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-第 11 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 10 月 13 日（木） 16 時 20 分～17 時 30 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 水谷委員長 

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 

欠席者 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 

傍聴者 ２人 

事務局 藤原保健福祉局長、青木保健福祉局理事、永田地域医療課長 

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、関根主査、今井主任 

（財務課）波田野課長、山本用度係長、竹内財務企画係長、大久保

主査、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）永堀薬剤科長 

会議次第 １ 開 会 

２ 議 事 

  （１）新中期経営計画（案）について 

３ その他 

４ 閉 会 

配付資料 ・第 11 回さいたま市立病院経営評価委員会次第 

・配席図 

・資料１  「第 10 回さいたま市立病院経営評価委員会」意見の中期

経営計画（案）への反映について 

・資料２   さいたま市立病院中期経営計画（案） 

・資料３   さいたま市立病院中期経営計画 取組案 

・参考資料  平成 27 年度 さいたま市立病院の患者動向（各区別）

      さいたま医療圏 急性期、慢性期医療密度マップ 

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 11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。委員の皆様には、ご多忙の
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委員一同 

波田野財務課長 

委員一同 

波田野財務課長 

水谷委員長 

波田野財務課長 

ところ委員会にご出席いただき、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。「次第」、「委員名簿」、「配席図」、「資料１：「第10回さいたま市立病院

経営評価委員会」意見の中期経営計画（案）への反映について」、「資料

２：さいたま市立病院中期経営計画（案）（平成 29 年度～平成 32 年度）」

「資料３：さいたま市立病院中期経営計画 取組案」、「さいたま医療圏人

口分布図」、「平成 27 年度さいたま市立病院患者動向（区別）」をお配りし

ております。お手元に資料のない方はいらっしゃいますでしょうか。 

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

こともできますけれども、本日の会議は、公開ということでよろしいでしょう

か。 

はい。 

それでは本日の会議は公開とさせていただきます。 

本日、傍聴を希望する方が２名いらっしゃいます。本日の会議は公開で

行いますので、傍聴を許可させていただきたいと思いますが。 

はい。 

また、本日の委員会の開催風景につきましては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。なお、本日は落合委員から所用により

欠席とのご連絡をいただいておりまして、事前に新中期経営計画案につ

きましてご意見をいただいておりますので、後ほどご報告をさせていただ

きます。 

それでは、議事に入らせていただきます。水谷委員長、よろしくお願い

いたします。 

それでは、次第に従いまして、議事を進めさせていただきます。本

日の議事は、（１）「新中期経営計画（案）について」でございます。

まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

それでは、議事（１）新中期経営計画（案）につきましてご説明いたしま

す。まず、資料１「「第 10 回さいたま市立病院経営評価委員会」意見の中

期経営計画（案）への反映について」でございます。こちらの資料につきま

しては、前回の委員会で、委員の皆様方からいただきましたご意見を整理

いたしまして、そのご意見に対する対応方針や中期経営計画（案）への反

映状況を一覧にしたものでございます。本日は、こちらの資料に沿いまし

てご説明いたしますが、具体的な修正箇所や修正内容につきましては、
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資料２「さいたま市立病院中期経営計画（案）（平成 29 年度～平成 32 年

度）」及び資料３「さいたま市立病院中期経営計画 取組案」をご参照して

いただきながらご説明をさせていただきます。

それでは、資料１の１段目をご覧ください。前回の委員会におきまして

伊関委員からのご意見ですが、「新病院の開院に向けた職員確保に伴う

費用増が経営を圧迫しているという解釈はすべきでなく、積極的に必要な

人員、人材の確保を進め、加算の新規取得等によって経営改善を図って

いくべきであると考える。」とのご意見をいただいております。このご意見を

踏まえながら、右から２列目の「変更前」の欄、２行目になりますが「職員

給与費等も増加傾向にあるため」という文言を削除いたしまして、「変更

後」の欄の３行目になりますけれども「消費税増税等の影響により」を追記

しております。なお、当院といたしましては、平成 26 年度以降の人件費を

はじめとする費用増は、新病院における安定的な稼働や経営の健全化を

図るために必要な投資でありまして、今後も適切に行ってまいりたいと考

えております。 

続きまして、資料２段目から４段目ですが、３つのご意見につきましては

対応方針を１つにまとめて整理しております。細田委員さんからは「「さい

たま市立病院中期経営計画 骨子案」において、日本国内の人口動態や

社会保障費、2025 年モデル等に関する記載をされている。こういった状況

を踏まえて、今後、市としていかに対応していくか、あるいは主導していく

かを表現してはどうか。」というご意見。また、落合委員からは「市立病院

の患者層としても、今後さらに高齢者が増加することが予測される。新病

院でいかにその対応を図っていくかを明示し、対外的にも発信する必要が

ある。」というご意見、また星野委員からは「将来的に色々と状況が厳しく

なることは理解しているが、新病院には非常に期待している。引き続き、

住民にとって、住みよい、住んでよかった、住みつづけたい地域となるよ

う、お願いしたい。」との意見をいただいております。当院といたしまして

は、市が抱えている全ての課題に対しまして、市立病院が単独で対応す

ることは難しい面もありますけれども、新病院で拡充する診療機能を充分

活用するとともに、地域における病診連携や情報交換を積極的に行うこと

で、地域完結型の医療の実現を図ってまいりたいと考えております。ま

た、ハード面に関しましては、新病院の施設整備におきまして、高齢者を

含む患者さんの安全面等に対して充分配慮いたしております。なお、新病

院に関する計画につきましては、既に公表しております「さいたま市立病

院施設整備基本計画」ですとか「さいたま市立病院施設整備実施設計図

書（概要版）」で詳細な内容を説明しておりますことから、本計画のみの記

載としております。具体的な変更内容につきましては、資料２「さいたま市

立病院中期経営計画（案）」の 21 ページをご覧ください。図 23 に「診療概

要」がございます。前回の委員会では、新病院の「診療科目」と「病床数」
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をお示ししておりましたけれども、今回は「その他強化項目」といたしまして

