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第 12 回さいたま市立病院経営評価委員会議事録 

日時 平成 29 年８月 24 日（木） 14 時～17 時 30 分 

場所 さいたま市立高等看学院４階 情報処理・視聴覚室 

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 鈴木委員 

傍聴者 ０人

事務局 志村保健福祉局長、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 

篠葉部長 

（庶務課）大沢参事兼課長、越田課長補佐兼総務係長、田島職員係

長、大堀主査、渡邊主任、横幕主事 

（病院施設整備室）田中室長、関根主査、今井主査 

（財務課）波田野参事兼課長、竹内財務企画係長、山本用度係長、

大久保主査、永野主事 

（医事課）若林課長、増田課長補佐兼医事係長、三上課長補佐兼医

療相談係長、小林主査 

市立病院診療部  

（中央検査科）手塚技師長 

（中央放射線科）藤田技師長 

（薬剤科）永堀科長 

株式会社麻生 病院コンサルティング事業部 

内田部長、重枝様 

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 

３ その他 

４ 閉 会

配付資料 ・第 12 回さいたま市立病院経営評価委員会次第 

・配席図 

・資料  

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 28 年度評価案】  



2 

１ 開会 

波田野財務課長 

鈴木委員 

波田野財務課長 

委員一同 

波田野財務課長 

窪地院長  

それでは、定刻となりましたので、ただ今から、今年度第１回目の

第 12 回さいたま市立病院経営評価委員会を始めさせて頂きます。委

員の皆様には、お忙しいところご出席頂き、誠にありがとうございま

す。本日の進行を務めさせて頂きます市立病院経営部財務課長の波田

野でございます。よろしくお願いいたします。 

開会に先立ちまして前回の委員会から委員の方が替わられており

ますのでご紹介をいたします。星野孝男委員が退任をされまして、新

たにさいたま市自治会連合会副会長の鈴木甫様に委員としてご就任

頂いております。鈴木様一言よろしくお願いいたします。 

ただ今ご紹介頂きました、さいたま市自治会連合会副会長、この病

院がございます緑区の自治会連合会会長も仰せつかっております鈴

木でございます。よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

それでは、お手元の資料の確認をさせて頂きます。事前に送付させ

て頂いておりますけれども、今回の資料は委員会の「次第」、「委員名

簿」、「配席図」、それと「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 28 年度評価案】」となっております。よ

ろしいでしょうか。 

はい。 

それでは、開会にあたりまして、さいたま市立病院院長の窪地よりご挨

拶を申し上げます。 

委員長の窪地でございます。本日は大変お忙しい中、当院の経営評価

委員会に御出席頂き、誠にありがとうございます。当院では委員の皆様の

ご協力の下に作成いたしました新たな中期経営計画を本年４月からスタ

ートし、現在、各取組目標や経営目標の達成に向け、病院一丸となって取

り組んでいるところでございます。 

本年度の委員会は、前中期経営計画の最終年度にあたる平成28年度

の取組について、評価をして頂くこととなっております。本日を含めまして

計２回の開催を予定しておりますので、委員の皆様におかれましては、委

員会の開催に特段のご配慮の程をよろしくお願いいたします。 

さて、皆様もご存じのとおり、本院では平成 32 年１月の開業を目指し、

新病院の施設整備を進めているところでございます。新病院開院まで約２

年４ヵ月となり、院内のみならず院外においても更に慌ただしい雰囲気と

なっております。 

一方、来年度に予定されております診療報酬と介護報酬の同時改定に

より、地域包括ケアシステムの構築による医療と介護の連携強化、地域

医療構想と連動した急性期病床の削減が強く打ち出されることが予測さ

れ、我々も将来を見据え、当院としてのあり方を改めて見つめ直し、健全
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波田野財務課長 

志村保健福祉局長

波田野財務課長 

委員一同 

波田野財務課長 

経営の維持に努めていかなければならないと考えているところでございま

す。 

また、これと同時に総務省からは、地域医療構想を考慮した新公立病

院改革プラン、当院では本年３月に策定した新中期経営計画がこれを兼

ねておりますが、計画達成による経常収支の改善、黒字化が強く求めら

れております。 

今や病院は大変な改革の嵐に直面していますが、このような中、医療

機能を強化し、自治体病院として地域の先端的な役割を果たしていくため

には、新病院の施設整備を着実に進めていかなければならないと考えて

おります。 

委員の皆様におかれましては、限られた時間ではございますが、当院

の中期経営計画の取り扱いに対し、忌憚のないご意見を頂戴したいと存

じますので、本日はよろしくお願いいたします。 

続きまして、保健福祉局長、志村よりご挨拶を申し上げます。 

この４月に保健福祉局長を拝任いたしました志村と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。委員の皆様におかれましては、昨年度、市立病

院経営部の部長としてこの会にも出席をさせて頂いたところでございま

す。この経営評価委員会に新たに鈴木委員をお迎えして進めていく形とな

ります。 

この公立病院、さいたま市が直営する病院として、さいたま市立病院の

今後の運営等につきましても、皆様から忌憚のないご意見を頂きながら

進めて参りたいと考えておりますので、どうぞご協力の方をお願いしたい

と思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

これから議事に入る前に委員の皆様にご了解頂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、

会議資料等につきまして、各区役所の情報公開コーナーや市のホームペ

ージ等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は、非公開とすること

もできますが、本日の会議につきましては、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頂きます。 

なお、本日、傍聴の方はいらっしゃいません。 

それでは議事に入らせ頂きますので、水谷委員長、進行をよろしく

お願いいたします。 

２ 議事 

（１）「中期経営計
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画の達成状況に

対する評価につ

いて」 

水谷委員長 

波田野財務課長 

皆様には非常に暑いところお集まり頂きましてありがとうござい

ます。引き続き委員長として皆様方の意見の取りまとめをさせて頂き

たいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは、次第に従いまして、議事を進めさせて頂きます。本日の

議事は、（１）「中期経営計画の達成状況に対する評価について」です。

まず、評価の進め方ですけれども、最初に取組項目について評価を

行います。次に収支計画・主要経営指標の達成状況について、委員の

皆様からご意見を伺ったうえで、全体的な評価を行っていきたいと思

います。 

また、項目評価は大項目ごとに行いますので、事務局から大項目を

１区切りとしてご説明頂き、その後、委員の皆様からご意見頂きたい

と思います。大項目は８項目ありまして、１項目当たりの質疑応答は

約 10 分程度と考えておりますので、円滑な進行にご協力をお願いし

ます。 

それでは、早速ですけれども、「医療機能・施設面の充実」につき

まして、事務局より説明をお願いいたします。 

 それでは、項目評価につきまして、ご説明いたします。お手元の資

料「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 28 年度評価案】」の表紙をめくって頂きまして、項目評価一覧

をご覧ください。 

左の大項目は①から⑧までございまして、その右側に中項目、小項

目を記載しております。内部評価につきましては、当院が病院評価 

としまして、小項目ごとに sから dの５段階で評価を行っておりま 

す。外部評価につきましては、先ほど委員長からもご説明がありま 

したとおり、委員の皆様に大項目ごとに評価して頂きます。 

なお、小項目ごとの評価指標につきましては、資料の左下に記載 

がありますが、５段階評価となっておりまして、sは「中期経営計画

の目標を大幅に上回り、特に優れた成果が認められる」場合、aにつ

きましては「中期経営計画の目標を達成、又は上回っている」としま

して、実績値が目標値に対して 100％以上の場合、b につきましては

「中期経営計画のおおむね目標どおり」としまして、実績値が目標値

に対して 80％以上 100％未満の場合、cは「中期経営計画の目標を下

回っている」としまして、実績値が目標値の 80％未満の場合、dは「未

着手又は中期経営計画の目標を大幅に下回っている」としまして、未

着手又は実績値が目標値の 60％未満かつ取組の実施について重大な

問題が生じている場合などとしております。その隣の《参考》平均値
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による評価につきましては、小項目ごとの病院評価の s は 10 点、a

は７点、b は４点、c は１点、d は０点として点数化し、その平均値

が９点以上は大文字のＳ評価、６点以上９点未満につきましては大文

字Ａ評価、３点以上６点未満はＢ評価、１点以上３点未満はＣ評価、

１点未満がＤ評価とし、事務局が評価の目安としてお示しするもので

ございます。皆様方におかれましては、この大項目ごとの「平均値に

よる評価」を１つの目安としつつ、大所高所からの評価、ご助言をお

願いしたいと思います。 

続きまして、資料１ページをご覧ください。まず、１番上の段です

が、左側から「大項目」、「病院評価平均値」、「平均値による評価」を

記載しております。その右側に「評価委員会の評価」、「評価委員会に

よる評価修正理由」の欄がございます。こちらは本日のご意見を踏ま

えまして、後ほど記載をさせて頂きます。 

次に、その下の段ですが、「中項目」、「小項目」を記載しておりま

す。その右側が平成 28 年度の「年度目標」として、中期経営計画上

の目標と、その目標を達成するための取組目標を記載しております。

次に、その右側上段に中期経営計画上の目標に対する「実績」、下

段に取組目標に対する「取組内容」を記載しております。そして、そ

の達成度に基づきまして、評価を行い、その右側に「病院評価説明」、

「病院評価」を記載してございます。その下の段には過年度の中期経

営計画上の目標、取組内容、実績値及び病院評価を記載しております。

それでは、大項目①「医療機能・施設面の充実」につきまして、説

明いたします。まず、１ページの小項目「新病院の建設」ですが、目

標どおり施工業者を選定するため、総合評価方式による入札手続きを

実施し、新病院建設に係る各種調査業務を実施いたしましたが、契約

締結及び工事着手が平成 29 年４月以降となったため、b 評価として

おります。 

続きまして、２ページ「エネルギーセンターの更新」ですが、計画

どおり建設工事を進め、５月に新エネルギーセンターを完成し、稼働

を開始したため、a評価としております。 

続きまして、３ページをお願いします。「立体駐車場の整備」です

が、８月に工事契約を締結しまして、９月に着工いたしましたが、年

度内の完成とはならなかったため、b評価としております。 

４ページ目「駐車場の有料化」ですが、正面玄関前を駐車場として

整備し、駐車可能台数を増やしたこと、また、駐車場の管理強化のた

め、不正駐車車両に対して張り紙を行う等、積極的な取り締りを実施

したことによりまして、取組の目的である駐車場内の混雑緩和、周辺

道路の渋滞解消及び駐車場の適正利用を達成したため、a評価として

ございます。 
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なお、駐車場の有料化は見送りとなりましたが、新病院開院に向け

まして、環境が大きく変化していく見込みのため、引き続き駐車場の

利用状況を注視していく必要があると考えております。 

続きまして、５ページをお願いします。「託児棟の整備」ですが、

５月に新託児棟の稼働を開始するとともに、７月に新託児棟の外構工

事及び旧託児棟の解体工事に着工し、10 月に工事を完了したため、a

評価としております。 

続きまして、６ページ「放射線診断・治療等の高度医療機器の充実」、

ライナックの購入については、移設コスト等を考慮し、新病院の開院

に合わせて行うことにいたしましたが、ライナック取扱いメーカーか

ら機器購入以外の調達仕様について資料を収集しまして、当院の使用

実績を踏まえてコストの検討を行ったため、b評価としております。

続きまして、７ページをお願いします。「食料の備蓄」ですが、予

定どおり給食業務において、１日分の災害時専用備蓄食料を追加し、

合計３日分を確保したため、a評価としております。 

８ページの「災害用医療機器の整備」ですが、日本 DMAT が定める

DMAT 標準医療資機材リストを準用し、人工呼吸器、送信機及び輸液

ポンプ等を導入いたしました。また、災害時に必要な仮設トイレ及び

簡易ベッド等を導入したため、a評価としております。 

続きまして、９ページをお願いします。「DMAT チーム体制の充実」

ですが、人工呼吸器、送信機及び輸液ポンプ等を導入するとともに、

医師１名の新規隊員登録や DMAT 関連の様々な研修や訓練に積極的に

参加したため、a評価としております。 

続きまして、10 ページの「医療機能の充実・強化」ですが、新病

院開院に向けまして、平成 32 年度までに 182 人を増員する人員計画

を策定するとともに、組織体制の検討を行い、平成 29 年度から消化

器外科、血管外科、リハビリテーション科、形成外科、歯科口腔外科

及び病理診断科を標榜し、また、庶務課の総務係を総務係と職員係の

２係に分ける手続きを進めました。また、医療機能の充実・強化に向

けた施設整備事業を実施したため、a評価としてございます。 

最後になりますが、11 ページをお願いします。「救命救急センター

の設置」ですが、救命救急センターの設置に向けまして、看護師を

10 名増員し、院内研修及び院外研修を行うとともに、救命救急セン

ターの指定手続きを施設整備事業の進捗に合わせて進めていけるよ

う埼玉県にスケジュール確認を行うなど、救急救命センターの設置に

向けまして着実に取り組んだため、a評価としてございます。 

以上、大項目①の「医療機能・施設面の充実」につきましては、病

院評価では、a 評価が８つ、b 評価が３つとなりまして、病院評価の

平均値は 6.2、平均値によります評価はＡとしております。大項目①
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水谷委員長 

