきなり作

るというよりも 32 年度以降にこういう姿になります。それまでの準備の期

間にできること、収益はこれだけ伸ばす、でも限界がありますというふうに

私は分けた方が分かりやすいんじゃないかと思います。その間に新病院

を建てることによって収益が得られないようなマイナス面もあるでしょうし、

お金が出ていく部分もあるでしょうし、その辺がこれだけだと見えないんで

すね。その戦略性がないとおっしゃったように、背景が見えないので、のっ

ぺらぼうというか平面的に見えてしまうので、新病院ができる前、できた

後、できた後はこういう姿になります。できる前は、色々制限があるという

ことで、やれることとしてはこれというような、そんなふうにしていただくとも

う少し経営的な形にしても、例えば、何件やったらどういう効果になります

というところまでがないと、達成したらどう良いんだろうということが分から

ないんですね。例えば、私も少し思ったんですけれど、分娩件数を伸ばす

というのがあったんですけれども、こういう高度なＮＩＣＵまであるところだ

と、むしろリスクの分娩の照会を受けるということがリアルなんですけれど

も。ただ、正常分娩だけ増やすとか何とかですね。その病院ならではの意

味と、それから 870 件だったら今よりもどうなるのとかという目標を達成し

た時の姿というのをもう少し出してほしいかなと思います。収益費用を含

めて、医療的効果も含めてというのを出していただくと、目標として分かり

やすのではないかと思います。この表だけ見ても像が浮かばないのと、新

病院になったらこうなる、それまでは段階的にこうなるというのがもう少し

分かりやすい図になればともっと良いと思います。 

今色々なご意見の中で、この新公立病院改革ガイドラインの期間という

ことで４年間という設定をされたのだと思いますけれど、その中に新病院

が稼働し始める１年間が入っているということで、非常に難しい計画を立

てなければいけないのかなと思います。これは今、話に出ていましたよう

に、新病院ができた後のことと、それまでの目標とどこかで線引きというか

ここまでこうやっていってここからはこうやるんだというものが出てこないと

４年間がだらだらと並んでいてもメリハリがないし、それからその先、新病

院ができてからの見通しなどが出てくるともっと良いものになるという気が
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するんですけれど。いかがですかね。委員の皆さん。 

議事進行に関わる話なのですけれども、もう説明は終わったのですか。

ディスカッションでよろしいですか。まだ、資料の説明はあるのですかね。 

それは終了です。 

言いたいこといっぱいあったのですけれども。参考資料ということで、患

者の概要ということで出していただいてありがとうございました。これを拝

見するとですね、どこから患者さんが来ているか、１、２ページで良くわか

る。それで、私が１番びっくりしたのは３、４ページの年齢の患者さんのこと

なんですけれど、さいたま市立病院の入院患者は 70 歳以上の方が 50％

に達している。それで、これは地域の特性かどうか分かりませんけれど

も、相当にお年寄りの入院が多い病院となると、病院のアクティビティ（活

動）として 50％はここにかかっている訳で、いかに急性期病院ということを

唱えてもですね、急性期病院の部分というのは残りの 50％の患者さんの

中の急性期の部分ということになると、病院の全アクティビティの中で考え

られる高度急性期と言われる部分というのは、たぶん３割くらいの想定に

なるのではないかと思うんですよね。そういうところが７：１という対象とい

うことになるのだろうというふうに思うのです。こうやって見ていくと、新中

期経営計画の新しく出していただいた方の、この地域の患者さんの年齢

がどう変わるかという予測図が今回ありましたよね。資料４の７ページで

すね。そこを見ていくと 2025 年に向かっていくと、ますますこれ年齢が 65

と 70 で切れ方がうまくないので簡単に比べられないんですけれども、更に

高齢者の比率が増えていくような形になっている。そうすると、この病院に

将来的に入院や外来で来られる患者さんの年齢予測も恐らくこういうこと

で、さらに 70 歳以上が増えてくるような形ということだと思うんですよね。

それで、例の DPC のデータを調べると、例えば埼玉志木あたりから東京

に医療を受けに行っている人がどのくらいいるのか、その人たちの完結が

どこで終わっているとかいうような患者医療に係るデータはある意味分か

ると思うんですよね。それと比べてみた時に、この病院の将来像というの

はある意味で患者さん像、バックグラウンドが予測できると思うんです。そ

の中で、どういう性格の病院をつくるかということでモディファイ（修正）でき

る部分、遥かによほど特殊な技能をもった先生がおられることでそこに患

者さんが集まるということをよほど目論むのであれば別ですけれど、そう

でない場合に一般的に高い形で、平均的に医療を維持していくという形の

病院になった時には、恐らくこの形は変わらないと私は思うんですよね。

そういう中で考えるべきなんだろうと思う。そうした時に、地域医療計画の

議論が先ほどから出ていて、県の意見がまとまらなければできないとか

色々ありましたけれども、実はさいたま市立病院に関しては、もうサイは

投げられてしまっている訳です。建物建ててしまう訳ですから。もう始まっ

ている。もし本当にまだ分からないとおっしゃるなら、責任ある立場で言わ
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れるなら、建築をやめるべきですよ。決まってからどうすると言わなければ