①～⑥を追記しております。また、24 ページになりますが「④病診連携の

強化」１段落目の文章につきまして、「市が運営する唯一の公立病院とし

て、救急医療や周産期医療をはじめとする政策医療に真摯に取り組んで

いくとともに、紹介・逆紹介の推進、開放型病床の利用促進、他医療機関

との積極的な交流・情報交換等を通して、「地域完結型の医療」を目指し、

地域全体が抱える諸課題への対応を図ります。」との記載に修正をしてお

ります。 

それでは、恐れ入りますが、資料１の方に戻らせていただきたいと思い

ます。１番下の段ですが、前回の委員会では伊関委員から「現状分析の

中で、地域における市立病院の位置付けや強み等をより詳しく表現して

はどうか。」とのご意見をいただきました。このご意見を踏まえまして、資

料２の 13 ページから 15 ページにかけまして修正を行っております。具体

的には、13 ページ下段「イ）急性期機能の位置付け」を追記いたしまして、

14 ページ上段に図 15「市内ＤＰＣ対象病院における急性期機能の位置付

け」としてバブルチャートを追加いたしました。このバブルチャートですけれ

ども、横軸は入院患者の重症度を示す「複雑性指数」、縦軸は入院患者

の平均在院日数を示す「効率性指数」、そして、バブルの大きさは「年間

退院患者数」をお示ししております。バブルが右上に位置するほど急性期

機能が高いという指標でございます。赤いラインは市内ＤＰＣ対象病院の

平均値をお示ししておりまして、当院は赤いラインの交点よりも右上に位

置していることから、市内において比較的急性期機能が高い水準にある

と言えます。 

続きまして、14 ページ下段ですが、「ウ）ＭＤＣ疾患分類別の急性期機

能の位置付け」を追記いたしまして、15 ページ上段の図 16「市内ＤＰＣ対

象病院におけるＭＤＣ疾患分類別の急性期機能の位置付け」として、バブ

ルチャートを追加しております。このバブルチャートですが、当院の急性期

機能の位置付けをＭＤＣ疾患分類別に展開させたもので、横軸と縦軸は

先ほどご説明いたしましたバブルチャートと同様に横軸は入院患者の重

症度を示す「複雑性指数」、縦軸は入院患者の平均在院日数を示す「効

率性指数」となっております。また、バブルの大きさですが「市内ＤＰＣ対象

病院における当院の退院患者数シェア」を示しておりまして、バブルが右

上に位置するほど急性期機能が高い疾患領域であるという指標となって

おります。なお、赤いラインは当院全体の平均値を示しておりまして、ＭＤ

Ｃ疾患分類「13）血液・造血器・免疫臓器の疾患」は、効率性指数、複雑性

指数ともに高い位置付けにありますことから、当院の中でも特に急性期機

能が高い疾患領域であると言えます。当院といたしましては、今後、さらに

急性期機能の強化を図り、他の疾患領域についても右上の位置に押し上

げていくことを意識しつつ、戦略的な病院運営を行ってまいりたいと思いま
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す。 

それでは、資料１にお戻りください。資料１の２枚目をご覧ください。冨

田委員をはじめ、他の委員の方々から「地域が抱えている課題やその対

応の必要性をより定量的に示していただいた上で、市立病院として高度

急性期、急性期、回復期の各領域でいかに対応していくかを示していただ

くべきであると考える。」とのご意見をいただいております。こちらのご意見

につきましては、現時点で地域が抱えている課題やその対応の必要性に

つきまして、市としての定量的な議論がなされていない中で、当院１施設

の計画で地域が抱えている課題等を定量的にお示しし、それに対する具

体的な考え方ですとか対応方針をお示しすることは難しいと考えておりま

す。当院といたしましては、当院を取り巻く外部環境や院内の実情をでき

る限り踏まえまして、計画（案）の中で当院の目指すべき方向性やその実

現に向けた取組をお示ししておりまして、委員の皆様方にはご理解をいた

だきたいと思います。 

続きまして、資料１の２段目ですが、冨田委員から「市立病院の患者の

居住区域は浦和区、南区、緑区が中心であり、国保データの分析等を通

して、新病院におけるより戦略的な方針を設定すべきであると考える。」と

のご意見をいただきました。ご指摘のとおり、現在は浦和区、南区、緑区

からの来院が中心となっておりまして、当院といたしましても、現状を充分

認識したうえで、今後の対応につきまして戦略的に進めていくことが重要

であると考えております。  

Ａ３横の資料３の「さいたま市立病院中期経営計画取組案」をご覧くださ

い。こちらの項目ですが新たな取組として、左から３列目の小項目の「24

市民公開講座の実施」や小項目の「30 情報交換のための医療機関訪問」

などがございまして、地域医療機関との情報交換や当院の診療機能等の

地域住民への周知等を行いまして、地域の基幹病院としての役割を果た

すとともに、患者の確保にも繋げていきたいと考えております。 

続きまして、資料１に戻りますが３段目、１番下の段ですが、伊関委員

から「単なるスコアの評価にこだわるのではなく、本質的な経営改善のた

めに必要な結果が出ているかどうかを評価すべきである。また計画期間

中においても診療報酬制度等の基準は変化するものであるため、取組項

目ですとか目標水準は毎年でも見直して良いのではないか。」とのご意見

をいただいております。当院といたしましては、取組評価におけるスコアの

提示は、市民が取組状況を容易に理解するうえで、有効な手段の１つで

あると考えております。しかしながら、ご指摘をいただいているとおり、本

質的な経営課題につきまして十分に意識するとともに、委員の皆様方に

ご評価をいただく際には、スコアを提示するだけではなく、取組内容や達

成状況等につきまして具体的かつ丁寧に分かりやすい説明を行いまし

て、特に重要な指標に対して基準の変更等がある場合には、取組項目や
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目標水準の見直しを検討していきたいと思っております。 

続きまして、資料３の取組案をご覧いただきたいのですが、資料の１番

右側に「備考欄」を追加し、この中で各指標を設定している根拠や、意識

するべき経営課題や対応方針等を記載しております。具体的には、小項

目の「３平均在院日数の適正化」がございます。こちらはＤＰＣの入院期間

がⅢまたはⅢ超えの入院患者の抑制が重要であると考えております。ま

た、小項目の「８放射線治療処置件数の増加」、「16 病院機能評価の受

審」また「38 外来診療単価の向上」につきましては、新病院におきまして

「総合入院体制加算１」の施設基準を満たすことを意識して設定している

指標でございます。なお、「備考欄」等につきましては、院内での経営管理

に充分に活用していくことを前提といたしまして、中期経営計画からは割

愛をさせていただきたいと考えております。委員の皆様方からいただきま

したご意見に対する説明は以上となりますけれども、それ以外で前回の

委員会から加筆・修正した主な内容につきましてご説明いたします。 

資料２の 10 ページをお願いいたします。図 12「市における入院患者数

の推計」を追加しております。入院患者数の推計につきましては、少し戻

りまして８ページになりますけれども、図 10「市における疾病別入院患者

数の推計」におきまして、市の総合振興計画の人口推計に基づく推計値

を掲載しておりますけれども、資料10ページの図12につきましては、埼玉

県が策定する地域医療構想案におけます推計を追記したものでございま

す。この２つの推計は、年度や入院患者数の取り方などに若干の差異が

ございます。それぞれ右上に伸びている赤い矢印で示すとおり増加はして

おりますけれども、平成37年度までの入院患者数の伸び率は、10ページ

の地域医療構想案の方が若干高い推計値となっております。当院といた

しましては、市の最上位計画であります総合振興計画の人口推計に基づ

く入院患者数の推計を基本といたしますけれども、どちらの推計におきま

しても、当面、入院患者数が減らずに増加していくという見込みでは一致

しておりまして、地域医療構想との整合性を明らかにするために、中期経

営計画では２つの推計を記載しております。なお、埼玉県が策定いたしま

す地域医療構想につきましては、県が９月定例会に議案を提出しておりま

して、明日になりますが、14 日の議決を予定しております。 

続きまして、資料25ページをお願いします。当院の経営形態につきまし

て記載しております。「（１）現状」といたしましては、「さいたま市立病院の

あり方検討委員会」からの「地方公営企業法の全部適用が望ましい」との

ご意見や、本委員会からの「経営形態を早期に地方公営企業法の全部適

用に移行するべき」とのご意見を記載しております。 

「（２）今後の方向性」でございますが、「今後、市立病院は、新病院に係

る経費に対する収益の確保と適切な運営を図ることはもちろんのこと、平

成 37 年に団塊の世代が 75 歳に達し後期高齢者に移行する、いわゆる
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窪地院長 