伊関委員 

「医療機能・施設面の充実」につきましては以上です。 

ありがとうございました。内部評価では、a評価が８つで、b評価

が３つということで、平均値による評価はＡとなっております。 

伊関先生。 

お約束だと思うのですけれども、これをやったからと言って絶対に

病院の経営は良くならないですよ。例えば DPC の調整係数の去年との

比較で見れば、後発品の係数が更に落ちて、３年前はⅢ群のトップ

100位の中に入っていたのが、今や 300位くらいに落ちていますから。

本当は医業の指標に関するデータを議論しないと経営力は上がって

こないし、建設の金額の話は全然聞いていないのですけれども、 

2、300 億円で病院建設をすると、もっと本気で経営改善に取り組ま

ないといけない。現金を見ると減らしてきていますので。30 億円し

かないですから。ほとんどが企業債で入ってくると、本当に経営改善

しないと危ない状況にあると私は思っています。それ故に、私は総務

省の地域医療の確保と公立病院改革の委員をやっているのですけれ

ども、そこでも９月に報告書が出ますけれども、事務職員の能力向上

が絶対に必要だということを盛り込んでいます。でも、実際の定数で

言えば１減になっていますし、増えている訳ではないですよ。能力が

上がるかと言うとすぐに異動で替わってしまってという形で。本当に

この状態で大丈夫ですかということだけは指摘しておきます。毎年の

夏の風物詩なので、これで怒り狂って永遠にやることはないので。私

はこういう考えを持っていますということで。 

全体での意見で施設面について言うと、立体駐車場を私も使わせて

頂きましたけれども、これで駐車場ができると、かなり余裕ができて

くる。少し駐車場の幅が狭くて事故が起こるリスクがあるかなという

のを感じたのですけれども。あと、病院の前の道路をちょうど工事し

ていて、恐らく右折帯をつくっているのだろうと思いますけれども、

その辺の渋滞解消の取組は病院の建替えに合わせてかなりしっかり

となってきている。そこは評価ができるかなと思っています。有料化

について見送ったということなのですけれども、お金の面と、利用す

る住民の方の利便性の関係で、これは中々難しいと思うのですけれど

も。これは条例化しなければならないので。財務的に厳しければ拾わ

なければいけないお金なのかもしれないですし。試算でどれくらいの

収益を見込まれているのかということについて、まず教えて頂きたい

のが第１点です。 

次の６ページ。ライナックの購入について見送られたのですけれど

も、経営の観点だとか施設整備の観点で見送ったことは、ｂに値する

かと言われたら私は別に思わないですよね。その時のベストな判断を

すれば、別に aでも良いと。要はａだとかｂだとかの話は曖昧な話だ



8 

水谷委員長 

大沢庶務課長 

水谷委員長 

窪地院長 

水谷委員長 

ということです。ここはその指摘だけをさせて頂きます。 

あと 10 ページなのですけれども、新病院の開院に向けて人員増の

計画を立てていることは非常に良いですし、確実にできていますけれ

ども、ポイントは医師の数が増えるのかというところです。現在の医

師の招へい状況について窪地先生から教えて頂ければなと。 

それと 11 ページになりますけれども、特に救命救急センターが目

玉になるので、救急体制の充実についていろいろ医局さんとも働きか

け等をしているというお話もお伺いしているので、その辺の現在の状

況について教えて頂ければと思います。以上です。 

 その辺いかがですか。 

 庶務課長です。駐車場の有料化の試算なのですけれども、今は数字

を持っていないので後で出したいと思いますけれども、収益が上がる

ということには試算で確かなっていたと思います。それから医師の数

ですけれども、24 年度に中期経営計画がスタートした時は、後期研

修医を入れて、医師は 129 人ほどいたのが、28 年度は研修医を含め

ると 141 人、大体 12、13 人増えたというような状況となっておりま

す。以上です。 

窪地院長。 

伊関委員からのご指摘の件で１つお答えをさせて頂きます。まず、

名誉回復ではないですが、後発薬品の係数が落ちたということは、昨

年度、前回もお話ししたかもしれませんけれども、品数で評価してい

たことから移行が難しかったということがあって、今現在は、84％以

上になっていますので、係数が回復するということは明らかだと思っ

ておりますので、その辺はご理解頂きたいと思います。ただ、機能評

価Ⅱの方から外れるということで機能評価Ⅰの方に移行するという

ことですので、順位的に言えば、これが１番大きく影響して、これを

除けば前回評価された順位とさほど変わらないというふうな評価を

しておりますので、その点は十分にご理解を頂きたいと思います。 

それから人員配置に関しましては、今の状況では新病院を運営する

には足りないということから、今予定しているのが 160 人規模へ持っ

ていかなければいけないであろうと。今の数は、救命救急センターが

開設されておりませんので、そういったところの人数は入っておりま

せん。今現在、目途はつきかけてはおりますけれども、配置が可能と

なれば人員は明らかに増えていく、それで運用ができると考えており

ます。これに合わせて、コメディカルも増やしてきていますので、今

まで全く動かせなかったものも動かすことができてきていますので、

そういった面では体質的に変わってきていると考えておりますので

その点はご理解頂きたいというふうに思います。 

伊関先生。 
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伊関委員 

水谷委員長 

細田委員 

水谷委員長 

大沢庶務課長 

細田委員 

新しい病院ができるというのは、医師が集まる最大のインセンティ

ブになるので、病院ができてから医師が集まるのではなくて、前から

大分医師が増えているというのはいいサイクルになってきていると

思います。正直 600 床規模の病院だと、他のところを見てみると医師

は初期研修医合わせると 200 名ぐらいが標準な感じがする。当面の目

標だと思いますし、充実してくれば更に増えてくると思いますので、

是非医師の招へいについて全力で取り組んで頂ければというふうに

思います。 

細田先生。 

２つほどお伺いしたい。１つは駐車場を有料化するというのは経営

的な問題だけなのですか。というのは、当院の場合は駅のすぐ近くな

ので無料にすると不正駐車がすごく多くなる。そういうこともあっ

て、有料化して全て委託してしまっています。最初の 20 分間は無料

にしているなど、利用者については時間で無料にしているということ

をしているのですけれども、有料化は経営的な面だけなのかなという

点が１つと。それから DMAT のことなのですけれども、僕は埼玉県の

医師会の災害対策委員をやっておりまして、今、県で災害拠点病院を

中心に連絡網をつくるというというのを一生懸命やっているのです

ね。例えば、MCA チャンネル、MCA 無線と、衛星電話の両方を備える。

予算がなくて全部は無理なのですけれども、そういうことも考えて今

検討しているのですけれども、その辺さいたま市は県の災害医療とど

ういうふうにリンクして考えているのかなと。やはり市立病院だけで

はなくて、災害については全体のことを考えてやるべきではないかと

思っているので、その辺は市の方々はどのように考えているのか聞か

せてもらえればと思います。 

いかがですか。 

駐車場の有料化の関係ですけれども、こちらは渋滞の問題から取組

をスタートしていて、渋滞はほぼ解消したということで、去年、有料

化の検討はそこでストップしたのですが、一方で、バス等で来る方も

いることもあって、本当に無料で良いのかというのは、また違う観点

で検討をしなければいけないのかなというふうに思っています。無料

の方が利便性は良いのでしょうけれども、本当にいいのかということ

で、まだ課題ということで検討をやめてしまうことはできないなと思

っているところです。 

DMAT の関係については、基本的には災害拠点病院の災害医療につ

いて当院は災害拠点病院の要綱の中で考えているというところです

けれども。すみません。答えになっているかは分かりませんけれども。

災害拠点病院については県の方の予算がなかなか付かなくて、今年

度付いた予算が来年度もそのまま付くかというのは。病院ごとに MCA



10 

水谷委員長 

冨田委員 

水谷委員長 

無線を買っていて、全く補助が出ていないのです。県の方にも、災害

医療をやるということは地域の問題ですから、もう少し予算を付けた

方が良いのではという話はこの間申し上げました。 

災害については、各病院それぞれの責任もあると思いますけれど

も、地域ごと、あるいは全体的なバランスも当然必要だと思いますの

で、その辺も踏まえてこれから検討して頂いた方がよろしいのかなと

思います。 

他に。冨田委員。 

今日は経営評価委員会という題名なので、今日は経営の件について

主に質問したいと思います。当該項目は主に設備投資のことが載って

いるのだと思うのですけれども、この評価の文章だけ見てみますと、

予定どおり工事が終わりましたなどのスケジュール面が強調されて

いまして、経営の１番大事な面である価格とかがあまり載っていない

ので、例えば、前回か前々回に今度の当初予算が大分値上がりして、

厳しいというお話は以前お聞きしたと思うのです。それをばらしたの

がここだと思うのですけれども。この項目について、スケジュールだ

けではなくて予算どおりできているのか。予算はこれくらい超えたけ

れども、こういうことでこれくらいはある程度吸収できる。そういう

ところも私は採点ポイントになるのではないかと思います。どの辺が

どのくらい上がって、例えば駐車場とかですね、駐車場整備も今の工

事がオリンピック景気等でどれくらい遅れたとか。予算がどれくらい

上がったとか。その分について有料化にしてその辺を戻すとかです

ね。その１つの一連の動きとしての評価を是非書いてほしいかなと思

います。価格の面が全然書いていないので。ａということは予算どお

りいったということなのでしょうか。それともオーバーしたのでしょ

うか。その辺を事務の方が分かりやすくして頂かないと、私が見ると

予算をオーバーしているのに aは付けにくい項目だなと思います。 

それとこれは医療の中身まで踏み込んでいるので、設備面だけの評

価で良いのかなというのが少しあったのですけれども、ドクターを増

員する。それから、色々救命救急をやるという話をして、救命救急も

ある程度国の補助金、公金等が出ると思うのですけれども、それも含

めてこの人数でこれくらいのことをして大丈夫かという採算予測で

すね。経営の採算予測というのは一体どこに出てくるのだろうと。他

の項目で出てくるのなら良いのですけれども。これが人員計画である

とすると、ここの予算と実績をどういうふうに見ていくのだろうと。

その辺のことを是非評価の方に入れて頂かないと、私ども委員として

はどこまでが aでｂというのが分かりかねますので、少なくとも予算

的なことを説明して頂ければなと思います。 

今２つお話が出ましたけれども、既に済んでしまったものに対して
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田中病院施設整備室長