いけないという話であってね。もう建てられてしまっている以上、私は、窪

地先生を含めて考えられる限りにおける地域医療計画としてはこの病院

としては思いつくものはこういうことなので、こういうことで発信して、一歩

先を行きます、そういうふうにやっていただきたいと思います。残りの後か

ら計画をつくる人達は、それに合わせてついてきてくださいというふうに言

っていかないと、国の医療計画に対応できない。こういう年齢層の患者さ

んを診る病院ということになると、考えられることは患者さんが 70 歳以上

の人がどうやってこの病院に来るのかということを考えると、今日、自分の

車で来られる方ももちろんおられるだろうけれど、あと駅からの距離はどう

だとかいうことを考えると、市としてはバスをもっと増やすとか、途中の道

をなんとかするとか、そういうことも含めた形の医療計画の中で、この病院

をどう位置付けるというようなことを謳っていただきたいと思います。そし

て、計画としてはそこへ飛躍していくための準備、これしかできない３年

と、その後こういうイメージをしておりますと明確に分けて語られるべきで、

この３年間の収益はどうでもいいですよ正直。その先をどうしたい。その地

域医療計画は待っていても出てこないので、私たちはこういうのを発信し

たい。つくる病院は 70 歳以上の人が半分いる病院なんだから、そのため

の仕掛けとして転んでも大丈夫だとか、院内の案内が非常に分かりやすく

大きく書くとか、非常に親切だとかいうイッツニューのテクニックをいっぱい

使ってですね、今から宣伝でもって発信できるという病院をつくる、それに

よって３年後にでき上がった病院はでき上がった時から有名であるという

形にするというのは、私だったら考えるやり方だと思います。 

 あと他のことは皆さん色々言っていただいたので、急性期病院と伊関先

生はおっしゃるけれども、僕はこれを見ていたらなかなか難しいと思いま

す。やはり、急性期病院の機能はあるけれども、それはあって３分の１。そ

ういうところは先ほど言われたように、循環器とかそういう部分になるんだ

ろけれども。他の６割ぐらいはどうしても 70 歳以上の人を相手にした病院

で、それが結局この自治体病院のあり方で、自治体病院に求められてい

ることは経営の改善とともに、やはり周囲といかに連携を取るかということ

も何番目かに求められていたことなので、是非そこはよろしくお願いしたい

と思います。 

  いわゆる後方病院をどうやってつくっていくか連携をどうするかというの

は非常に大事な問題になりますよね。ですから計画の中にも、例えば地

域の医療機関との連携がどうなっていくかというのが入っていても良いの

かなというふうには今お話しを伺いながら思っていましたけれど。 

是非ね、フライングでやりましょうよ。しょうがないですよ。建物が建って

しまうんですから。 

１つは、人口動態がこのさいたま市の分析だと2040年くらいまで上がる
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んですよね。それ以降が下がる。それで急性期機能が上がっていくんです