2025 年問題への対応など、様々な課題に的確かつ柔軟に対応していく必

要があります。そのため、病院のトップである事業管理者に対し、人事、

予算等に係る権限が付与され、より自律的な経営が可能となる地方公営

企業法の全部適用への移行については、新病院を見据え、経営に与える

影響を充分に検証し、早期に判断していきます。」としております。 

続きまして、資料 25 ページの下段から 27 ページ下段にかけまして、収

支計画を記載しております。図 25「収支計画」では、平成 31 年度から、新

病院の建設によります減価償却費等の発生により、経常損益の赤字化が

見込まれておりますけれども、新病院の開院以降、徐々に稼働率を上

げ、医業収益を増やすことなどにより、平成 37 年度からは黒字化する見

込みとなっております。 

また、27 ページになりますが、図 26「医療及び財務に関する主要経営

指標」を記載しております。 

以上が（１）「新中期経営計画（案）について」の説明となりますが、最後

に、本日欠席されております落合委員から事前にご意見をいただいており

ますので、ご報告いたします。 

落合委員からは、「現在入手可能なさいたま市立病院を取り巻く客観的

なデータを網羅し、市立病院としてのビジョンを示すべきである。その客観

的なデータは、さいたま医療圏だけではなく、市立病院が担うべき地域に

特化したものや、周辺医療圏との医療事情も対象としてほしい。」とのご

意見をいただいております。 

資料１、２、３の説明は以上ですけれども、続きまして本日お配りいたし

ました資料の人口の分布図等につきまして説明をさせていただきます。 

 私の方から説明をさせていただきます。 

前回、冨田委員から地域の偏在性、我々の施設で受けている区がです

ね、浦和区、緑区、見沼区、それから南区に偏在しているというご指摘が

ありましたので、少し解説を加えつつ、状況把握をしていただいたうえで、

ご判断いただければと思いまして資料を添付して説明することといたしま

した。落合委員からもメールにてコメントがありましたので、客観的なデー

タという意味合いで我々もそういういったことも含めて色々検討している一

端をお話しさせていただこうと思いまして、この時間をいただきました。 

ではまず、「11－４さいたま医療圏」の資料、図を見ていただきたいので

すけれども、これは日本医師会総合政策研究機構から出ているワーキン

グペーパーの中に地域の医療提供体制の現状、都道府県別、二次医療

圏別データ集、2015 年度版ということで最新のものが出ています。その一

部を抜粋させていただいたものですけれども、１枚目は人口分布が表記さ

れています。それで、破線で囲ってあるところがさいたま市ということでご

理解いただきますと、水色で占められてる右側と、真ん中が特に赤っぽく

なっている、左は茶というような、左上から右下にかけてそういう人口分布
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をする色分けがされています。少し小さい字ですけれども、さいたま市立

病院を中心に考えますと、右側の方におきましては、人口分布が非常に

薄くなっていますし、南にいけばいくほど人口密度が高くなっている。そし

て、左が中等度の人口分布をなしているという人口分布からみたさいたま

市立病院の立地状況がお分かりになるのではないかと思います。 

次の２枚目を見ていただきますと、ここには急性期の医療密度指標マッ

プとして上の地図が図示されております。これで色分けをされていますけ

れども、さいたま市立病院が置かれている位置におきましては、この急性

期の医療密度が非常に低いというふうなことで示されていますし、さいた

ま市全体的に、急性期の医療密度指数は低いという状況で分析されてい

ます。 

また、下の図を見ますと、慢性期の医療密度指数ということになってい

ますけれど、さいたま市の左側におきましては、比較的さいたま市の中で

すと慢性期医療密度は少し高い。そして右側の方になりますと、さいたま

市立病院があります領域になりますと、左側の領域よりも、我々の立ち位

置の方が慢性期医療密度はより低くなっているという状況が日本医師会

政策研究機構の方から示されています。全国的にこのペーパーは利用さ

れていますし、客観的にという意味ではこれが周りの状況を示唆している

１つであろうと思います。それでこれを踏まえて「平成 27 年度のさいたま

市立病院の患者動向（各区別）」の資料を見てもらいますと、前回棒グラフ

でお示ししました患者動向、受入れ動向、地域別のグラフを思い出してい

ただきますと、どういう位置にあるかということでこの図からさらにお分かり

になると思いますので、これを説明させていただきます。さいたま市立病

院はこれにおきましては真ん中に置かれていますけれども、多くは浦和

区、緑区から患者さんを受け入れている。そして南区、それから上の見沼

区から患者さんが他の区と比べると多いというような患者動向であったと

思います。さいたま市立病院が置かれている位置を見ていただきますと、

どういう患者さんの流れであるかということがお分かりになるだろうと思い

ますし、この４区を合計した人口は約 62 万人にあたります。さいたま市全

体で書かれていますように127万以上の人口になります。そうしますと、約

半分の領域を十分占めているということになります。それで岩槻区は人口

を見てみますと約 11 万人であり、他の区と比較しますと人口はやや少な

い状況になっております。これに加えて口頭ではありますけれども、各医

師会からの紹介状の数をお示しますと、浦和医師会、大宮医師会、与野

医師会、岩槻医師会から紹介を受けています。それで、浦和医師会から

は平成 27 年度は 10,281 件、大宮医師会からは 1,294 件、与野医師会か

らは 291 件、岩槻医師会からは 240 件の紹介を得て、トータルで 12,106

件の紹介を受けているという状況になります。さいたま市立病院は、浦和

市立病院を引き継いできていますけれども、地域的なそれから人口的な
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青木理事 