水谷委員長 

窪地院長 

冨田委員 

窪地院長 

冨田委員 

窪地院長 

実際に終わったかどうかではなくて、価格的にどうだったのかという

評価の問題と、それから救命救急に関してこの先どのように考えられ

ているのかということなのでしょう。まず、建築費はどれくらいでど

うなっているのでしょうか。 

病院施設整備室長。 

建築の方につきましては、基本的に予算内ですべて完了しておりま

す。今後もその予定で進めております。 

院長。 

救命救急センターの整備のところですけれども、これに関しまして

は救命救急センターをつくるためのガイドライン、指針がありますの

で、それに準じてまずは形をつくらないといけないというのが１つあ

ります。それは 20 床の病床にすると、それからそれ以上ということ

の規定があったりしておりますので、まずはその規模に合わせていっ

ている。その中で最小限ということで位置付けておりますので、20

床を取り入れています。この救命救急センターとして認可されるかど

うかは、まずつくって稼働させて半年の実績が求められています。そ

こにおいて、最終的には救命救急センターとしての活動が開始される

ということになりますので、そういった意味でどういうふうな採算ベ

ースに乗れるのかどうかというところは、今のところ正直な話、正確

な試算はしておりませんけれども、大体予測される 60%ないしはもう

少し厳しいというレベルで収支を見て、建築全体の予算でどうなるで

あろうという予測をしているだけに過ぎませんので、１年の経営評価

には該当しないと思うので、ここには入れていないというご理解を頂

ければと思います。 

すみませんが、事業としての予測は全く立てていないという認識で

よろしいでしょうか。 

そういうことではなくて、正確性ということ、これから実績を積ま

なくてはいけないので、ここには挙げていないということであって、

予測自体は事前にしている。収益がどれくらいあるので、どれくらい

事業費を掛けられるというのは、当初に検討していますから。それが

予測ではないかと考えています。それでは足りませんか。 

以前に評価というのは結果だけでなくて、プロセスの方も重視した

いというのを言ったことがあったと思うのですけれども、例えば、救

命救急については患者分析等、これくらいであろうという分析をどれ

くらいしているのかとか。今、全く立てていませんというのは、意外

に思ったのですけれども。 

こう言うと全く立っていないということで評価されてしまいます

ので、そういうことではないというのを、まず、ご理解頂きたい。形

が決まっているということから実績に合わせる。ただ、救命救急セン



12 

冨田委員 

窪地院長 

水谷委員長 

ターが必要であるかということに関しては、埼玉県医療審議会にかけ

ている訳ですね。20 床認められるかどうか。さいたま赤十字病院が

そばにありますし、自治医科大学にも救命救急センターがあります。

この３つ目でどうなのかという話は事前にはございました。ただ、人

口 126 万人に対して地域的には少ないであろうということで、３つ目

は可能であるということで認可されていると理解していますし、そう

いった意味では必要性は認められているということになります。それ

に対して救命救急センターをつくろうということになると、その規模

に、指針に合わせていかなければいけないというのがあります。 

それと、この地域の救急搬送される重症患者数は 4,000 件近くの数

字が上がっていると思います。それで、さいたま赤十字病院が最初に

動いておりますけれども、1,000 件前後で動いています。自治医科大

学は今年が開院されたようなものですが、ただ一生懸命やっています

ので毎月 1,000 件近くなるのだろうと思います。そういうふうに考え

てみましても、重症患者というのはもう少しカバーする施設があって

も良いだろうということは予測しています。そうしたことから、必要

性を考えていますので、施設をつくるということに対しては評価を受

けたうえで、ここに来られているというふうに考えています。 

ざっとで良いのですけれども、今 3,000～4,000 件の重症患者で、

さいたま赤十字病院が 1,000 件、自治医科大学附属さいたま医療セン

ターで 1,000 件、ここも大体 1,000 件くらいかなという予測はあるの

でしょうか。 

今、救急医療体制でさいたま市が考えていますのは、北の方はさい

たま赤十字病院がカバーしたらどうかと。南の方は施設ができた場合

には市立病院がカバーするというような大体の予測が救急隊と合わ

せてされていた。できたところで正式にどういうふうな領域をカバー

していくか、いろいろな救急医療体制の打ち合わせをしていかなくて

はいけないだろうとは思いますけれども、重症患者をカバーしている

率から見ますと、基本的にはその人口比から考えても良いのではない

か。大体、全国で救命救急センター１施設に対して、当時は 100 万人

に１つと言われていましたけれども、今では少ないところで 30 万人

くらいをカバーしているのですね。そういうところで今の現実を考え

ますと、ここは 30 万人に１施設あると。そうすると大体３から４施

設ということになってくるのだろうと思います。やはり流出をしない

ような、ここで完結していくような救急体制を取らなければいけない

だろうと我々も思いますので、それで三次医療までカバーできるよう

に自治体病院としては考えていかなければいけない。使命だというふ

うに考えます。 

よろしいでしょうか。 
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冨田委員 

水谷委員長 

落合委員

窪地院長 

落合委員

窪地院長 

落合委員

水谷委員長 

落合委員 

はい。 

他は。落合先生。 

今日の会議の目的は新病院へのステップということであって、28

年度というのは去年の話ですよね。こういう反省が 28 年度にありま

した、ですから新病院の中ではこういうことに反映させて、このこと

は改善されていきますという視点のことがこの評価の中にあるべき

なのではないかと思うのですよね。新病院建築というエポックメイキ

ングな（画期的な）ことが起きる訳です。それに対して、この会議の

意味があまりないのではないかと。でき上がってしまった後の順調に

経営計画が進んでいますという会議であれば、これで全く構わないと

思うのです。まだ、今、建てている最中ですけれども、それに向けて、

改めてこの 28 年度を見ると、今建てている建物の中でこの部分はこ

う変えなければいけないことに気付きましたとか、そういう点がいろ

いろなところにもっと出てくる議論にしていかなければいけないの

ではないかと思います。例えば、立体駐車場ですが、あれはもう完成

ですか。まだ他にできるのですか。 

今の病院を壊して、更地にして駐車場にします。 

今できている立体駐車場は使わないのですか。 

そのまま使います。 

立体駐車場をつくってみて、利用者がどこから来ている人達なのか

などの調査をするとかですね。外来の患者数が何人の時とか、雨の時

はどうだとか、そういうときの駐車場の利用状況が分かったというデ

ータに基づいて、駐車場は今つくりかけているけれども、これからつ

くらなくて良いとか、もう一層高くしなければいけないだとかそうい

うふうなことで、資料となるような形の会議というか、データにしな

いとせっかくこの会議が少しもったいないなという感じがするので

すけれども。またあとで、SPD の話などもあるので、そこでまた述べ

させて頂きます。 

全体的な評価の意味合いを含めたご意見だったと思うのですけれ

ども、この先病院ができたときに、今までやってきた評価を活かして

ほしいというのが落合先生のご意見だと思うのですけれども。 

例えば DMAT。災害医療も含めて。電源が落ちて、埼玉県が用意し

ているものを持ってきたときに、繋がるような仕掛けの施設になって

いるのかとか。透析の施設もこういう設備をしていくけれども、他病

院との互換性が保たれるので、そこから患者さんが来ても大丈夫なよ

うに、共通の電源でやれるようにしているかとか、そういう議論があ

って病院をつくっていくという背景がないといけない。それが新しい

病院をこれからつくるというときの意義ということだと思います。新

しいこういう病院をつくります、新しいこういうのができましたとい
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窪地院長 

水谷委員長 
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うのは在り得るのですけれども、できてみたらここに電源があったた

めに、水没して駄目だったとかいろいろな反省がある訳だから、そう

いうことで替えたなどの話がいろいろあって良いのだと思うのです

よね。他の県立だとか自治医大とか協力することになったので、救急

の三次医療で３つに分かれることになったので、受け持ち範囲として

こうなったとか、そういうことによって使う施設も共通のインフラに

しましたとかというのがあって良いのだと思うのですけれども。 

僕もそう思うのですけれども、病院同士がなかなかないので、それ

をしっかりとやってくれるのが行政だと思うのです。行政の方がそう

いう視点を持ってこの地域でやっていかない限りは、病院がここで言

っても中々動かないと思うのです。特にうちの組織は、日本中ですか

ら。埼玉県に２つ、これも多い方なのです。そういうのは行政の方で

県とタイアップしてやっていかないといけない。今、落合先生がおっ

しゃるとおりだと僕は思います。 

それぞれの病院ごとで対応しなければいけないものもあるし、連携

を取らなければいけないものもそれぞれ内容によってはあるのだろ

うと思います。今、話が出た中で、エネルギーセンターの話が少し出

ましたので、電気が通らなかったときのエネルギーセンターの活用の

仕方ができていると思うので、それをお話頂けたらと思います。どの

くらいもつとか、電源が全く来なくても何日もつとか。 

今回のエネルギーセンターにつきましては、前回の大震災のことを

踏まえまして、以前は電気系統が１系統だけだったのですね。今回は

２系統取らせて頂いて、１つが遮断した場合につきましては、もう１

系統から来るようなシステムを作っております。ただ、極端な話をす

ると、その２つが遮断される可能性がありますので、それに関しまし

ては非常用の発電機も備えておりまして、大容量で非常用のタンクも

今回作ってありますので、非常用につきましては完備しているという

認識でおります。 

石巻市立病院ですよね。水没になったために全部上に上げていたと

いう典型例な建物だと思うのですよね。ここの位置関係からしますと

水没ということは予測されておりませんので、シミュレーションにし

ても、田んぼのところは少し問題がありそうですけれども、ここまで

は上がらないだろうというような予測になっておりますので、水没と

いう問題に対しては、どういう災害になるかは最終的には分かりませ

んけれども、今の予測としては問題ないのではないかという話はして

います。 

 では、伊関先生。 

ちょうど昨日ですが、熊本市民病院に行って来たのですね。あれは

直下型で、ここが学ぶことが多いので、是非行って見られると良いと
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委員一同 

水谷委員長 

波田野財務課長 

思うのですけれども。昭和 54 年と 59 年に建てた古い棟が、地震でも

もつと思っていたのですけれども、ヒビがたくさん入って、しかも受

水槽が壊れたので水が使えなくなった。それで、最初の地震では何と

か患者さんの受入れができたのですけれども、２回目の本震では、病

院が壊れかねないので、大至急に避難したという経験もあるので。そ

れは、恐らく建物設計の参考にはなるとは思うので。実際、あそこは

NICU がメインで 500 床くらいあったが、震災後は NICU が 10 床、GCU

が５床、一般 10 床だけで運用しています。そうなってはいけないの

で、逆に言えば、建替えをきちっと方向付けてここまで来たことはや

はり良かったのかなと正直思っているのですけれども。東日本大震災

はどちらかと言えば津波系ですけれども、さいたま市立病院は直下型

地震が突然起きるかもしれないので、そこから学ぶのは１つありかな

という感じはしています。 

その辺につきましては、これから学ぶべきものは学んで頂いた方が

よろしいかなと思います。 

それでは、ただ今の第１項目「医療機能・施設面の充実」につきま

しては事務局案のとおり総合評価Ａ評価ということでよろしいでし

ょうか。 

 はい。 

 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして「患者サービスの向上」に移りたいと思いま

す。事務局より説明をお願いいたします。 

 それでは、大項目②「患者サービスの向上」につきまして、ご説明

いたします。 

まず、資料 12 ページをお願いいたします。「患者アンケート調査 

の反映」の「満足度（入院）」ですが、スタッフの対応や病院の療養

環境などについてアンケート調査を実施し、医師の対応に関する項目

の「満足のいく治療」が前年度から上昇し、全体としまして目標値を

達成しております。また、アンケート結果を基に、食事配膳の順番見

直しや、面会時間の変更につきまして検討を行っており、a評価とし

ております。 

続きまして、資料 13 ページをお願いします。こちらは「満足度（外

来）」ですが、待ち時間やスタッフの対応などについてアンケート調

査を実施しまして、患者満足度が前年度比５ポイント増の 76.0％と

なり、目標を達成しております。また、アンケート結果を踏まえまし

て、病棟外来運営委員会で前年度との比較や改善策の検討を行い、改

善できるものについては関連部署に情報提供を行い、対応を図ってお

り、a評価としております。 

続きまして、資料 14 ページ「市民公開講座の実施」、「開催目標回
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伊関委員 

窪地院長 

伊関委員 

窪地院長 

伊関委員 

数」ですが、がん診療に対する講座内容の充実やこれまで開催がな 

かった診療科による新講座など、様々なテーマで年間 20 回の講座を

開催し、その開催に際しては、浦和コミュニティセンターのほか、新

たに大宮区にあるシーノ大宮を会場として活用するなど広範囲から

の集客に努め、延参加者数も 1,891 名となったため、a評価としてお

ります。 

続きまして、資料 15 ページ「ホームページリニューアルによる病

院情報の充実」、こちらは「研修医の声」のページの充実化を図った

ことによりまして、平成 29 年度初期研修医採用選考応募者が前年度

比で 25 名の増加となるなど、徐々にホームページの改善が図られ、

月平均のアクセス件数が前年度比で 7,000 件の増加となりましたが、

診療科によって内容の充実度に差があるため、b 評価としておりま

す。 

最後に、資料 16 ページ「がんサロンの運営支援」ですが、がんサ

ロンを年 12 回開催しました。開催に際しましては、広さと窓のある

会議室を使用し、テーブルクロスや観葉植物等を用いて、より快適な

空間となるよう工夫し、参加者数は１回あたり平均 6.1 名、前年度比

で 0.6 名の増となりましたが、参加者主体の運営とはならなかったた

め、b評価としております。 

以上が大項目②「患者サービスの向上」の評価ですが、病院評価は、

a 評価が３つ、b 評価が２つとなりまして、病院評価平均値は 5.8、

平均値による評価はＢとしております。 

以上でございます。 

 市立病院の内部評価では、総合評価がＢですけれども、委員の先生

方から何か意見はありますでしょうか。 

a か b かはどうでもいいので。重要なのは講座が前の委員会の意見

で、参加者も少なかったし、少し貧弱だったのが、あちらこちらでや

って大幅に増えたというのは非常に評価する。やはりやっていること

を評価するというのが非常に大事で、ここは頑張っているなという感

じがします。説明するのはドクター、ないしはナース、技師さん、ど

ういう人達がやっているのかをまず教えて頂きたいのと、もう一つ

は、患者サービスの向上ではないのですけれども、HP を充実して初

期研修医の応募者数が 25 名と大幅に増えている訳です。トータルで

何人応募があったのか。定員が 20 名でしたか。 

12 名です。 

定員 12 名で 30 名ぐらい応募が来ているのでしたか。 

この年度は 62 名です。 

すごい倍率ですね、数年前の定員割れ寸前だったときから格段に良

くなってきている。ここは評価なのです。要は変化の度合いで伸びた
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ところはしっかり褒めないといけない。それが a、bだと見えなくな

る。初期研修医が増えたことはとても評価できるところではないかと

いう気がします。あとは診療科によってホームページの充実度に差が

あるということで、これは忙しい診療科だとなかなかできない部分も

あるし、逆に熱心な人がいれば少ない人数でもやるという差が出るの

はしょうがないかなというのも現実ですけれども、非常に充実した診

療科は何科なのか、教えて頂ければと思います。以上です。 

応えられるようであれば答えて頂ければと思いますが。 

まず、市民公開講座の講師ですが、基本的には医師となります。他

に看護部と栄養科の方でも１回ずつ行っております。ホームページの

充実については、特に整形外科とか産婦人科の方で充実をして頂いて

いる状況です。 

他にございますか。少し私からなのですが、今の市民公開講座なの

ですけれども、20 回、そのうち院外は３箇所ぐらい書いてあります

けれど、院外の３箇所はどれくらいの回数開いておられるのでしょう

か、１回ずつですか。院外は結構多いのでしょうか。 

市民公開講座は基本的には浦和駅東口のパルコのビルのコミュニ 

ティセンターでやっておりまして、基本的にこれは全部院外です。去

年は１回だけ大宮駅西口の生涯学習総合センターを借りて大宮地区

として開催しております。 

分かりました。 

基本的には、１ケ月に１度はコミュニティセンターを使って開催し

ているということです。かなりの頻度だと思いますけれども。 

そうですね。参加人数が結構多いのでどんどんやった方がいいと思

います。宣伝にもなるし、市民サービスにもなりますので。それで総

合評価の平均点が 5.8 ということで、先ほどの伊関先生の話だと、ホ

ームページはもしかしたら s でいいかなということになるかもしれ

ませんが、患者サービスの向上につきましては、特別これが aでも b

でも、とにかく aに近づいてもらった方がいいのですけれども、それ

ほど大きな影響はないのかなと思います。 

私も評価は aでも bでも構わないと思っているのですけれども、結

局どうしたいのかなというのが見えませんので。アンケートは計数化

しやすいし、分かりやすいし、少しずつ良くなっていくと思うのです

けれども、この公開講座ともう一つはがんサロンですか。いろんなも

のがあって市立病院としてはどこをどうしたいのかというのが全体

像として見えないのですね。ホームページも良いところがあったのに

どうして bなのかなという印象があります。病院として一番プラスに

なるものがあったのだったら、今年のホームページは sでもいいので

はないかなと思いますし、結局これで良かったのかなという全体印象
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とか、当初目論んだところに行ったのかなというところを聞かせて欲

しいと思います。 

まず、市民公開講座を増やしたということなのですけれども、市立

病院はどこにあるのですかと未だに言われているとか、こういうこと

をやったのですねとか、今頃になって分かってもらえるということが

ありましたので、外でやることによって目に見えるようにしていかな

ければならないだろうと。そして、市民公開講座をやっていこうとい

うということを学術委員会で計画してくれというふうなことで始ま

っています。そして、それを職員、医師も積極的にこれについては喰

らいついてきたといいますか、やはりそういう思いがあったというこ

とで皆が外に向かってアピールし始めたというのが大きなきっかけ

であるという、これは病院の体制にとっては非常に良いことだろうと

思います。そして、もう一つは市民の方々に対しての健康増進になり

ますし、そういう市民に対してのアピールということになるのだろう

と思います。あと、この病院でやらなければならないのが、医療者に

向けてのその取組とかいろいろな内容を知って頂くということをこ

れからは更に加えてやっていかなければいけないことだろうという

ふうに思っています。この件に関しましては、良い面と今後更にやっ

ていかなければならないことが明らかになってきているということ

だろうと思います。 

市民公開講座ですね、私も何年か前に、この委員会で回数を増やし

て外でやるべきだと申し上げて、見事にやられていて、本当に市立病

院はどこにあるのというのが伝わってきたというのは素晴らしいこ

とだと思います。各評価の仕方なのですけれども、どの項目も対等の

重みを持っている訳ではなくて、がんサロンもそれは重要だけれど

も、病院の意味からしたら対象も少ない訳だし、その公開講座だとか

患者満足度とかの方が圧倒的に大きな意味を持っている、なおかつ院

長経験からすると、76％の皆様から好意的に思ってもらえる病院なん

て滅多にないもので、これは全項目を通じて十分という感じがいたし

ます。また、HP に関しては、窪地院長のことだから、きっとやって

もらえると思いますけれども、各科の部長ヒアリングなどのときに、

やっぱりお前のところ駄目だぞとグイグイやり続けることが凄く重

要だと思いますのでよろしくお願いいたします。 

Ａ評価でいいのではないかというご意見がどうも多そうなのです 

けれども、いかがですか。 

では、患者サービスの向上の 14 ページの市民公開講座は変化の度

合いが良かったから sにして、そうすればＡに上がりそうな匂いがす

るのですけれども、更なる充実は是非して欲しいなと、希望するのは

看護師さんの数を増やすこと、あと理学療法士、作業療法士、臨床検
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水谷委員 