ね。それで、相対的にはベッド数が少ないとは言われている。でも、新しく

病院をつくろうだとか、増床をそこに対してしようだとかという約束はない。

その中で、まだダウンサイジングがいつになるのかと、サイジングの話だ

けではないとは思います。落合先生が言われたように、そういうところだけ

ではないとは理解しているうえでなんですけれど、形の問題として、ダウン

サイジングをうまくそこの時代に乗っていけるような形というのがあるので

はないかと。ただ、今何十年間をどういうふうに考えたら良いかというのは

これ非常に難しい。ただ、高齢者は確かにこの地域は多くなるこということ

も言われていますし。 

難しいからできないでいたのでは、永久にできないのでね。もうフライン

グでやるしかないんですよ。 

もうそれは何も否定もできないです。それは充分に考えていかなければ

いけないんでしょうけれど。 

窪地先生の私見として考えたんだと。その結果、もうこの当面10年はこ

うだから私はこういうふうにやっていくよと言われれば、それで僕は良いと

思いますよ。だって、他の人誰も答えられないんだもん。 

計画の中に、いわゆる新病院ができてからのスタートダッシュするとし

ても、スタートダッシュするための準備がないとダッシュにならないんだよ

ね。それについてもやっぱり４年間の計画の中で、いつまでにそこでスタ

ートダッシュできるように人材確保するとかというようなことは当然必要な

ことで、そこで発車するための準備、今からされていると思いますけれど、

一気にドンといけるかどうかというところも非常に大事なところだというよう

な気がいたしますけれどね。 

はい。冨田さん。 

落合先生がおっしゃったこの資料を見て、先生は年齢の高い方が多い

ですねということをおっしゃったんですけれど、私は次のページの患者の

地元が浦和区、南区、緑区という３区にかなり限られているなという感じも

しました。ということは、ここの病院はさいたま市立ではあるけれども、旧

浦和地区のこの辺のいわば地域病院だということだと思うんですね。基幹

病院であるところもあるけれども、限られた地域病院だとすると、かなり連

携を取っていかないと難しいし、あと需要をどう掴むかだと思うんですけれ

ども。私もよその病院に今行っていると、昔は病院さんがんばれがんばれ

で収益を上げることを中心にやってきましたけれども、反対に地域ニーズ

がどうかとか、患者とかレセプトとか、それから今はよく国保データとか、

そういったものを見て、どういう患者が来ているのかな、どういう需要があ

るのかなというのを見て、もうちょっと先を見て、そういった需要データを見

ながら体制をたてていかなければならない。この基本骨子の中でも、これ

から少子化で周産期が減っていきますよということを考えているとすると、
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周産期は今はドル箱ですけれども、今後 70 歳以上が今後 80 歳以上にな

ったとすると、次の戦略はどうなっているのかなというのがいま今ひとつ見

えてこなくて、それこそ新病院は今のように周産期中心でやっていくのに

本当になるのかなと。25 年が来た時にはもう少し高齢者のリハビリとか、

地域包括病床がいるのではないかとか、じゃそれは地域の医師会とどう

話しをしているかなど、そういう展望というものが本当はここに載ってこな

いといけないのではないかと思うんです。病院の中の数字であって、地域

とどう繋がって、自分のお客様ですねその先の。取引先を増やすというよ

うな言い方になりますけれど、その辺が盛り込まれていないのが少し心配

といいますか、これ企業だったら非常に心配な計画図だと思うんです。中

期の展望が、実施的には平成 32 年以降の話ですよね。ですので、そこを

どうしたいのかというものが、たぶん１番中心になって文章で表れてきて

いるものだと思いますし、それまでの３年間は数字の組立てという格好で

良いんじゃないかなと思うので、やはり地域の病院としてどうするかという

ビジョンを立てていかれてここで示してほしいかなというようには思いま

す。 

他に。星野委員さん。どうですか地元として。 

はい。じゃあ一言。今、冨田委員さんから参考資料についてお話いただ

きましたけれど、私緑区の自治連合会の会長をさせていただいているん

ですけれど、緑区関係ですと入院患者は 25.3％、外来患者が 32％と緑区

が断トツということで、大変多くの利用をさせていただいているというデー

タを見させていただきました。また、地域といたしましては、市立病院のイ

メージといたしまして、先ほどからお話が出ていますように、平成 27 年度

は 4 億 7,000 万円を超える利益を出している非常に優秀な病院だというこ

とで、また、31 年度中には新病院ができるということで、新病院は何階に

なるのだろう、10階建てかなとか、そういうまた素晴らしい医療体制ができ

るのではないかという、非常に地域としては期待をさせていただいておる

ところでございます。しかし、皆さんの意見をお伺いしますと、現状として

は大変厳しい、また緑区には順天堂の病院もできるようなお話も承ってお

りますが、厳しいというお話を良く勉強させていただきました。住民といた

しましては、市長が良く言っていますように、住みよい、住んで良かった、

住み続けたいというお話は良くしております。それらにつきましては、地域

といたしましては市立病院の役目は非常に重要じゃないかなと思っており

ますので、是非よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

はい。ありがとうございました。 

大体それぞれ委員の皆さん、言いたいことや言わなきゃいけないことを

しっかりとお話しをしていただいたと思いますけれども、本当に貴重なご意

見を頂戴いたしまして誠にありがとうございました。今回色々意見が出ま

したけれど、事務局の方で取りまとめをしていただきまして、この新中期経
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営計画策定の参考にしていただいて、もっと良いもの、例えば先ほどから

話が出ている、１回つくったらそれっきりではなくて、途中で見直しをしなが

らやっていくのも良いのかなというのも含めて検討を、要するにこれ最初

から見直しますよと書いていけばそれもいいことだと思うので、その辺も含

めて検討していただけたらよろしいかなと思います。 

それでは最後にその他ですけれど、事務局から何かありましたらよろし

くお願いします。 

3 その他 

波田野財務課長  本日は色々な意見をいただきましてありがとうございました。平成 27 年

度の評価結果につきましては、皆様方からのご意見をいただきましたの

で、今後委員長と調整をさせていただいたうえで、市長に報告させていた

だくとともに、確定したものを皆様方にお配りしたいと思います。 

 また、色々と議論のありました新中期経営計画につきましては、本日の

ご意見を踏まえまして、事務局の方でもう１度検討いたしまして、次回計

画案の方をお示ししたいと思います。 

 なお、次回の開催なんですけれども、以前お知らせをしておりますけれ

ども、10月13日木曜日16時から、場所は今回と同じサービス棟２階第１・

第２会議室となっておりますので、ご出席よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

4 閉会 

水谷委員長 はい。ありがとうございます。 

以上を持ちまして、本日の議事はすべて終了となりました。委員の皆さ

んにはご協力誠にありがとうございます。本日はこれで散会といたしま

す。どうもありがとうございました。 