水谷委員 

伊関委員 

状況、それから各医師会との関係でいきますと、やはり浦和医師会の領

域が 1 番大きくなるのだろうと思います。大宮医師会の方からも徐々に紹

介患者数は増えていますけれども、今、お話ししましたように浦和医師会

と比較しますと、今は約10分の１の状況であるということになります。我々

さいたま市立病院は、さいたま市唯一の自治体病院ですので、そういった

ことを考えますと全域に渡ってやはり考えていかなければいけませんけれ

ども、人口から考えますと、その 127 万人をカバー出来るかということにな

りますと、やはり限界があるのではないかというふうに考えてはいます。以

上、今の点を補足させていただきます。 

１点だけ事務局の説明で補足をさせていただきます。 

前回、お話も出ておりました精神科の身体合併病床の件ですけれど

も、今日の資料の 21 ページの中ほどの表にはですね、精神病床というこ

とで 30 床の記載がございますけれども、本文中は記載しておりません。こ

れはですね、県との協議は８月末の医療審議会で30床認めていただきま

したけれども、特定病床は国との協議が必要でして、今国との協議をして

おりまして、概ね終了の段階になっておりますので、正式に終わった段階

で文章としての記載も付け加えていきたいと思いますのでよろしくお願い

します。 

はい、ありがとうございました。事務局の方から市立病院の中期経営計

画案につきまして説明がありました。また、窪地院長の方からは市立病院

の医療圏の問題ですとか、市立病院の患者動向等について詳細な図面

を見たうえでの説明をいただきました。何かご質問、ご意見等ございまし

たらお願いいたします。 

伊関委員。 

まず第１点ですけれども、資料３なのですけれども取組案、これは非常

に良いなと思うのですが、備考については計画では削ってしまうのか。も

ったいない感じがする。少し生々しいから確かに、なんだけれども。資料１

の、私の意見の１番最後の２枚目の、「単なるスコアの評価にこだわるの

ではなく」のところの、「取組評価におけるスコアの提示は市民が取組状

況を簡潔に理解する上で有効な手段であると考えます」と、これとの組合

せについて、要は病院経営って非常に難しいのは確かなんですよ。それ

を分かりやすくすることも大事だがポイントはやはりきちんと文書として提

示しておいた方が私は良いのかなという感じはします。なぜ削るのかな

と。難しいという意味はあるのかもしれないのですけれども。少なくとも職

員の皆さん、担当部局委員会等をきちんと記載したのは非常に良いこと

で、こういうものを通じてこれが病院の主要な指標で、その達成状況を毎

年意識していくということは必要だと思います。これは無理矢理達成する

という話ではなくて、病院の経営全体の質を考えつつも、どういう状況にあ

るのかということを是非意識してほしいなと。そのために、備考は出来れ
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ば載せておいたほうが良いのかなと個人的には思います。最終的な判断

は病院の方の判断でお任せしますけれども、少なくとも来年以降、外部委

員会で議論する場合はこの表を使った方がリアルだと思います。その時

には少なくとも備考は削らないで、その時点での項目、場合によっては文

言の修正も必要かもしれないですけれども、この表で議論されるのが１番

病院経営を考える点では良いのかなと。 

もう１つ先ほど言われたのは、スコアについて評価ウエイトの ABC につ

いて、それぞれで判断されるのは問題ないと思うのだけれども、役所がや

ると A の根拠は何か、B の根拠は何か、C の根拠は何かということで、そ

っちばかりに手間が掛かるので、そこのところは病院としての現時点での

判断という話で、あまり評価ウエイトにこだわることはないし、それを踏ま

えて毎年のような評価について、自己点検での ABC は良いのだけれど

も、委員について毎回ABCをそれぞれにやったら今度は必要項目が増え

たので、倍増しているので議論が倍に増える訳ですよ。だから、これは横

浜市立病院の病院局の外部評価委員もやっているし、平塚市民病院の

外部評価委員もやっていて、両方とも慶応系なのだけれども、横浜は非

常にこういったものは出すけれども病院の評価だけを示して、外部評価委

員は全体の中でのポイントだけを指摘するレベルで、いちいち全部をABC

について評価はしていません。更に ABC の判断が増えてきますので、そ

こはご検討いただきたいと思います。逆に、平塚はこれよりももっと細かい

ことを出してきて、案として出してきたのですけれども、評価だと手間が掛

かりすぎですよという指摘はしたところなのですけれども。ここの達成につ

いて、ポイントを絞って議論をするという形に是非していただければなと私

は思います。 

あともう一つだけ。最重要経営指標 27 ページ。これも非常にポイントが

出ていて良いのですけれども、この中で財務の指標で職員給与費対医業

収益比率は、今回の新しい公立病院改革ガイドラインでは前公立病院の

ガイドラインでは必須だったのが必須ではなくなっています。要は医療経

済実態調査という２年に１回診療報酬の前提となる調査があるのですけ

れども、そこでも民間病院が医業収支比率で大体 54%ぐらいだったかな。

50％を切ることが優良病院であるとは限らないのですよ。要は加算をとっ

て収入を上げる結果として、職員給与費の比率が下がる場合はあるので

すけれども。これを最初からですね、職員給与費対医業収益比率ってや

ると、この比率を下げるために職員を雇うなとか、職員給与を下げろという

議論にどうしても自治体病院の場合はなりやすい。だから総務省は削りま

したし、それについてあまり強く言っていません。それで、あちこちの講演

や、論文で山ほど書いていることなので、これは是非削除していただきた

い。結果として 50％を目指すのは良いのだけれども、その前に今は人を

雇って職員給与費が場合によっては 56％、60％になるかもしれないけれ
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水谷委員長 

波田野財務課長 

伊関委員 

ども、その次の年に収益改善が加算をとれて、55％、53％、徐々に下がっ

ていけばいい話なので。これは毎年達成度合いをチェックするものなの

で、今急激に職員増を果たす時に、この職員給与費対医業収支比率を

53%の枠に収めながら収益改善をするというのはおそらく無理だし、新病

院の増員対策としては決して目標数値としてふさわしくないと思っていま

す。６割を超えていても良いと思っています。最終的に５割そこそこか、こ

こは少し職員給与比率、収益が良すぎて低いのですよね。だから５割、53

～54％ぐらい。感覚的に。最終的に開院してから４年から５年で収まるぐ

らいの職員採用をするべきだし、そのための指標として人を雇うのに対し

て職員給与費対医業収支比率を 53％に目標設定したならば、人を雇えな

くなります。給与を上げることができなくなります。だからここは病院建替

の時期にはふさわしくない指標だと思うので、是非カット、削除していただ

きたいと思います。 

２点ありましたけれど、どうぞ。 

はい。ではお答えいたします。 

まず１点目ですけれども、資料３の備考欄につきましては、こちらの内

容につきましては少し細かい内容でございまして、委員会の時にはもちろ

ん提供させて説明をさせていただきますけれども、外向けの公表のものに

つきましてはこちらの方は省かせていただきたいと考えております。あと２

点目のスコアの関係なのですけれども、こちらにつきましては、ABC と分

けておりますけれども、評価につきましては小項目の場合には 50 項目ご

ざいますけれども、委員の方々には委員会の方では中項目につきまして

評価の方をお願いしたいと思いますので、お手数をお掛けしますけれど

も、このスコアは評価する上で必要かと思いますので、お願いしたいと思

います。 

議論したいのは、小項目の具体的な項目について、病院としてどう考え

ているのとか、そちらが病院経営にとって必要なので、「中」のまとまった

項目がどう達成しているのかしていないのかは病院経営としては大きな

影響ではないのですよ。要はそれぞれの項目について、手術件数が何件

でどのぐらい伸びていて、今の手術室の稼働はどうなのかとか、細かい小

項目の方を議論するべきなのが外部評価であって、大項目や中項目が達

成しようがしまいが病院経営として大きく変わらないというのがずっと毎年

言っていることであって、それを来年もやるとしたら、来年も４時間やるよ

俺、という話になる。私はあちこちに行ってやっているので、１番重要なの

はこの小項目がいかに達成しているか、達成できなくて困っているのはど

こか、場合によっては委員会で意見が難しいところがあるから市として対

応を図りたいとか。そういう細かいことを言わないと、今のDPCとかこの競

争の時代に生き残れないのですよ。これは役所としてはそういうことをや

りたいのかもしれないけれども。役人として事務職員として。でも、事務職
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水谷委員長 