波田野財務課長 

査技師のような技師さんを少し発表すれば良いと思います。発表する

ことによって能力向上する部分もあるので。あと、できれば南区、い

わゆる診療圏としては南の方が充実していかなければならないので、

南での開催もお願いしたい。大宮で開催したことは非常に評価できる

と思いますので、次は南区での開催を想定しながら、sだけれどもま

だこれから頑張ってねと。 

はい、注文も入りましたけれども、一応全体としてはＡ評価という

ことで、Ａ評価に変えさせて頂きたいと思います。ただ、伊関先生が

言われたとおり、南区の開催を念頭において場所探しをして頂ければ

と思います、よろしくお願いいたします。 

それでは次ですけれども、病診連携の強化についてお願いいたしま 

す。 

続きまして、大項目③「病診連携の強化」について、説明いたしま

す。 

まず、資料 17 ページをお願いします。「産科セミオープンシステム

の導入」ですが、地域の産科医療機関との連携を着実に進めるととも

に、妊婦へのセミオープンシステムの推奨を積極的に行ったため、a

評価としております。資料 18 ページですが、「産科セミオープンシス

テムによる取扱件数」につきましては、４医師会の登録医へセミオー

プンシステムのポスターを配布し、啓蒙活動を実施するとともに、当

院を受診している全妊婦へのパンフレットの配布や妊娠リスク判定

を行い、ローリスクの妊婦に対して積極的にセミオープンシステムの

活用を勧めたことにより、産科セミオープンシステムによる出産件数

が、前年度比 35 件増の 212 件となったため、a評価としております。

続きまして、資料 19 ページをお願いします。「地域医療支援病院の承

認」ですが、院内会議等で紹介率・逆紹介率の進捗状況について情報

の共有化を図り、逆紹介率の向上のための啓発を行いましたが、平成

28 年度の承認要件を達成することができず、地域医療支援病院の承 

認申請には至らなかったため、d評価としております。しかしながら、

28 年度に地域医療支援病院の承認に向けた取組を進めた結果、今年 

度の申請・承認要件を達成し、現在、保健所に申請中であり、埼玉県

医療審議会での審議待ちとなっております。 

次に、資料 20 ページ「（仮称）地域医療支援センターの設置」です

が、地域医療連携推進委員会を開催しまして、今後、当院が地域包括

ケアシステムの中でどのように関われるのかを検討するとともに、地

域連携に携わる各部門の活動状況等を精査し、今後、「（仮称）地域医

療支援センター」で扱う業務内容や活動の方向性について検討するな

ど、設置に向けて調整を進めたため、a評価としております。 

以上、大項目③「病診連携の強化」につきましては、病院評価では、
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a 評価が３つ、d 評価が１つとなりまして、病院評価平均値は 5.3、

平均値による評価はＢとしております。説明は以上です。 

ありがとうございます。内部評価、aが３つ、dが１つということ

なのですけれども、いかがですか。 

よろしいですか。紹介率、逆紹介率なのですけれども、51 ページ、

28 年度の実績が紹介率 62.9％、逆紹介率 76.8％って書いてあるけれ

ども、これでいいのですよね。そうだとしたら、これで地域医療支援

病院になれるのではないのですか。 

今年度申請しているところです。28 年度の１年間の実績が出ている

ので、それに基づいて申請できるという条件が満たされたということ

です。 

申請ができなかったというための評価であって、それまでのプロセ

スとしてはしっかりとやっているので、dにする必要はないように思

います。どうですかね。 

よろしいですか。やっぱりずっと課題だった訳ですよね。正直、市

立病院という名前がついていると、紹介率、逆紹介率はなかなか上が

らないのですよ。そこをずっと課題の中で、28 年度でなんとか申請

できるところまでもってきたので、私だったら aでも構わないという

レベルですよね。 

確かに dにする必要は全然ないと思いますよね。 

いきなりできる訳ではなくて、それまでの過程がある訳ですから、

その過程の中の良い成績を上げてきたということで、申請ができなか

ったという意味ではではなく、少なくとも bでいいかなと思いますが

いかがですか。 

実績からしたら申請ができなかっただけで、これだけの紹介率、逆

紹介率になったから、aでも構わないと思います。 

そんなに遠慮しないで、dにしなくても良かったのではないかなと

思うので、b評価ぐらいにして頂いて、総合評価としてはＡでよろし

いかなと思うのですけれども、いかがですか。 

異議なし。 

はい。では、そのように変更してください。はい、冨田委員。 

前もすごく気になったのですけれども、４つあるうちの２つが産科

セミオープンシステムで、産科セミオープンシステムは確かに大事だ

と思うのですけれども、今の世の中の病診連携をいろいろ考えると、

それだけで良いのですかということがあります。地域医療支援病院も

そうなのですけれども、最後の地域医療連携の体制を強化するという

存在として何をやっているかという、本当は患者アンケートならぬ連

携先へのアンケートを出した方が良いのではないかと思うぐらい、本

当にこの体制は大事で、もう少し項目を変えて頂きたいなというのも
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ありますし、あと評価４つが全部同じ点数ではないのではないかな

と。もう少し強化するところは強化して、倍率を高くして良いのでは

ないかという思いがあります。 

地域医療支援センターの設置に関しては、全然動いていない訳では

ないと思いますし、努力をされているのだと思います。ただ、形の上

でできていないだけで。今、お話しに出たように、少しずつ見えるも

のがあれば、それを上手に表現して頂いた方が評価する段階では分か

りやすいと思いますので、そういう工夫をして頂けたらと思います。

今年度から次の中期経営計画になりますので、その中にそういう意味

合いのものが入っていないかもしれませんが、一応頭の隅に置いてお

いて頂ければと思います。そうことでこの項目についてはＡ評価とさ

せて頂きたいと思います。続きまして、業務改善に関する取組につい

て説明をお願いいたします。 

 それでは、大項目④「業務改善に関する取組」ですが、資料 21 ペ

ージをお願いします。「院内情報システムの更新」ですが、新病院に

向けて実施している「院内情報システム整備計画策定支援業務」を活

用しながら、平成 27 年度に実施しました検討結果を踏まえ、システ

ム構成図及び平成 29 年度に予算要求を行うために実施するシステム

事業者への情報提供依頼用の仕様書を作成したため、b評価としてお

ります。 

続きまして、資料 22 ページ「SPD の導入」ですが、SPD の導入に向

けて仕様書の精査を行うとともに、前年度に引き続き、SPD を導入し

ている先進病院の視察を行い、導入経緯及び運用状況等について情報

収集を行ったため、a評価としております。 

続きまして、資料 23 ページをお願いします。「医療安全関連の研修

会・セミナー等の開催件数」ですが、全職員対象全体研修会２回、医

療職安全講習会６シリーズの計８タイトルを実施し、１回当たりの研

修会参加者数が平均 321 名、前年度比 46 名の増加となりました。ま

た、研修会等を実施したことにより、例年３件ほどあったモニタ記録

の取込不備が 28 年度は０件になるなどの効果があったため、a 評価

としております。 

続きまして、資料 24 ページ「医療安全に関する改善取組件数」で

すが、インシデントレポート分析の件数、主な結果及び主な改善事例

の内容を整理しまして、MRI 室における使用機材の表示方法及び入室

前の確認方法の変更等、改善策を実施し、目標どおり 12 件の改善に

取り組んだため、a評価としております。 

続きまして、資料 25 ページをお願いします。「インシデントレポー

トの公益財団法人日本医療機能評価機構への報告」ですが、日本医療

機能評価機構への報告については、検討中のため行っておりません
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が、使用評価を踏まえて医療安全だよりを発行するなど、インシデン

ト事例の院内での共有化を図り、事故の再発防止に取り組んだため、

b評価としております。 

最後に、資料 26 ページ「廃棄物量（対平成 23 年度比）」ですが、

リサイクル手法等の検討を行い、病棟の看護師や医療技術員等に対し

て改めて各種廃棄物の廃棄方法、廃棄場所等の周知を図りましたが、

新病院の建替に向け、サービス棟及び別館から仮設棟への引越しを行

った影響などにより、廃棄物量が増加しました。排出量伸び率が前年

度比 4.9％増の 2.4％となり、24 年度伸び率 3.9％に対して 1.5％の

削減に留まったため、c評価としております。 

以上、大項目④「業務改善に関する取組」に関する取組ですが、病

院の評価では、a 評価が３つ、b 評価が２つ、c 評価が１つとなり、

病院評価平均値が 5.0 で、平均値による評価はＢとしております。以

上でございます。 

はい、いかがですか。これも少しいかがかと思うのですが。伊関先

生。 

毎回言います。aも bもあまり関係ないです。重要なのは、まず、

21 ページ、院外情報システムの更新、いわゆる電子カルテの更新を

新病院にあたって想定されているのですよね。そこはもう金額で恐ら

く何億円単位になってくるので、いろいろ調べて今のベストと思われ

るコストと機能を両方兼ね備えているものを見つけている臭いがあ

まりないのですよね。なんとなくやっていますみたいな話で。そこに

はスタッフをしっかりと張り付けて、良い電子システムを入れて頂け

ればなと思います。特に電子カルテ、いろいろ入れると診療報酬では

対応できない部分なので。やはりある程度の抑制は必要だし、かとい

って使い勝手が悪くても仕様がないので。病院の知恵を一番評価され

るところなので、ウエイトとしては今の時点では一番高いのかなと見

ています。ここは是非頑張って頂ければと考えています。 

あとは次の 26 ページなのですけれども、廃棄物については引越し

等で廃棄物が出ますから、それは別でやっていかなければいけないの

かなと。通常の医療廃棄物とかいわゆる通常業務におけるリサイクル

という視点で見ないといけない。計算が難しいのかもしれませんけれ

ども、無理なことを求める可能性があるなというふうに見ています。

cなのかなというのは少し分からないです、bでもいいかもしれない

なと。一番看護部が影響してくるかもしれませんが、例えば看護部が

リサイクルをしっかりとやっていますということであれば、aでも良

いのですよ。そのエビデンスをデータとして出してくれれば良いの

で。逆に言えば、新病院になるときには無駄なものはバンバン捨てて

もらわなければ困るのですよ、それを持っていって床面積が増えたら
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本当は駄目なのです。新病院でやるのは、収納に余裕を持たすために、

いかに捨てるかがポイントになる。それとリサイクルは完全に相反し

ますので、もう少し説得力のある論理を作って頂きたいなと。以上で

す。 

はい、細田先生。 

インシデントレポートは、bにする必要はないのではないですか。

数は報告している訳ですよね、機能評価のときに。確か内容まで報告

するのは確か特定機能病院ぐらいではなかったですかね。だからイン

シデントレポートを出している率が非常に低いとかあれば別だけれ

ども、そうでなければ僕は別に bにしなくても良いのではないかと。

インシデントレポートを重要視している訳ですよね。僕は自治医科大

学附属さいたま医療センターの初期研修医の外部委員をやっている

のですけれども、あそこはインシデントレポートの数が日本一多い。

インシデントレポートをどれくらい出すか、サマリーをどれくらい書

いているかで初期研修医の評価をしている。だから、報告について検

討中なのですか。数だけは出している訳でしょう。それなら、aでも

良いのではないかと思います。 

この登録の件なのですけれども、手を挙げて規模 500 床以上の病院

は内容報告までしているところがあるのですね、特定機能病院と国立

病院機構と、大体決まっているのですけれども、それに自治体病院と

500 床以上の病院でここに参加するところはということがあったの 

で、これは当初ソフトを入れる際に報告しやすいソフトを入れたので

すね。インシデントレポートの作成がしやすいものを。その際にその

まま報告ができるような形になるので、それで参加することによっ 

て、情報交換がしやすくならないかというのが一つあったものですか

ら、この中期計画を作る時には一つの目標、項目として挙がったこと

で、これがずっと続いているというのが現状なのです。そういうこと

で、日常的に報告をしなかったからどうこうということは、先生が言

われるようにないのですけれども、課題として挙げていたということ

が継続しているということで理解して頂ければと思います。 

要するに最初から厳しい評価だったということですか。 

 項目として挙げていたために、そこにこだわり続けなければならな

かったということかもしれません。 

はい、冨田委員。 

これも少し目標とか時期とか、どこに重点を置いているのか分から

ないと思ったのが、最初の電子カルテのところですね。それと次の

SPD なのですけども、SPD を入れるのにこんなに時間がかかって、毎

年検討ができなくて、ようやく aというのが私はよく分からないので

すけれども、どうしてこういうことになって、ようやく aというのは
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本当に aなのかという疑問があります。特に電子カルテの SPD という

のは、いついつまでにこれをやりますというのを決めてしっかりと動

くべきなのであって、時間が掛かり過ぎているのは果たして aなのか

なという疑問があります。それと全体的に分からないのは、bとか c

である理由と反省がよく分からないのですね。どうして bなのか、ど

うして c になったのか。先ほどの廃棄物はもちろんなのですけれど

も、インシデントにしても aのところと bのところの違いがよく分か

らない。全体として計画どおりにしっかりとやれたかというと、反対

に私は、SPD は時間が掛かり過ぎていると思うし、インシデントの方

はかなり評価に厳しいということもあって、全体として効果が出てい

るのであれば、bにしなくても良いのかなという印象があります。 

少しSPDの件に関しましては、先ほどとも関連するのですけれども、

中期経営計画を作ったときには、いつ頃導入するかということを検討

していたのですけれども、その際に倉庫がないとなかなか導入が難し

いという実情があり、そして、病院を建てるという目標が別に出てき

た訳ですね。それで、その病院建設に合わせて SPD を入れるという方

向転換があったものですから。結局だらだらと検討しているような表

記の仕方にしかなっていないのですけれども、実は新病院に向けて真

剣に計画が進められています。契約の方に行くような方向で進んで来

ているというだけは報告しておきます。それからシステムに関しまし

ても、新しい病院について、今動いているもので足りないもの、それ

から画像の取込みとかいろいろな面で十分に達成できていないもの

がありましたので、そういうものを取り入れていく。そして、連携を

広く、病院が上手く機能するようにということと、SPD とのマスタの

連携とか、そういうところも全て一括して検討していますので、ほぼ

ランニングコストとしましては倍増しそうだという、それを懸念して

いるという状況にありますけれども、今以上にレベルを上げていきた

いということで計画しているということを申し上げます。 

 このあたりにつきましては、新病院の関係もありますので、単純に

aとか、bとか言いにくいところもあると思うのですが、bでもいい 

のかなと思います。先ほど伊関先生からお話し頂いた廃棄物について

は、これはやはり評価するときの何を評価するのか、建物を壊したと

きに出てきたものを全部入れてしまうと、とてつもない量になってし

まうので、難しいかもしれませんが、そういうものを除いた評価をし

なければならないのだろうと思います。これは別に cであるという必

要はないと思うので、bでも aでも良いと思います。いずれにしても、

これが bになってもそんなに点数は変わらないので、基本的にはＢで

も良いのですかね。目標を努力しなかったために、aにならなかった

ものもある訳ですからね。 
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やはり通常業務と特殊要因とを分けておかないと、特殊要因で大き

く増えてしまうと仕様がないという話になるので、絶えず通常業務の

中での廃棄物の削減というのを意識してもらうということが必要で、

大体でいいから見るということも必要かなと思います。これが難しけ

れば仕方ないのですけれども、そうしたら問わないという話になるの

だと思いますし、新病棟建設の際の廃棄部分をこれに入れ込むという

のは少し無理がある、論理的ではない気がします。 

 はい、落合先生。 

評価の話から離れて総論的な話をさせて下さい。電子カルテのこの

21 ページですか、新システムに向けて注文すべき内容のことがいろ 

いろと用意できて、仕様書の作成ができたということであれば aで 

も良いと思うのですけれど、本当にそういう意味での仕様書が作成で

きているのかどうかということは厳密に議論すべきだと思います。 

今、電子カルテは 2000 年ぐらいに導入が始まって、今、2017 年な

ので約 20 年弱経過して、その間の電子カルテというのは第一世代だ

と思っているのですね。いわゆる電子カルテが入ることによって、業

務の効率というよりもコミュニケーションがよく取れるようになっ

て、その結果、誤字脱字がなくなって、医療安全も進んだというのが

第一世代なのですけれども、第二世代のこれからの電子カルテという

のは、ビッグデータといわれる時代になって、ナショナルクリニカル

データベースだとか、そういうことに協力をしていかなければいけな

くなったし、かつ、自院の評価に関しても去年に比べ今年が、あるい

は先月に比べ今月が、ということが随時その中から引っ張り出せるよ

うな電子カルテに変わらなければいけない。そうなると電子カルテと

いうのは、今、メーカーがいくつかありますけれども、そういう人達

がやっているのは、未だに第一世代の囲い込み作戦であって、データ

の部分というのが外付けになっているのではなくて、全部中に取り込

まれてしまうものだから、病院として利用するときには何も利用でき

ないような形、何か使いたいということが起きると、その度にメーカ

ーに頼まなければならなくて、１項目直すだけで１千万円掛かるとい

うことが頻繁に起こるという馬鹿な話になっています。本来データは

外に付いていて、その中のビジネスプロセスの部分を運用する部分

は、そういうコンピュータであって、そちらの本体は何回変えてもデ

ータはいつも外にあるという形の電子カルテの時代に変わらなけれ

ばいけないので、是非その部分を視野に入れた電子カルテを目指して

頂きたいですね。従来のものをそのまま買い増して、同じものをまた

買っていくというのではなくて、新しい時代のこれからの第二世代を

考えなければいけないときに来ているので、そういうものを作ってく

れと。それで、さいたま市立病院がトップモデルだよとみんな見に来
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てくれるというような形の電子カルテにするようなことを是非考え

て頂くことが願いです。 

そうなってくると、例えば JCI（Joint Commission International

の略称）のような受審を考えますと、放射線科が CT や MRI の結果を

読んでくれたと、あるいは病理が結果を出したといったときに、それ

を読みましたよ、出しましたよというのを見ると、注文した医師がそ

のことを確認して患者に伝えるまで旗が消えないとか、そういう仕掛

けをつくることをするのが真の医療安全だと思うのですよね。JCI で

求められるのは、CT を撮ったら患者に報告されるまでに、あるいは、

注文した医師にデータが返って患者に戻るまでに何日間かかるか、何

時間でそれがしっかり伝わっているかということを評価の対象にし

ろという位のことを言われるので。そういうことが電子カルテから出

てこないとやっていられない話になるのですね。そういう部分を視点

においた電子カルテにしないと駄目で、第二世代の電子カルテは多分

そういうことで考えなければいけないと思うので、是非その点を考え

て頂きたい。 

例えばバーコードを使っていろいろなことをやる、そのことをやる

ことによっていろいろな便利が起こる。バーコードに繋いで、そのデ

ータをインプットできる電子カルテになっているかというとなかな

かなっていない。なっていない理由は扱うときのバーコードの桁数が

ある電子カルテは８桁だけど、ある電子カルテは９桁で、一つ増やそ

うとすると桁数がどうとか、とてもお金が掛かるのですね。最初に入

れるときに、そこのところに一つ一つ扱う桁数を何ビット置くとか厳

密に決めてかからないと、その先で少し良いものが出てきた時に対応

できないという状況になっているので。是非、第二世代ということを

キーワードに置いて頂きたいなと思います。 

それから、もう一つは SPD 絡みの件で、SPD 業者に頼むかどうかで

はなくて、SPD と言われる業務をどう効率的に行うかということが大

事なので、そのためには今新しい言葉、ビジネスプロセスマネジメン

ト、BPM というようなことなのだと思います。これも少しつまらない

例でお話しさせて頂きますけれども、NTT 関東病院で血管撮影室、心

臓カテーテルなどで使用する部屋です。そこでカテーテルを使います

ね。この病院も同じだと思いますけれども、カテーテルを使ったとき

に、そのカテーテルは血管撮影室、心カテ室ですか、この病院はどう

なっているのですか、業者が来て置いているのですか、使っているか

どうかまだ分からない。置きっぱなしになっているものを使ったよと

いうことで、後で請求業務が発生するというシステムに多分なってい

るのだろうと思うのですね。そうすると、その時にこれを使いました

という業務は誰がやっているかというと、看護師さんがそのカテには
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バーコードを貼ったような、SPD 業者によってやり方が違うのですけ

れども、それを持って来て、看護師記録の放射線介助看護記録の紙の

裏に使ったものを全部貼っていくのですね。そうすると、この患者さ

んにこのカテーテルを 10 本使ったということになる。それを今度、

医事会計に送るときにどういう仕組みで送っているのかという話に

なると、NTT 関東病院では FAX で送るのですね。そうすると、FAX で

送るものだから、受け取った医事会計の方はバーコードが読めない、

くらげみたいになってしまうのですね。それで、そこで何をしている

かというと、バーコードの下についているレファレンスコードという

のがあるのですけれども、342568 とかいう６桁ぐらいの数字を医事

課の女の子が１回記憶して、ウェブメディアというのを開くのです

よ。そして、342568 と打ち込むと、これは心カテのバルーン拡張用

のカテで、償還値段が 14 万円とか書いてある。そうすると、それを

脇に書き換えて、そして次に請求するとやっていると、ナースは何の

ことをやるか分からないけれども、それを貼るだけ貼らされて、FAX

を送る子はただ FAX を送る。受け取っている人は何だか分からないけ

れど、来たものを見てレファレンスコードだけを見て値段を調べて書

き、更に医事課の現場はそれをお金だけ請求してという、もう皆が分

からない分断業務をして、最初に能率良く一発カテのバーコードさえ

打ち込めば全部繋がって、誰も打ち込む必要がないような事柄をみん

ながやっているという話が起きているのですね。 

是非、市立病院のようなところにお願いしたいことは、特に志村局

長にはお願いしたいのですけれども、病院の中に CIO、チーフイノベ

ーションオフィサー、あるいは CTIO、チーフテクニカルイノベーシ

ョンオフィサーとも言うらしいのだけれども、病院の中でどういうと

ころの業務が滞りやすくてどういう業務を誰がやっていて、あの業務

はこういう手順を変えるとか、誰かが一人もう一つステップを踏めば

ずっと能率が上がるのではないかということを、病院の至る所に行っ

て見て指摘している人がいるかと、それに基づいて SPD 業務はこうあ

るべきだし、電子カルテはどういうふうにあるべきだということを考

えないと、これからの病院は能率が上がらないと私は思うのです。そ

れは、私病院長が終わって、トレーサビリティ（物品の流通経路を生

産段階から最終消費段階あるいは廃棄段階まで追跡が可能な状態に

すること）のことだとかいろいろなことをやってきて、今一番思うの

は、自分の中でもう一回院長になって病院をやるのであれば、是非こ

うしたいという思いのところなのですよね。せっかく病院が新しくな

るときなので、是非そういうことの一番乗りをやって頂きたいと正直

思うのです。是非市立病院の場合、事務の方は何年か経ったら市役所

からみえてまたこうとか、県庁からみえてまたこうとか、多分なって
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くるのだと思うのです。お一人お一人の事務の方が新病院ができたと

きに、3A 病棟の一番東の端の棚には何があって、そこに置かれてい

るものは大体何日ぐらいで入れ替わって、在庫としてどれぐらいの額

がそこの棚に積まれているということを全部それに加えて分かって

いるような形になるのかということを問いたいのです。そういうこと

を全部やってくれる人を養成して、その人が、どこが病院の中で無駄

なのだ、どのプロセスが無駄なのだ、ここは在庫が多過ぎる、これは

減らせるというのを見ていかないといけない。病院はやっていけない

と思います。医者なんて絶対にやりません、ナースもやりません。そ

れは自分たちの仕事ではないし、教えてもらっていないのですよ。是

非事務の方が力を持って CIO の人を中心に、病院長は全くそんなこと

は能力がなくてもいいのですよ。信頼できる CIO を置いて、病院のた

めに一番効率的にはこういうふうにやっていくことが能率的ですよ、

このためにはシステムをどう作るべきですよということを本当に見

ていって、やっていって欲しいのですよね。どこの電子カルテが少し

良いということではなくて、本当に業務がどう良くなるためには、何

が求められるのかということを確認してことに当たられることをお

願いしたいと思います。だから、電子カルテの有り様、SPD の有り様、

CIO、それに加えてもう一つは医療安全について。私はこのインシデ

ントレポートの数はどうでもいいと思っているのです。他院でのイン

シデントが新聞に出ることもあれば、自院のインシデントが報告され

る、あるいは医療機能評価機構からこの事例がありましたと言われる

こともありますが、そういう報告に触れたら、病院長は必ず自分の病

院の中を、他の病院の事例が自分の病院ではどうなっているのか必ず

見に行くことです。どこかで癌を左と右で間違えてやったとか、標本

を読み違えて患者さんを入れ違えたとか、いろいろな事例があります

けれども、その病院はどういう仕掛けの結果それが起きたのか、自分

の病院は絶対にそういったことがないようになっているのか、他の病

院にそういったことが起こる度に、自分の病院にそういうことがおこ

る土壌はないかということを必ず見に行くということをやっていく

ということなのだろうと思います。すみません、勝手なことばかり言

いました。 

ありがとうございました。貴重なご意見だと思いますし、その辺は

やっていかなければいけないと思いますし、システムをしっかりと構

築して、きめ細かな方法を、これから作っていって頂きたいと思いま

す。伊関先生。 

今度、総務省の地域医療の確保と公立病院改革の在り方の報告書が

出ますけれども、そこで事務職員の能力向上というのはやはり、かな

りの部分を割いて文章化されます。正直な話、さいたま市の職員の方
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がローテーションで回っているうちでは限界があるのかなと思いま

す。場合によっては外部人材、短期の、例えば３年か５年で登用する

とか、恐らく落合先生が考えているようなレベルというのは、市職員

でキャリアプランとしてそういうのを目指すという人は極々例外だ

と思いますので、そういう外部人材登用みたいなものも検討していか

ないと、この病院の経営の高度化には対応できない時期になってきて

いるのかなというのが正直なところです。これは一朝一夕にできない

ことはよく分かっているのですけれども、本当にこの辺りをやってい

かないと、新病院が来たときには、必ず現金不足、借金返済が重たく

て、大変な時期がやってくるのは目に見えているので、そこに向けた

準備は考えておかないといけない。５年先、恐らく部長さんのずっと

後任はひたすら市議会議員に罵倒されるようなそういうような状況

が目に見えますので、それに向けて経営改善の準備をしていくことが

必要だと思います。 

いずれも貴重なご意見だと思いますし、今までと同じような本庁と

市立病院との間の事務職員の異動だけでは済まない問題がこれから

当然出てくると思いますので、その辺を今後よく検討して頂きたいと

思います。それでは、ここにつきましては、少し話が長くなりました

けれども、Ｂ評価ということでよろしいですか。では、ここはＢ評価

でいきたいと思います。 

続きまして「収益確保に向けた取組」について説明をお願いいたし

ます。 

 それでは、大項目⑤「収益確保に向けた取組」について、説明いた

します。 

27 ページをお願いします。「医業収益の増収額（平成 23 年度比）」

ですが、資料に記載のとおり、手術件数の増加や NICU３床増床、HCU

整備による管理料の取得、外来収益の増収などによりまして、医業収

益が平成 23 年度比で約 22 億 9,100 万円の増となり、目標値を上回っ

たため、a評価としております。 

28 ページですが、「査定額の減額率」、院内での保険委員会での精

査結果に基づく再請求により査定額を下げるとともに、査定減対策と

してレセプトチェックソフトの見直しや電子カルテシステムのワー

ニング設定を行うことで、概ね目標値を達成したため、b評価として

おります。 

次のページ、29 ページをお願いします。「未収金発生削減率(対平

成 22 年度比)」、こちらは未収金回収業務の外部委託、定期的な督促

状の発付及び未収患者の再来院時の督促の徹底などによりまして、未

収金の回収率が上がり、目標値を達成したため、a評価としました。

次に 30 ページですが、「使用料・手数料等の見直し」、診断書等の
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手数料につきまして、他医療機関の状況を調査し、料金改定の検討を