細田委員 

員としてやることはやって、必要なことは全部落ちてしまっているのではな

いか。今回も、DPCの調整係数Ⅱのジェネリックの後発医薬品係数が、結

局は計画では達成していますと言ったのに、全部 DPC の分析が落ちてい

て達成出来ていないではないか。そういうところをしっかりと抑えていくこと

が事務の仕事であって、この中項目大項目が SABC が達成しているかど

うかでこの病院が良くなるかならないかは私は違うと思うのですよ。私はこ

の小項目のこのデータがそれぞれ達成出来ているか出来ていないか。達

成出来ていない要注意指標はどれかみたいなことを具体的に挙げて、そ

れを議論するというのがやっぱり私は外部評価だし、それがこの病院の

病院経営に資するものだと思うので。少し厳しいのですけれども、来年も

同じことをやったら、同じことを来年も私のスタンスとして言わざるを得ない

ですよ。だから、少しご検討、場合によって私は委員を外されてもしょうが

ないのかもしれないけれども。厳しいことを言い過ぎだから。でも、きちん

としたここのところが達成出来ているかどうか、そこのところのチェック。い

ろんな細部にこだわることが病院経営にとって重要な時代であって、中項

目はどうこうだとか大項目がどうこうの達成度合いの話では私はないと思

います。 

では、細田先生。 

あの、伊関委員の話とは全然違うのですけれども、僕は前回のときも申

し上げたのですけれども、総論として医療がどういう方向に向かっている

か、さいたま市がですね、それをやはり考えるべきだと思うのです。それ

で、実は先ほど青木理事から医療審議会という話がありましたけれども、

僕は医療審議会の委員をやっておりまして、地域医療構想がさいたま医

療圏についても８月 29 日に出ました。そうしますと、さいたま市というのは

まだベッドが足りないのですよね。足りないのですけれども、確か700何床

不足だというのが医療審議会の地域医療構想で言っておりました。そうな

ると2025年でそれだけですから、2035年、2045年のことも考えていかなく

てはいけないと思うのです。そうしますと、今 DPC の件数で効率性係数と

か、自治医大、日赤等が入って総合管理加算を取る訳ですから、少なくと

も回復期の病床はそんなに無い訳ですよね。ですけれども、４ページを見

ると高度急性期、急性期が６万床と 18 万床ですから、計 24 万床減ってい

く訳ですよね。それにも関わらず、回復期は 26 万 5,000 床必要になるとい

うことになると、市立病院がこのまま急性期をやられるのだとしたら、その

受け皿を考えなくてはならないと思います。その受け皿を医師会と協議す

るというだけでは分からない。現実性が少ないと思うのです。だからそこの

ところをどうやって市立病院が高度急性期、急性期をやっていくときに、そ

の出た先をどうするかということを、やはりいくら市立病院の経営評価委

員会といえ、市立病院のことだけではなくてさいたま市全体のことを、ある

いは埼玉県、ひいては日本全体のことを考えていくような内容にした方が
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水谷委員長 

冨田委員 

僕はいいと思います。 

冨田委員。 

今の細田委員の意見に私も賛成です。埼玉県さいたま市に私も少し前

まで住んでいましたけれども、今はまだ東京からの流入が多いので若い

世代が多いですし、若い世代は、昼間は東京に行っている方が多いと思

うのですけれども、今後増えていくのは急性期ももちろん増えていくのです

けれども、東京に通っていかなくなった方が地元に来る、川口医療センタ

ーの方にも聞いたのですけれども、こちらの病院で増えていくのは東京に

通わなくなった方の紹介が多いとおっしゃっていました。恐らくはさいたま

市も同じで、東京に通わなくなった世代の方がぐっと流入することを考えま

すと、急性期の現役世代ではない人のことも考えなければいけないと思っ

ています。それで話が変わりますけれども、私は病院の中で改革プランの

ことをどう考えたらいいのですかと言われているときに、１番先にしている

ことは患者調査です。患者さんがどこから来てどこに帰るのかというもの

をきちんと全部調査してくださいと。どこから来て、どういう状態でここから

出て、次どこに出て行って、その方がどうなって、またリピーターとなってこ

こに来るかもしれないので、ということを示しています。結構大変かもしれ

ませんけれども、病院の皆さんがそうやって調査していただく中で、さいた

ま市の市立病院がそういうことをやるとすると、この資料３に載っているど

ういうところでやっていただくのかなと見ていたのですけれども。前回から

気になっていたのが、大項目４の病診連携の強化と、それから大項目２の

健全な経営基盤の確立の中の大項目４、経営管理体制の整備、この中に

企画部門の設置とか、経営管理機能の向上とありましたけれども、やっぱ

り企画部門その他できちんとこういうことを把握していただかないと次の戦

略が立てられないと思うのです。ですから、他の項目も悪いとは言いませ

んけれども、比較的、例えば建築に沿って進んでいく部分も本当に大項目

に据えるのかというと、今１番足りないところを強化しなければいけないの

ではないかと思います。今１番足りないのはそういう経営企画部門で、今

の医療の方向として国は医療費を抑えようとしている訳ですので、黙って

いて伸びるとは思えないのです。一生懸命分析して、マーケティングをし

て、今世の中にどんな需要があるのか、それに沿ってどうするのかという

体制を考えないと、病院経営が非常に難しい時代ですので、私も患者分

析と、それから入ってくる方がどこに行ったのか、次どこに行くのかという

ところの連携の強化。これが本当に必須の経営課題事項ですので、ここ

のところをもう少しきちんと掘り下げていかないと。何となくでは非常に経

営上厳しい。32年度ぐらいからぐっと医業収益が上がっているのですけれ

ども、30年の改正で国はもっと下げようとしている訳で、32年はもっとです

ね、その時に単純に上がるのかどうかというのは、上げるためにはもっと

強化しなくてはいけないことが先なのではないかと思います。色々なシス
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水谷委員長 

波田野財務課長 

水谷委員長 

細田委員 

伊関委員 

テムの更新は良いのですけれども、更新というのは待っていても出来ると

思うのですね。もっと頭を使って、体制を替えなくてはいけないのは、今言

った２つの部門、ここをもっと具体的に強化していただかないと先行きが

心配だなというのが最近の事情で、もちろん人を採るのも大事なんですけ

れども、その人がきちんと動いていかなければいけないですし、もう少し頭

脳を使っていかないと病院経営はこれから厳しいと思いますので、もう少

し最終的な戦略立てですね、それをどうしていくのか。例えば地域医療支

援病院の承認、29 年度承認と書いてあるんですけれども、承認してそれ

をどう展開していくとかですね、地域に向けてどうしていくとか、連携室が

あまり強いような感じがどうもしないので、どう強化していくかですね、もう

少し具体的なことがないと細田先生がおっしゃったように、こちらの病院を

出た後ですね、亜急性期、回復期、そういったものがないと、出先がなくな

ってしまうので、川上の病院の方もきちんと考えなくてはいけないと、いわ

ば中核病院を中心としたネットワークをつくるということも大事なことではな

いかと思います。いろいろ言いましたけれども。 

はい。では事務局の方から。 

さいたま市立病院の役割といたしましては、県の地域医療構想にもござ

いますけれども、さいたまの区域におきまして、今後の方向性として高度

急性期医療におきましては、先進先端医療の提供の観点からも、原則と

して特定の医療機能を有する基幹病院ということで市立病院も入っている

んですけれども、こちらが担いまして、この基幹病院とその地域に密着し

た中小の病院、診療所等と機能分担しまして、地域完結型のシームレス

な病院連携、病診連携を構築していくということが地域医療構想の方でも

言われておりますので、こちらを踏まえて市立病院の方も運営の方を進め

ていきたいと考えております。 

 はい、細田委員。 

 地域包括ケアとかですね、地域連携だとか言葉で言うのはすごく簡単で

すよね。今度の医療審議会を見ていてもですね、各医療圏で出します、医

療圏ごとに分けるのが良いかどうかも問題があると思います。さいたま医

療圏も出しますけれども、要するに流出入とか、患者の数とかそれだけで

す。地域包括ケアをきちんと考えて、地域完結型でやりましょうと。だけ

ど、具体的な方針が無いではないですか。例えば、青森の弘前でしたか。

市立病院と NHO が一緒になるとか。ああいうことまでやっていかないと、

どうしようもないのではないかなと。そこらへんまで踏み込んで、考えてい

った方が僕は良いのではないかと思うのですが。 

 少しよろしいですか。 

 これは、企画の課長さんだと無理で、部長さんなのですよ。本当はね。

要は、さいたま市は医療政策が全体として弱いというか、前、公的病院の

院長先生とか、私なんかも入って、医師会の先生方も入って医療ビジョン
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水谷委員長 

を議論したのですけれども、何となく尻すぼみになってしまって。横浜のこ

とばかり言っても、レベルが違うのは良く分かっているのですけれど。横浜

は公立病院が３つあって、それを全適にして経営改善をして、経営改善が

結構出来たのですよ。そうしたら何をしたかと言うと、今度は病院局の中

に病院事業局を入れて、医療政策として一体のことを始めようとしていま

す。だから、全適だといって早くこの病院も一本立ちして、経営良くしない

とどうしようもならないから全適しろと言っているんですけれども。本来で

あればさいたま市としての医療政策を考えて、ここがすべてを担うというこ

とが出来ないとするならば、本当は療養系、リハビリ系の病院等を誘致す

るなり、指定管理で設置するとか。そういう戦略もそろそろ必要な時代に

なってくる。あと、５年 10 年してくると、本当に 2025 年問題が本格化してく

るので。ここでこれを言ってもですね、さいたま市さんだとなかなか動かな

いのも現実かなと思うので。是非委員会の要望として、さいたま市の医療

担当部に、是非市立病院だけではなくて、さいたま市としての医療政策に

ついてきちんとした考え方を示して、そこの組み合わせをして、この病院

の経営が良くなり、それで他の病院の経営も良くなって、それで住民が医

療難民にならないような対策を希望するということを市としての医療政策

への対応をお願いするということは一言委員会として提案するというのは

ありかなと思うのですけれど。 

 今色々な話が出ましたけれども、さいたま市立病院はさいたま市が運営

する病院で、あといくつか大きな基幹病院があります。それ以外は民間の

病院が非常に多いということになります。その中で今回復期病床が少ない

ということは皆良く分かっています。だけど、それぞれの医療機関の経済

の問題とか色々なことが非常にネックになっていて、すぐにそちらにシフト

出来ないというのが今の状況なのかなと思います。医師会内でもそういう

委員会を開いてやっていますけれど、皆理解をしています。この後、国が

そちらに向かっていくべきだという判断をしているのだと思いますが、それ

なりの手当をしないと、いつまで経っても今の状況は変わらないだろうとい

うふうに私は思っています。少し主観的な感想で申し訳ありません。その

中で市立病院が何したら良いかというのを今は考えていただいて、出来る

ものは出来るだけきちんとやっていく。伊関先生が言われた細かいことを

やっていくというのも大事だと思います。細田先生とか冨田先生が話され

た総論的な話も非常に大事。どっちが良いか悪いかという問題ではなく

て、両方とも必要な課題だと思います。今お話しに出ましたように企画部

門がしっかりとしたものをつくっていって、病院運営について事務レベルで

もう少し強固な体制ができると良いと思います。さいたま市立病院の前

の、浦和市立病院の時に私は在職していましたけれども、要するに事務

局がもう少し頑張ってくれないと、というのはその頃から私思っていまし

た。今は昔より大分頑張ってくれているのですが、まだ少し弱いかなという
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印象を持っております。他の委員の皆さんはその点について非常に不満

なところがあるので、組織を変えた方が良いだろうという意見が出てきて

いるのではないか、という気がしています。 

 院長何かありますか。 

 色々ご指摘いただいて、まさしくそうですよねというふうなことは十分思う

のですけれど、ただ、さいたま市立病院を中心に考えた時に、このさいた

ま市立病院は今はやはり急性期を担う病院だろうということは、外部から

の分析で今の状況ですとそうだと思います。そこの中でどういうふうに患

者さんが流れていくかということも、理論的な意味では考えていますけれ

ども、これは今の病床機能報告制度であまりにも急性期の解釈が違いす

ぎる。それで急性期というのが 10 何床の病院だって急性期と言ってきて

いる。そうすると、そのさいたま地区において、じゃあ受け皿はどこにある

のですかということはまずは表記されていないんですよね。だから、そうす

るとそういう病院が手を挙げることによる連携というのはもっと明確になっ

てくるのだろうと思います。だから地域においての連携、ネットワーク、そ

の患者さんのやりとりということに関しましては、そこを待たざるを得ないと

思います。それともう１つは、今年の報告制度に基づいて報告する。その

時にかなり今回の診療報酬改定で変わってきているのだと思います。そ

れと、自治体病院は全国的に今回の診療報酬改定で赤字病院が増えて

きているというふうなことで、どこにおいても厳しい状況になってきていると

いうことは十分に認識していますけれども、地域医療構想という観点から

いきますと、ここに際して勉強し直してみたのですけれども、やはり日本医

師会長が言っている地域医療となりますと、地域でつくりあげる。それか

ら、地域で完結するということが述べられているのですね。それから 1 県

がどういうふうに干渉していくかというのは不足したものに対して機能をど

ういうふうに手当していくかということがまず 1 つ考えられている。そうする

と何が不足しているかということをこの地域で考えていかなければいけな

い。そういう面から考えると、我々は新病院においては、色々地域から要

請されたものに関して受け入れられるかということで、精神科の身体合併

症の病棟、それから口腔外科もそうです。これは歯科医師会からの要請

が強くあったので、この中には身体障害者の管理を含めて今協議を進め

ているところでありますし、緩和ケア病棟にしても、この地域には十分足り

てはいません。そうした意味では、がんの医療ということからいえば最初

お話がありましたように、川口でそうであるように東京にわざわざ行って治

療を受けられている。わざわざ行く必要もない。こちらでもできる治療を向

こうに行ってやられて、それから再発したりすると家族や関係者が管理し

ないといけない時期になりますとやはり困られているというような実態も肌

で感じる訳です。そうしますと、先ほどお話しましたように、地域の完結を

どうするかということは単なる言葉ではなくて、ここからの流出で１番多い
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細田委員 