行った結果、乖離していると認められる項目がなく、現時点での料金

改定は行わないこととしました。このように料金改定の検討を行った

ことから、a評価としてございます。 

続きまして、31 ページ「行政財産の貸付」、仮設棟の売店、新病院

の売店、また、レストラン、その他カフェの公募を実施したしました。

売店及びレストランにつきましては、行政財産目的外使用許可から貸

付けへの移行、カフェについては新規の貸付けとなりまして、今後の

大幅な収益拡大が見込まれるため、a評価としました。 

最後に、資料 32 ページの「広告料収入等の拡大による医業外収益

の確保」ですが、市立病院やさいたま市のホームページでバナー広告

の掲載企業を募集し、こちらは１件の実績がございました。しかしな

がら、印刷物の広告掲載については、掲載に適する企業を選定できず

に、実施に至らなかったため、c評価としております。 

以上、大項目⑤「収益確保に向けた取組」につきましては、病院の

評価では、a評価が４つ、b評価が１つ、c評価が１つとなりまして、

病院評価平均値では 5.5、平均値による評価はＢとしております。 

以上でございます。 

 はい、では伊関先生どうぞ。 

はい、すみません。ここが一番でたらめでろくでもない評価です。

要は、今日もさんざん言っているのですけれども、使用料だとか広告

収入だとかは微々たるものなのですよ。ここの病院の一番は、診療報

酬、医業収益がいかに増えているのか、減っているのか、その要因と

なる項目がいかに変わっているのかというのをデータで見せないと

いけないので。そういうことがないままに、査定額なども重要ですけ

れども、金額的に言えばそんなに大した話ではないのですよ。更に言

えば、平成 23 年との比較はもうしないでください。平成 27 年と 28

年の前年度比較でどれだけ変わったのか。ここは、23 年、24 年、25

年は、かなりぐっと伸びていますから。その単年度の収益がどれぐら

い伸びて、その要因はどういう要因か、入院患者の増なのか、外来患

者の増なのか、単価の増なのか、そういうところもしっかりと分析す

ることが必要で、更に言えば加算をどういう形で戦略的に取っている

か。だから、地域医療支援病院を取れば、恐らくものすごい金額が今

年度の後半から上がってくる筈なのですよ。それと、総合入院体制加

算が今はまだ３のままなので、今でも病院改築しなくてもできるもの

は目指すべきで、何が足りないとか、その辺のことをしっかりと議論

をしないといけない。やはり収入の増、収益確保ですね。しかも、こ

れから新病院が建設される中で、収入を確保することを本気でやって

いかないといけない。例えば、一人当たり入院単価は指標なのですよ。
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これがどのくらい伸びているのか。一時期ぐっと上がってきました

が、ここに来てフラットになってきている。その辺りがどうなのか。

DPCの調整係数も１と２はやはりしっかりと追っていくことが必要な

のですよ、前年度と比べて。そういうものを入れていってほしい。本

来の収益確保の目標からすると、申し訳ないけれど、全然バランスが

悪く、項目の意味がないレベルです。敢えて厳しいことを言うけれど

も、来年は組み替えるぐらいのことをしないといけない。今回も計画

に基づいてやるのでしょうけれども。でも、同じことをまた来年も言

うのもいい加減に嫌になってきています。私、全国の自治体病院を見

ていて、経営改善とか本気でやっていますよ。他のところも見たらい

いと思うのですけれども、私、横浜市立病院も外部評価委員をやって

いますけれども、同じことをやっていて、向こうはリアルです。こち

らは何かふわふわっとしていて、それはやはり正直申し訳ないけれ

ど、事務職員の能力不足です。敢えて厳しいことを言うけれども。そ

れを張り付けているさいたま市の問題、敢えてそれを言います。しっ

かりとした評価をするということは、指標に関してとか、医療経営だ

とか、病院マネジメントについて、ある程度のやはり知識と能力がな

いと厳しいです。もう敢えて厳しいことを言って申し訳ないのだけれ

ども。それは担当で来れば能力以上のことはできないですよ。しかも、

市役所の評価を基にしているから、こういう項目でやらざるを得ない

のは分かるのですけれども、それでも、わざわざ収益確保に向けた取

組について評価をするという以上は、その評価項目はこういうものが

ありますよと言わざるを得ないし、だから、毎年、毎年言わなければ

ならない。DPC の状態というのは、本当は別表で出てくるべきです。

それは前年に比べてそれほど変わっていない。後発医薬品係数が下が

ったのは反省だけれども、次は絶対に上げるように頑張っています、

それで良いのですよ。それが aだろうが bだろうが関係なくて、来年

に対して、来年度以降に可能性があればそれはそれで仕様がないので

すよ。過去のことばかり言って、間違えがないようにとか、情報を隠

してみたいなことで、将来への画が描けないというのが一番の問題。

こういう評価のやり方、ABC 評価の問題だと思っています。以上です。

答えはいいです。 

はい。冨田委員。 

こちらが収益増加で、後ろが費用削減なのですけれども、私はまと

めて言いたいと思います。そう言いますのは、病院のやっていること

は費用と収益の両方に関係があることなので、それをどう見ているの

かなというのをここから挙げられます。まず、一番大事な医業収益の

ところなのですけれども、これだけ設備投資をしている訳なので、単

年度だけではなくて、準備期間から落ち着くまでの、少なくとも数年
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の期間において、どれだけの費用が発生する、そのためにどれだけの

収入で賄わないといけないのか、どれくらいないと間に合わないのか

という数字が出てこないので分からないのですけれども、これぐらい

の増加幅では足りないのではないかなと思います。少し前から上がっ

ているからプラスということで良いのでしょうか。この高い建築費や

人員増加を賄うだけの収益がどこにあるのかという、そこの目標から

入って、そこで、それなりに賄うだけのものがあるとならないと、私

はＡとは言えないのではないかなと思います。前から比べて良くなっ

ているから、それで良いのですか。何％上がっていないといけないの

ですかという分析が足りないのではないかと思います。それと、費用

のところを見て思うのですけれども、例えば、ここの病棟、ここの部

門の損益というものを出しているのかどうかです。私もよく病棟別と

か、科別よりは病棟別とかよくやるのですけれども、それをやるとど

この部門、どこの科が収益と費用が合わないかというのがよく出てき

ます。それを対比させないと本当に費用に対して収益が上がっている

のかというのが出てこないので、全体として少し上がっているからと

いって、甘い評価を付けるのは、今後は問題ではないかと思います。

それと、次のレセプトチェックと未収金の問題については、少しお

かしいと思っています。これを見ていると、高額な医療材料や手術が

査定されるというのは、これは明らかに事務職と現場とがしっかりと

話をしていないからで、せっかくドクターや看護師さん達が頑張った

結果が査定されるような材料を最初から選ばないことが大事です。そ

れから、３つ目の未収金ですが、未収金の回収率を上げるなんて意味

がないです。まず、発生しないようにですね、発生削減率と書いてあ

るのですけれども、中身を見てみると回収と書いてあります。最近は

弁護士法人とかに回収を依頼するのですけれども、回収の依頼にはも

ちろんお金が掛かることですし、どのようにして発生させないかとい

うメカニズムが変わらないと、ここはいつまで経っても上がらない

し、民間病院こんなに未収金が発生しないので、どうして発生するの

だろうということをもう少ししっかりと見ていかなければいけない

ので、私はここについては、回収率だけでは aは問題ではないかなと

思っています。あと後ろの方の収益は、はっきり言ってあまり意味が

ないといいますか、もう少し配点を考えて頂きたいと思います。厳し

いことを言うようですけれども、これから建築ができ上がったら非常

に大変なことになるので、予測を立てた収益、いくら必要なのかとい

うのに対して、どこまでいっていますかという評価に是非替えるべき

だと思います。 

はい、細田先生。 

あの、査定率、人件費率が最後に書いてありますけれども、これは
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前に僕も言ったのですけれども、実質人件費率を出していないのです

よね。正職の人件費率しか出していない。もちろん医業収益が凄く上

がれば人件費率が下がる訳ですから、それはどんどん医業収益を上げ

ればいい訳ですけれども。今、公設、公営になったら、増員を認めな

いのです。定数管理されるのですね。定数管理されると、こちらは人

が足りなくなるから外部委託をする訳です。外部委託をすれば、当然、

実質人件費率は上がっていってしまう。査定率も外部委託ですから、

業者はなるべく査定されないようにする訳です。そうすると請求して

いないのです。だから査定率というのも、やはり内容をしっかりと見

ないといけない。ただ査定率が下がったから内容が良くなったかとい

うことは言えないのではないかと思います。先ほどから話が出ていま

すが、本当に事務方は大切で、うちの病院もそうですけれども、なか

なか事務方に人を割いてくれないというのが病院をやっている上で

一番厳しいです。 

意見がいろいろと出ましたけれども、これを見ていきますと、例え

ば 32 ページのことは、はっきり言ってどうでもいいことだと思いま

す。aでも bでも cでも。この真ん中の印刷物の掲載に適する企業を

選定することができなかったということですが、選定することができ

なかったのか、対象になるものがなかったのか分からないですけれど

も、それがあるから cになってしまう、この辺どちらかというと、ウ

エイトが非常に低いと思います。それから 30 ページ、実施したから

a評価というのもこれも変な話で、こういうものが評価の対象になる

のかなと私は思いました。いずれにしても、収益が上がっていること

は上がっているのでしょうけれども、先ほどの冨田委員さんが言われ

たとおり、収益の問題と歳出の問題と両方見ていかなければいけな

い。この辺も含めて、経営の中で考えて頂きたいと思います。 

はい、伊関先生。 

手短にします。本当のことを言って、平成 27 年と 28 年、どのくら

い収益増があって、その単年度の内訳は何かというのが分からない

と、毎年来ている訳だから、議論できないと思うのですよ。特に変化

は何があったのか、加算で特徴あるものは何を取ったとか、この 23

年との比較だともう今やっていることが見えてこないので、分からな

いから評価の項目としては完全に不適切です。28 年度は 27 年度と比

べてどうなのか。一人当たり入院単価が増えたのか、減ったのか。増

えていない可能性、減っている可能性さえあると見ています。DPC の

費用部分がどのくらいなのかとか、機能評価係数は上がるかもしれな

いですけれど、ランキングは下がっているので。そういうものが全然

見えてこないので、aとか bとかは極端な話どうでもいいのだけれど、

実際のところはどうなっているのかというのが見えてこない表現な
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のですよ。なかなか病院経営のことは分からないから、そこのところ

をリアルに書くのは辛いところがあるのかもしれないのですけれど

も。それがないで議論をしているので、凄い違和感があるのですよ。

具体的なことが一切言えない。情報があまりにも少な過ぎる。 

いずれにしましても、後で収支計画、収支の話も出てくるので、そ

れも話が出ると思いますけれど。ここの項目につきましては、最初の

医業収益の増収額について aにするか bにするかというのも含めて、

全体としてはＢでもいいのかなと思いますが。伊関先生どうですか。

後で収益のところを少し見させて頂いて、医業収益が伸びていれ

ば、この案についてＡでいいのですけれども、伸びていないとＢにせ

ざるを得ないかなと思います。 

でも、いずれにしてもここの総合評価はＢでいいのかなと思うの

で、Ｂにしたいと思います。 

続きまして、「費用削減に関する取組」、これは少し話も出ましたけ

れど、お願いいたします。 

はい。それでは、大項目⑥「費用縮減に関する取組」です。33 ペ

ージをお願いします。「材料費対医業収益比率」ですが、薬品及び診

療材料について価格交渉等を行い、費用縮減に努めましたが、目標値

を下回ったため、b評価としております。薬品につきましては、価格

交渉の結果、全体加重平均値引率が 16.5％となりまして、年 6,000

万円の削減、また、診療材料につきましては、価格交渉及び製品の切

替えの結果、約 500 万円の削減効果が出ております。 

続きまして、34 ページ「後発医薬品の採用比率」ですが、適宜、

後発医薬品への切替えを行い、37 品目を移行したことによりまして、

採用薬品品目数のうち後発薬品品目数の割合が平成 29 年３月時点で

69.8％となりました。また、平成 28 年 10 月から平成 29 年３月まで

の使用数量割合は 83.0％となりまして、80％以上を維持しておりま

す。しかしながら、平成 27 年 10 月から平成 28 年９月までの使用数

量割合は 66.0％に留まり、厚生労働省の新基準であります 70％に至

らなかったため、b評価としてございます。 

続きまして、35 ページ「医療機器の購入方法の見直し」ですが、

ダイオードレーザーの価格動向調査の実施や、生体情報モニタ２件の

一括購入によりまして、約 166 万円の購入費用の縮減を図っており、

a評価といたしました。 

続きまして、資料 36 ページ「医療機器等の採算性の検証」ですが、

放射線治療システムの採算性につきまして、現状分析や、患者数の増

加による収支改善に対する感度分析を行い、現在は採算が取れてお

り、患者数が２割増加した場合は、採算時期が１年から２年程度短縮

するとの結果が得られたため、a評価としています。 
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最後に、資料 37 ページですが、「ESCO の導入」、４月に ESCO 工事

が完了いたしまして、５月より運転支援業務を開始しております。適

切な管理運営を行ったことで、平成 28 年度の削減効果額は 4,782 万

９千円となりまして、当初の削減見込額に対して 115.2％の達成率と

なったため、a評価としております。 

以上、大項目⑥「費用縮減に関する取組」につきましては、病院評

価では、a 評価が３つ、b 評価が２つとなりまして、病院評価平均値

が５．８で、平均値による評価はＢとしております。以上でございま

す。 

はい、ありがとうございました。総合評価としてＢということです

けれども、はい、伊関先生。 

これはお話をお伺いしたいのですけれども、医薬品費はやはり高額

医薬品の影響が大きいので、評価とは別もの、高くて値引いてくれな

いというのがあちらこちらであって、薬品費が強烈に増えてきている

というのも急性期病院の宿命かなと思います。そこは考慮して材料

費、医薬品費を検討することが必要かなという感じなのですけれど

も、現状について教えて頂きたいのと、あと後発医薬品の採用比率 b

ですけれども、やはり去年は aだったのを bにされてきましたけれど

も、やはり DPC の機能評価係数Ⅱの後発医薬品係数が非常に低いの

で、これは cに値すると指摘せざるを得ない。もう数字で出てきてい

ますので。収益で言うと１億円近く損が出ているかなと見ています。

こういうものをしっかりと職員の方が意識すると。1億円を稼ぐのは

容易ではないですから。そこはしっかりして頂きたいなと思います。

今はもう戻していますからいいのですけれども、この 1年間の収益は

少しもったいないという感じです。導入率の 70％と 66％の差が大き

過ぎるのも係数の問題ではあるのですけれども、それでもルールに基

づいて金額が決まっていますので、そこは注意して頂ければなと思い

ます。高額医薬品だけご回答を頂ければと思います。 

後発医薬品と高額医薬品についてはどうですか。 

後発医薬品に関しましては、先ほどお話しましたように、これはも

う改善させていますので、その点だけは理解して頂ければと思いま

す。これはもう確保されていますので。これは私自身失敗したという

印象を持って、当然反省しているのですけれども、1億円まではいか

ないのですけれど、やはりここの差はもったいなかったということは

言えると思います。後でお話しますけれども、収支につきましてはい

ろいろと工夫もしましたので、これを上回った成果はあるということ

で後ほどお話をさせて頂きたいと思います。それから高額医薬品に関

しましては、やはり影響を被っており、昨年の 12 月に補正を組まな

いといけないという事情が起こったり、これは財務の方で少し原因が
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あったのですけれども、いずれにしても高額医薬品の影響が強かった

ということで、材料費に対する支払額が多くなっている。ただ、購入

にあたっての努力なのですけれども、これは 16.5％ぐらい得ている。

これは、自治体病院協議会の中で登録している施設、百幾つの施設が

あるのですけれども、上位二十何番目のところ、上位の方で頑張れて

いる数字であろうと思いますので、購入にあたっての努力ということ

は当然行っています。それから材料に関しましても、僕自身も交渉に

出たりして、努力をしている。縮減をさせていくという活動を行って

いるということは、ここで付け加えさせて頂きます。 

はい、伊関先生。 

あの、私もそう思います。外から見て分かるのですよ。ただ、それ

は計画に達していないとかではなくて、aでいいと思うのですよ。要

は、数字が出ているか出ていないかではなくて、この環境変化にどう

対応したかで a、b、c を考えるべきで、私は、窪地先生は一生懸命や

られているし、収益改善もいろんなことをやっていることをお聞きす

るのが楽しみで来ているのに、そこが出ないで何となく前からの通例

で数字だけ聴きましたでは、少し寂しいところが正直ある。また後で

お話頂ければと思います。 

他には。はい、冨田委員。 

費用項目というのは、病院の場合大きく言って、材料費、経費、そ

れから労務費から成るので、本当は各項目にそれぞれの目標を立てて

頂きたいなというのが一つです。それと、やはり大きく材料費にかか

る部分が大きいのですけれども、私が見聞きした印象では、これだけ

大勢の先生方がいらっしゃるとバラバラになることもあって、病院と

しての標準化をどうやっているのかなという試みを書いてほしい。例

えば、薬にしても、材料にしても、院内パスとかである程度統一され

ているような工夫をされてくるとか、それから、品目もある程度抑え

ていくような形にするとか、このジェネリックなんかは比較的コント

ロールが効く部分ではないかと思っています。先生方に自由にお任せ

すると、どうも増えてしまうという病院が多い中で、どんな取組をし

たのかということが一番大事ではないかなと思うので、そこの部分も

少しお聞きしたいなと思っています。それと、医療機器なのですけれ

ども、今、医療機器をどの程度のものを買って、どの程度のものをリ

ースしているのか少し分からないのですけれども、方法として、なる

べく長く持たせるとか、ある程度の年数が経つとどうしても修繕費が

掛かってくるとか、そういう全体のマネジメントをどうしているのか

なというのを聞きたいと思います。単発、単発でくるのではなくて、

少なくとも６年８年持つものですので、ここを聞くというのは、次に

新しく新築と同時に買い替えるものも多いと思うので、これから先の



37 

水谷委員長 

窪地院長 

設備投資のマネジメントの一つとしてお聞きしたいし、改善のプロセ

スがあるのではないかと思って、少しお聞きしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

はい、２点ありました。 

まず、最初の件なのですけれども、高額医薬品とかですね、高額材

料に関しましては、新しいものが出たとき、やはり医師は使いたいと

いう意識が高いのですよね。ただ、それを許しているという訳にはい

かない時代になってきている。だから、同種同効、同等の効果が得ら

れるものであれば、安いものを使ってくださいということは、基本的

には会議上でそれをアピールしている、私の方から発言をさせて頂い

ている。そして、その意識をしてもらおうということが一つと、それ

から材料購入にあたって、以前から申請をさせる、一つのバリアを作

らないと、何でもかんでも入れていく可能性がある。その説明をさせ

るという機会を設けないとセーブも効かないだろうということもあ

りまして、材料の購入に際しての評価をしていく委員会を再活動させ

ているということで、医療材料の使い方を意識してもらうという活動

は徐々に行っている。高額医薬品に関しましても、本当に効果がある

のかどうかという評価ができれば、あまり効かなければ元に戻さなけ

ればいけないでしょうし、戻してもらわなければいけないでしょう

し、それが評価されていないものに関しましては、材料と同じように、

同種同効薬に関しましては安い方を使ってください、適用がよほどあ

るということになれば、それは高額でもいいでしょうというふうなこ

とのアドバルーンを上げている状況にある。それで品種を少なくする

とか、購入を抑えるとか、そういうことをしますと、診療の質、それ

と医師のモチベーションの問題ということ、そういったことも影響し

てくるだろうと私は考えますので、そこには至っていない、そこまで

は行っていないのではないかと思っていますので、何れにしても同種

同効薬、あるいは同種同効の材料に関しましては使い方を考えてくだ

さいということを徹底していきたいと思っています。それから、機器

の管理に関しましては、購入に関しては高額なものは単発で買うとい

うこともあります。それと、輸液ポンプとかシリンジポンプとか台数

が多いものに関してはリースにしています。そうしますと、保守点検

に関しまして、全て故障した場合でも、管理がその一連として行えま

すので、そのような効率性を狙っているというようなこともあります

し、検査科のところでも大型機器のリース購入というものを行ってい

ます。基本的には、単発で買うということで行っていますけれども、

その際にはやはり効率よく、そして、交渉を十分に行ったうえで、安

く買えるような努力、公立病院は高いというのを言われないような努

力をしていると自負はしています。ただ、そこのところは継続的にや
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っていかなければいけませんし、それから、保守点検に関しましては

契約を結んでやっています。故障が起こっても、保守点検の契約に基

づいてやっていますので、その時点で支出が出るということはないよ

うにしています。大雑把な話ですけれど、そのような管理を行ってい

ます。 

共同購入とかの検討はないですか。 

共同購入も一時自治体病院協議会の使った機種で買った時期もあ

るようなのですけれども、基本的には単独で交渉した方がむしろ効率

的にいいのではないかと思っています。だから、ものによっては評価

しなければいけないのでしょうけれども、独自で交渉して、評価する

ならば、共同購入というのはあまり乗り気ではない。誘いがあるので

すけれども、本当にそれは我々の努力の数字と比較したときに、共同

購入がいいかというと、共同購入をやっている病院群等に聞いても、

評価しているようにはあまり聞こえないのです。済生会にしても、他

のグループにしても、それから業者のグループ、名前は忘れましたけ

れど、誘いで来たのですけれども、その際に全てデータを出してくだ

さいと。成果は比較できないうちから登録しないと投資はできないと

か、いろいろな体質のグループがあるので、むしろ、これは共同購入

というよりも、独自に努力するのが一番というふうに今は思っていま

す。だから、逆に良いことがあるのであれば教えて頂きたいと思って

います。 

共同購入でなくても、それなりのものがそれなりの価格で入るので

あれば、問題はないであろうと思います。 

院長先生自らがやられているし、自治体病院協議会の全国の理事を

されていて、全国の情報が入っているから、ここは単独でもしっかり

と交渉すれば相当安くできると思いますし、それができているのかな

という感じも外から見ているとしています。 

はい。それで、「費用縮減に関する取組」ですけれども、病院の評

価のＢでよろしいですか。異存がなければ、Ｂ評価にしたいと思いま

す。  

 それでは続きまして、「経営管理体制の整備」、よろしくお願いいた

します。 

 はい、次は、大項目⑦「経営管理体制の整備」について、説明いた

します。資料の 38 ページをお願いします。「院内経営会議及び外部評

価組織」ですが、中期経営計画の進行管理のため、四半期、半期ごと

に院内において自己評価を実施したほか、経営評価委員会で委員の皆

様方から、当院の健全経営にとって大変貴重なご助言を頂きまして、

平成 27 年度の評価結果として取りまとめて、市長への報告を行いま

した。また、委員の皆様方から平成 29 年度からの中期経営計画に対
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するご助言を頂き、計画に反映をさせて頂いており、評価を実施して

いることから、a評価といたしました。 

続きまして、資料 39 ページをお願いします。「組織の見直し」です

が、新病院開院に向けた施設整備を反映した組織体制の検討・整備を

行いましたが、企画部門の設置については年度内に結論に至らなかっ

たため、b評価としております。 

次の 40 ページ「企画部門の設置」ですが、経営部の組織の見直し

や事務分掌を整理しまして、企画部門の設置に向けた検討を重ねまし

たが、年度内の設置には至らなかったため、d評価といたしました。

続きまして、41 ページの「コンプライアンスの確保」といたしま

して、「研修の開催」ですが、新入職の看護職員 54 人、医療技術員

14 人を対象に、地方公務員法の守秘義務や SNS 利用時の留意点など、

公務員倫理について周知を図っており、a評価としております。 

最後に、42 ページですが、「経営状況に対する説明会（研修会）の

実施」、こちらは毎月開催しております病院全体の各部連絡会議にお

きまして、各月の決算状況や増収・減収要因等を報告し、経営状況に

関する情報の共有化を図っておりまして、a評価としております。 

以上、大項目⑦の「経営管理体制の整備」につきましては、病院評

価では、a 評価が３つ、b 評価が１つ、d 評価が１つとなりまして、

病院評価平均値が 5.0、平均値による評価はＢとしております。 

以上でございます。 

ここは、たくさん経営課題があると思います。はい、伊関先生。 

何回でも繰り返します。a、b 評価はあまり関係ないのですけれど

も、ここの課題は全適にするかずっと議論している中で先が見えてこ

ないので、全適の可能性が少しでもあるのかどうか、少し教えて頂き

たいのがまず第一点。あとやはり職員定数がどうしても増えないで、

事務を充実したいのは山々なのだけれども、実はさいたま市の人事課

が了解しなければ増えないことは十分理解をしていますけれども、そ

れでも増やさなければならないということは指摘しつつ、場合によっ

ては、そう言いながら今までは言わなかったのですけれども、先ほど

も出た職員の定数外の、例えば公的病院や民間病院でもいいのですけ

れども、退職した人が経営指導するみたいな非常勤嘱託等の採用みた

いなものを検討することも必要なのかなと思います。ないしは、５年

とか短期間の経営管理の職員の採用とか、この辺は総務省の報告書で

もいろんな形態が出てきますので。もう一つは、これも厳しいのです

けれども、看護師とか、臨床検査技師等の技師の医事課等の事務職の

担当への配置、そういうものも可能性としてはある。当面、人事の方

が配置をがっちり絞るとすると、民間病院だと看護師なり臨床検査技

師とか、技師さんとか、そういうずっと病院にいる人の企画部門への
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登用みたいなのも選択肢としてはあるので、そういうことを検討して