窪地院長 

細田委員 

のはがんの領域、悪性疾患なんですよね。だから、急性疾患に関してはこ

れは地域救急、急性期、回復、療養はこれは地域で完結するということに

なっている訳ですよね。高度急性期に関しては地域を跨いでも良いとか。

色々言われている中で、やはりこれは地域でも盛り上がらないと、さいた

ま市立病院がというのはもう少し材料が必要だと思うのですよね。これは

先行き不安だといってすごく強烈な言葉を言われるのですけれども、我々

も必死です。これは当然今言われますように我々も日常的にこの項目に

ついてはチェックしています。それから原因や動向についても調査してい

ます。そういうふうな以前からの市立病院という意味ではそういう点は変

わっていると思います。それはここに表現できないのです。だから我々も

そういうことを指摘されるなというふうには思って聞いています。そういうと

ころの事情も僕としてはお話させていただきたい。 

 もう１点なのですけれども、青森の方の事情とは全然違います。改革プ

ランにおいてもネットワークという課題があるのですけれども、そこに対し

てどうしますかという相手はどこにあるというのは今では全く分からない。

今言われている地域医療連携推進法人の法律ですよね。これに関して

は、もう数年前から厚生労働省が言っている。それに対して岡山だけが今

行おうとしている。これも多くはまだ様子見をしているだけで。持ち合わせ

てやっていって皆が法人化の社員になって参加していくというような環境

が出来たら話は違うのかもしれない。だけれども、さいたま市立病院として

もどう生きていくべきかというのは、当然何も無視した生き方をしている訳

ではないということですよね。それは少し理解していただきたい。 

 少しよろしいですか。 

 僕も病院をやっていますから、実際的なことは考えています。実際的に

どうやって経営上良くしようとしていることは考えているのですけれども、

先のビジョンが無かったら何も駄目だと思うのです。そういう意味で、これ

を読んでもビジョンがピンとこない。やはり、山中伸弥先生はフォルクスワ

ーゲンＶＷ、ビジョン＆ハードワーキングだと言っています。ビジョンが無

かったら駄目だと思うのですよ。この案はビジョンがもう少し。では日本の

医療はどう考えていくんだ、それは青森にしろ、岡山にしろ、いろんなやり

方があると思うのです。そこは色んなビジョンがあるからやっている。そう

いうビジョンをきちんと出さないと。実際的なことだけだったら、人件費減ら

そうだとか、材料費減らそうだとかは、それは確かに必要です。必要です

けれども、それと同時にビジョンも必要だということです。 

 全然それに反論するつもりは無いのですけれども、そうしますとさいたま

市全体で考えた医療政策と、さいたま市立病院を中心に置いた考え方と、

ここのところが正直な話・・・。 

 あの、さいたま市立病院というのは市民税でやっている訳ですよね。市

の中ですから。だからそういう意味では僕は市の医療を考えるべきだと思
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細田委員 

水谷委員長 
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います。 

 これは言いにくい点なのですけれども、これは市民税だけでは無くて、日

常的な医療活動はほぼ独立採算性に近い形でやっていて、政策医療に

関してはそれを法律に合わせて入れられている面があって、基準に沿っ

て毎年の収支、十数億かはそこに該当するかもしれませんけれども、

我々の医業収支比率においては、前年度は 100 を超えているのですけれ

ども、これは経常収支にはそういうものは影響するかもしれないですけれ

ど、それは決められていることなので、というふうな考え方で、すべてを税

金でやっている訳では我々はないので。 

 もちろんすべてを税金でやっているとは考えていません。ただ、一般会

計から繰入れが政策医療のためにある訳ですよね。我々だって国がやっ

ている独立法人ですからそれなりのビジョンを持ってやっています。それ

を言いたいのです。税金だけでやっているとは少しも思っておりません。た

だ、今自治体病院がですね・・・。 

 少し議論が外れてしまっているので、その議論はまたにしましょう。 

 それで、最初の回復期の機能の受け皿等については、最初に病床機能

のアンケートを取っていますけれども、取り方がかなり大雑把で、提案とし

ては、これを市の方でやっていただくのが１番良いと思います。さいたま市

内のそれぞれの医療機関のもう少し細かいデータを出してもらって、急性

期で出していても実際にはそうでないところはたくさんある訳です。あるい

は高度急性期で出していても、回復期だとか慢性期だとかのところがかな

りあります。その辺のアンケート調査というのは市のレベルでやっていた

だけると１番細かいものが出せるかなと思います。県のレベルとか言って

いると、なかなか動いてくれないから最少単位の市のレベルでというよう

なことを局長にお話ししておきたい。検討課題としての提案です。 

あとは、先程からの連携の話で市立病院からどこの領域かに逆紹介す

るとかあるいは来たらどうするかという問題については、今浦和医師会の

中でも連携のための色々な情報は作ってあって、さいたま市立病院でも

ある程度情報を得られることになっています。大宮は大宮で作っていま

す。大宮とか浦和とかそういうことを言わないで、全体でつくろうという気運

になってきていますので、そういうものが出来れば今度はさいたま市立病

院から逆紹介するときに大宮の近いところがあればそちらに紹介する。す

ぐには出来ないと思いますけれど、１、２年のうちにはつくりたいと思って

います。そうすると、もう少し連携については良くなっていくのかなと思いま

す。 

それから先程伊関先生が言われた、人件費比率については事務局の

方どうですか。これは出さないと駄目というのはあるのですか。市の中で。

これまでも現行の計画で出ておりますので、載せていきたいと思います

けれども。 
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水谷委員長 

伊関委員 

水谷委員長 

細田委員 

波田野財務課長 

伊関委員 

おそらく伊関先生がおっしゃるのは、これは足かせになるからやめたほ

うが良いということ。 

だから、５年 10年先だったらともかく、ここでがんがん人を雇って100人

も 150 人も雇うときにいきなりその年に雇ってすぐ収益で 50％を達成出来

るような収入が入ってくるとは限らないのですよ。どうしても先行投資にな

って人は雇うけれども、それに見合う収益は伸びないというのが大体普通

の話なのでこれを掲げておくと必ず達成出来ないし、これを達成しようとす

ると人を雇わないという話になる。だから今は病院改築をして、新病院に

して新体制にするのが最大の目的の中で、この指標ははっきりいって意

味は無いのですよ。今までやっていたからっていうのは１番駄目な表現だ

と思いますよ。この病院が戦略的に今対応している中での指標として、選

択するべきかしないかという事の判断をしなければならないと。 

よく分かります。結果として、こうなったというものは知っていて良いと思

うのですけれども、今は伊関先生が言われたように目標には出来ないは

ずだと思います。行政の立場として、これは無いと困るというようなものは

あるのですか。 

少しよろしいですか。我々の JCHO は赤字病院があります。赤字病院

は必ず人件費を出させてクビをきるのです。解雇できないから、他に回す

のですね。我々は中期経営計画の他に年度評価がありますから、年度評

価で黒字にしたい訳です。こう言ってはなんですが、国の肩叩きとか。そ

のために必ず出させるのです。前の市立病院の経営評価委員会で言った

のですけれども、実質人件費率はどうかというのをお聞きしましたけれど。

増員を認めないと派遣を含めて委託を入れてしまうのです。そうすると、

実質人件費率が上がってしまうのですよ。実は、うちも実質の比率が９月

は51％で、正規職員だけだと40何％です。だから、これを出さないので良

いのであれば出すべきではないと思います。確かに先行投資だと思うの

ですよ。旭中央病院を黒にしたいために、解雇までいかないまでも人を減

らすために言っていることであって、これから伸びる病院は出す必要ない

と思います。 

先程伊関委員の方から、改革プランの方には無いのではないかという

ことで確認しましたら、例として載っておりませんので、載せる、載せない

につきましてはもう１度検討させていただきます。 

論文を読んで。市政にも書いてあるから。１番最重要項目で、全国市長

会が出しているさいたま市役所にもいっている市政という雑誌をとってい

るから。あと、病院という雑誌、医学書院をとっているし、そこで新しい病院

ガイドラインの考え方について論文を書いているから。読んでないというこ

とだと思うよね。申し訳ないけれど。俺ここで怒ったというのは、さいたま市

の少なくとも企画職員が読むべき論文は書いています。それを読んでいな

いで、前から入れているから入れていますというのは、それは怒りますよ。
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水谷委員長 

冨田委員 

伊関委員 

水谷委員長 

波田野財務課長 

水谷委員長 

不勉強だはっきり言って。申し訳ない。 

冨田委員。 

人件費比率を一定に何％というのはおかしいのですね。やっている医

療によって高いとかはある。だけれども、全く入れなくてどんどん増えて良

いかというと、これは心配だと杞憂する気持ちも分かります。経営が良い

病院、似たような形態の病院の指標とか、一定のある程度の参考指標と

か、それからこれから何％になったけれど、還付してどうあるかという評価

をきちんと出すということを付けたうえで、形骸的な数字だけは入れないと

いう一定の基準というものを決められたらいかがかなと思います。 

一般の病院ならそうなのだけれども、ここはお役所病院なので、人を雇

いたくなくてしょうがないし、人件費を抑えたくてしょうがないし。でも、人を

増やして加算を取って収益を上げるのはここのところの病院経営の王道

であって、それは今年３月に出た総務省の打ち合わせで、こちらに紹介さ

れた優良病院の経営分析集もそうだし、私関わった内閣府の９月に出た

公立病院の経営財政分析でも、人を増やしたところの収益が上がるという

データが出ているのですよ。その中でこの人を増やさなければならない時

にこの数字を掲げておくこと自体が本当に大丈夫かなと。足かせにはなら

ないだろうけど、そうすると達成出来ないでしょこれ。最高６割くらいいって

しまうと思う。それで出来ませんでしたというのが主要経営指標に載って

いるのはどうですかという話。主要経営指標には少なくとも削除しておい

た方が良い。主要だから。これは主要と書いてある以上これは達成できな

いと問題になる。先行投資をしてこれから赤字にならざるを得ないのです

よ。これで黒字にしたら大したものですよ。その可能性もあるのだけれど

も、ここだと。それでも今は人を雇うべき時期なので、人件費率が例外とし

て６割もありうると。そこのところは少なくとも主要からは少なくとも外して

おくと。 

その辺は良く検討していただいて、この先どういうものを掲示するか、書

き込むかを考えていただけければと思います。 

はい。承知いたしました。 

他にございますか。 

貴重なご意見ありがとうございました。５時くらいには終わりたいなと思

ったのですけれども、熱心な白熱したご意見がありました。貴重な意見が

出てくるということは皆が一生懸命病院これからどういうふうにするかとい

うことを本気になって考えているということなので良かったと思います。 

それでは最後に、「その他」ですが、事務局から何かありましたら

お願いします。 

3 その他 

波田野財務課長 本日は、長時間に渡りご議論いただき、誠にありがとうございました。 

今後の予定ですが、本日、委員の皆様からいただきましたご意見を基
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窪地院長 

に、計画案を加筆・修正をいたしまして、12 月議会の委員会に報告すると

ともに、委員の皆様方にも計画書をお配りしたいと考えております。今年

度の委員会の開催につきましては、本日の３回目をもちまして終了となり

ます。来年度の委員会につきましては、例年どおり年２回の開催を予定し

ておりまして、委員の皆様方には現行の中期経営計画に基づきます平成

28 年度の取組の評価を行っていただきたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。なお、本日ご議論いただきました来年度からの新中

期経営計画の取組状況につきましては、２回目の開催時にご報告をさせ

ていただきたいと思います。 

それでは、事務局を代表いたしまして、窪地院長からご挨拶を申し上げ

ます。 

本日は大変お忙しい中、経営評価委員会にご出席いただき、誠にあ

りがとうございました。今回は前回に引き続き、平成 29 年度からの

４年間を対象とした次期中期経営計画に対してご審議いただきまし

たが、審議の過程にもご指摘がありましたが、対象となる来年度から

の４年間は我々にとって大変厳しいものと認識せざるを得ません。高

齢化に伴う医療費の増大に加え、医療技術の高度化、特に高額医薬品

の出現に伴う医療費の負担増など、介護を含め社会保障費が年々増大

し、医療費の圧縮が囁かれている昨今、総務省からは自治体病院に対

し地域医療構想の整合性を強く意識した地域における役割の明確化

を強く求められ、同時に経常収支の黒字化、すなわち経営の効率化が

求められています。自治体病院と言えども５疾病５事業の政策医療の

みで無く、企業性を意識した医療活動を行っていかなければなりませ

ん。平成 30 年度には診療報酬と介護報酬とが同時に改定されること

となっていますし、平成 31 年の 10 月には消費税の増税が待ち受けて

います。このような社会情勢に加え、ご存じのとおり当院は新病院に

向けた施設整備を進めており、地域のニーズに応えるべく医師、看護

師、薬剤師を始めコメディカル部門の職員など、全領域の職員の適正

配置とともに、医療器機などへの設備投資を計画し、医療機能の充実

に向けた準備を行っております。我々は新病院に向けた準備を踏ま

え、次期中期経営計画を作成してきましたが、今回いただいた各委員

の方からの厳しい意見を参考にして、次期中期経営計画が病院経営が

大変難しい時期ではありますが、平成 29 年度からの４年間において、

本来の目的である健全経営を維持し、さらには当院の将来の発展につ

ながる様なものにさらに熟考、熟慮して仕上げていかなければならな

いと考えています。今回を持ちまして、今年度の経営評価委員会を終

えることになりますが、今後も引き続きご指導ご鞭撻を下さいますよ

うよろしくお願いを申し上げるとともに、お礼の言葉とさせていただ

きます。本日は大変お忙しい中、当院の経営評価委員会にご出席いた
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だき、誠にありがとうございました。 

4 閉会 

水谷委員長 

それでは本日の議事は以上をもちましてすべて終了いたしました。委員

の皆様方のご協力誠にありがとうございました。お疲れ様でした。 