いくことも必要なのかなとご提案させて頂きます。答えは、全適の様

子は少しお伺いできればなと思います。 

難しい質問で、難しい答えかと思うのですけれども、どうですか。

局長から。 

すみません。全適につきましては、市の内部の中では方向性的には

全適の方向でなっているのですが、今、新病院を建設しているという

ところがございまして、そこの動向と、経営の今後の見方について、

時期を早期に決めていきたいということにしております。中期経営計

画でもその旨は記載させて頂いて、前回、お目通しして頂いていると

思うのですけれども、なかなか良い答え方はできないのですが、全適

の方向で全体像としては動いているということでご承知頂きたいと

思います。 

あと企画部門についてはどうですか。これも病院ができてからなど

と言っていられないような気がするのですが。 

なかなか定数の関係で。先の 12 月議会のときにすぐ報告を上げて、

事務系ではなく技師系の方を上げているのですけれども、やはり全適

を見ながら事務系は絶対的に増やさないといけないと思っておりま

すので、次の定数改正を議会にかけなければならないという時期のと

ころには、そこの部分を検討したうえで、どちらにしても組織体制に

なりますと、本庁の人事部門などと検討していかなければいけないと

いうことがありますので、こちらとしてはそのような部門をつくりた

いということを従前からお話しをしているのですけれども、まだ、そ

この結論は出ていませんが、次の定数改正を見直すときにはそこも含

めた形で、定数の中には入れておきたいというふうに考えています。

はい、院長。 

今の職員の定数と言いますか、増員に関しては、今年に関しては３

名増えています。それは、業務上の調整をしないといけないとか、多

種多様になってきているとか、そういうことで協力を得てやってきて

いる。それから、企画の面なのですけれども、その埋め合わせと言い

ますか、コンサルタントと僕の方も長い時間を使いながら、いろいろ

確認をしたり、調べてもらったりということが少しできるようになっ

ているということと、職員もそこにぶつけてみて、それに対してどう

いうふうな反応があったのかというのを我々も評価をして、いろいろ

丸投げ、丸のみをしている訳ではなくて、我々の施設としていろいろ

なことを入れていこうという努力が始まっているということはお話

ししておきたいと思います。 

他に何か、では冨田委員。 

これは随分昔からの懸案で課題だと思いますが、最近、自治体病院
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に行ってみると、院長がおっしゃるような検討をされているところが

結構多いです。全適を通り越して、最近は、大きな病院さんは独法に

なって、専門の職員を置いて育てようという形も出てきまして、外部

人材を短期間投入して、そして、機構の職員を育てていこうと。上手

くいっているところもあるし、上手くいっていないところもあるので

すけれども。やはり事務職や企画職というのは、２、３年単位では、

本庁のようなある程度似たようなところは別として、病院の中を良く

しようという人を育てないと結局は良くなりませんし、文化も足りな

いし、連携なんかが弱いのも、それのためのプロパー職員がいないと

いうことで、プロパー職を公務員にするかしないかは別として、そう

いう登用をしたり、あるいはそういう教育をしたりと、教育のところ

にその部分があまり出てこなかったので、弁護士もコンプライアンス

しか出てこなかったので、その辺のところも含めて中身を厚くするこ

とが必要かなと。私は全適だろうが独法だろうが、形としてはどちら

でも良いと思っているのですけれども、そういう長い目で見た経営と

いうのが考えられる体制にどうしていくのかなあと思います。コンサ

ルタントというのは、私もそういう仕事をすることがありますけれど

も、やってあげてしまってお金になるので、そういう人がいなくても

良い体制にすることが一番良いのですよね。いつまでもいてもらうと

お金ばかりかかってしまいます。ですから、いかにコンサルタントを

使って人を育てていくかとか、どういう形の企画の職員を育てていく

とか、企画の部門を作って本庁から来てもあんまり変わりませんし、

どういうのが良いのかというのをまだきっちりと決まっていないの

であれば、そちらを本格的に考えるべきで、例えば、医事とか、その

分析をする人、連携をする人、どういう人材がいるかというのを育て

るところをまず先におやりになって、毎年企画の部門ができないから

dというのも寂しい話ですので、もっと段階を置いた目標をお立てに

なることをお勧めします。 

はい、院長どうぞ。 

言われたとおり企画部門を院内からつくるか、あるいは職員の中か

らつくるか、これは全く違う、言われるとおりだと思います。他の施

設で、理事会などに出て周りを見てみると、組織的にはやはり進んで

いるのですね。それで、そこで聞くと、銀行の職員だった人が入り込

んでいって、数名で分析をしたりしているとか、いろんなパターンが

やはりあるのです。ただ、内部のものをそのまま続けているという訳

ではなくて、他の目が入るようになっているのです。そういうことが

ありますので、言われるとおりだなとは思っています。ただ、それが

良いかどうか、あるいはどうするかはまた話は別だろうと思いますけ

れども、一度検討しないといけないと思います。そうは言っても、今
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の職員は３年ではなくて、長い人は７年選手が出てきている。中堅の

よく働いてくれる。そういう状況にはなってきていますので、それを

理解して頂くということですね。 

はい。落合先生。 

参考意見なのですけれど、伊丹市民病院は非常に病院の経営の IT

化などよく進んでいる。誰が一番 IT に詳しいか、市から出向してき

ている局長さんなのですね。その人が連れてきた２人が非常に IT に

優れていて、あっちもこっちもそれならこれを入れようとか、これを

やったら効率が上がりますよ、とやっているのですね。ですから、や

はり先ほど申し上げたように、CIO とか CTIO を育てるような格好で

是非お願したいと思います。もう１点、こういう会議でやっていて、

出た結論を皆さんが今度さいたま市に持っていくと、市の役人、市長

さんは意見を聞いてくれるのですか。そこを聞きたいのですけれど

ね。聞いてくれないならやってもしょうがないし。直接、我々とかが

一緒に行って掛け合うような場って作れるのですか。 

僕が答えていいのか。この１年の結果をまとめて、そして、水谷委

員長と我々が同行して、市長に直接報告をしています。それで、とき

に中間的なところは、必要に応じて我々も話をするようにしていま

す。だから、聞いてもらえているということを信じています。 

聞いてくれないのだったら、選挙でアンチキャンペーンをするぞ

と。 

報告にはなりますけれど、限られた時間の中でこれだけ詳しい細か

い議論をしているということまでどれだけ理解されているのかとい

うことになると、どうかなというところはあります。これと同じぐら

いの時間を割いて、この場に市長がいてくだされば、情熱が伝わって、

よく分かって頂けると思います。できるだけ皆さんの意見を反映でき

るようにお話をしたいと思っています。 

だけれど、いろんな市長を見たって、いかにそこの病院がしっかり

とやるかというのは市長のトップイシュー（課題）ですよね。だから、

そこに時間を割かないというのはありえない。しかも、さいたま市の

場合は市立病院が１つしかなくて、あとは全部おんぶに抱っこで持っ

ているところ。そのような事情に甘えて欲しくないというのは、言う

べきだと思います。 

はい、ありがとうございました。今のところにつきましては、いい

ですか、Ｂ評価でよろしいでしょうか。では、Ｂ評価とさせ頂きます。

最後になりますかね。８番目だと思いますけれど、「職員の確保・

人材育成等適正配置」について、よろしくお願いします。 

 それでは、大項目⑧の「職員の確保・人材育成と適正配置」につい

て、説明いたします。資料の 43 ページをお願いいたします。「職員数
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の見直し」といたしまして、「配置人数」ですが、看護職員及び医療

技術員の採用選考などにより、平成 28 年度末では、前年度末比で 27

人増の 755 人となりましたが、目標の 773 人には達していないため、

b評価としました。 

続きまして、44 ページ「7：1 看護体制の維持」ですが、看護職員

を定期的に採用し、年間を通じて看護体制を安定的に維持することが

できたため、a評価としております。 

続きまして、資料 45 ページをお願いします。「院内保育定員の見直

し」、利用状況から判断して定員の増員は見送りましたが、新託児棟

への移転・開設を行うなど、保育環境の充実化を図ったため、b評価

としております。 

次に、46 ページ「資格を有する医師の割合」、在職医師の資格取得

状況調査及び平成 28 年度入職医師への資格保有確認を実施するとと

もに、国内の学会 112 件、国外の学会３件について、出張に係る旅費

及び学会参加費の支援を実施いたしました。結果といたしまして、資

格を有する医師の割合が 97％となり、目標の 95％以上を達成したた

め、a評価としております。 

47 ページをお願します。「認定看護師数」ですが、「手術看護認定

看護師」に係る諸費用の支援を行い、目標人数を達成したため、a評

価としております。 

48 ページ「職員満足度調査の実施」、職員向けにアンケート調査を

実施し、その分析結果を踏まえて改善に向けて取り組んだため、a評

価としております。 

最後に、49 ページになります、「職員の仕事に対する満足度（前年

度対比）」、「院内・院外の研修や学会に出席できるように配慮してく

れる」、また、「勉強会・研修会に参加し、自己のキャリア開発をした

いと思う」の項目で満足度が高い反面、「既定の時間内で仕事を終え

ることができ、超過勤務をすることが少ない」の項目で特に満足度が

低い傾向がありました。満足度全体としましては、前年度比 1.54％

増加しておりますが、目標には達していないため、c評価としました。

以上、大項目⑧「職員の確保・人材育成と適正配置」につきまして

は、病院評価では、a 評価が４つ、b 評価が２つ、c 評価が１つとな

り、病院評価平均値は 5.3 で、平均値による評価はＢとしております。

以上です。 

はい、伊関先生。 

はい、aでも bでもどうでもいいという話を必ず枕に言いつつです

ね、重要なのは認定看護師 47 ページなのですけれども、やはり今度

の診療報酬改定で一番トピックスが認知症ケア加算、１が認定看護師

の配置、２が体制づくりまで。今までは認定看護師が加算取れなかっ
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たので精神病院以外は積極的に取っているところと取っていないと

ころがあって、たまたま横浜市民病院は、認知症の認定看護師がいて、

今、１を取れて、大体 2,000 万円ぐらいの収益増。何よりも認知症の

時代にきちっとした体制を行うということが非常に重要で、自治体病

院こそ、ここの部分は充実するべき分野だと思っています。ここで、

28 年度の時点なので、29 年度がどうなっているのかよく分からない。

認知症の認定看護師の取得、今、勉強している、受講している可能性

もあるので、受講の可能性と現状について教えて頂ければと思いま

す。 

はい、では小川部長。 

はい、では看護部長がお答えさせて頂きます。ただ今の質問に関し

ましては、今、加算２は取れています。１はちょうど研修中ですので、

戻ってきたらすぐに１に上げる予定はしております。 

いいですか。私は別に褒めない訳ではなくて、今、これは大人気で

して、認知症の認定看護師を取るのは、優秀な、試験を受けて通り抜

けるようなそういうところではないと取れないので、４月のときに入

ってもうすぐ１が取れるということは、さいたま市立病院の看護の底

力だと思うので、そこはしっかりと評価したいと思います。もう 1点、

医師の資格なのですけれども、新専門医制度がこれから本格的に導入

されそうだと。そのときに新制度に対するさいたま市立病院の状況と

いうか、どういうふうに変化しそうだということについて、院長先生

から教えて頂ければと思います。 

専門医制度で、基幹施設となろうとする科は、内科と外科と、それ

から麻酔科と小児科です。それで、第一次の審査を受かったというこ

とを昨日話していましたので、プログラムはまずクリアをしていくと

思います。それで、志村理事長は 10 月からどうやってでも始めてい

きたいということで、10 月からか 11 月からか、これから明確になっ

ていくのだと思いますが、４月から始めるということは、ここいらに

しておかなければいけないだろうと。それと、もう一つはガイドライ

ンの少し変更があって、基幹施設でなくてもその専攻に、そこの施設

に応募してくるという道もできたように僕は理解しているのですけ

れども、それをもう一度確認して、そうすればそのような人達を、若

い人たちを受け入れていくというふうな姿勢を持っていかないとい

けないだろうと。その際に今回、煩雑な事務仕事が出てきたりします

し、内科は今まで報告をしていなかったということから、インターネ

ットを介して報告をするということで、小山先生達が非常に苦労し

て、整備の方をしてきています。そして、インターネットの環境が悪

いということで、庶務課長と合わせて、いろいろ上手く早くできるか

どうかという環境づくりをやっていかないといけないということと、
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事務的な手続きをどうやって協力してやっていくか、病院側のパワー

バランス、それが必要になっていくのだろうと思います。また、そう

いった組織づくり、それを含めて大きく教育研修というものをこの病

院に合わせて検討していかないといけないのかなというふうな気持

ちではいるということをお話ししたいと思います。 

細田先生。 

意見ということではなくて、少し教えて頂きたいのですけれども、

当院も認定看護師 13 人いるのですけれども、諸費用の支出がある訳

です。うちは本部の方で認めてくれないのです。やっと認定看護師を

取ったので、インセンティブを付けるということまで先月の役員会で

認めて頂いたのですけれども、そのくらいしかないのですね。だから、

特に県外で研修が結構あるではないですか。県外まで行って自分で負

担するとなると、住まいから何から全部で、かなり看護師さんの負担

が増えるのですよ。ですから、参考に教えて頂きたいというのは、こ

の諸費用の支出を行ったというのはどういうデータでやっているの

かということ、それから、これは全自治体病院でやっているのでしょ

うか。うちは 57JCHO 組織の中で全然出してくれません。 

はい、認定看護師の資格取得の関係は、授業料と旅費ということで

支出をしています。 

はい、他の自治体病院の件は、私、全自病の看護部会の幹事をして

おります。そこで出てくる意見の中では、いろいろなやり方がありま

すが、大体は費用を全面的に施設の方で出しているところが多いで

す。 

認定看護師は絶対に必要だと思いますし、それから看護師さんのキ

ャリアから見ても、これがあれば彼女らのキャリアにもなる訳なの

で、絶対に必要なのですけれど、なかなか経済的な裏付けが特に独法

でも、うちなんかでもなかなかやれないという非常にジレンマがある

のです。 

はい、他はよろしいですか。それではこの項目について、病院評価

Ｂですけれど、Ｂのままでよろしいでしょうか。 

はい、それではＢ評価ということでさせて頂きたいと思います。 

以上８つの大項目について終了いたしました。議論が白熱しまし

て、予定時間をかなり超過していますけれども、先に進ませて頂きた

いと思います。よろしくお願いします。 

それでは、「収支計画・経営指標の達成状況」につきまして、説明

いたします。資料の 50 ページをお願いします。 

まず、「収支計画の達成状況」ですが、平成 28 年度決算状況でござ

います。左側の表が「収益的収支」、右側の表が「資本的収支」とな

っております。目標値と実績値ですが、左から前年度、平成 27 年度
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の実績値、その右側に平成 28 年度の目標値と実績値（見込）を記載

しております。なお、収益的収支につきましては、損益ベースですの

で「税抜き」としております。 

それでは、平成 28 年度実績値の見込について、収益的収支の収入

から説明いたします。収入の１番上にあります、「１．医業収益」で

すが、143 億 8,100 万円、前年度比で言いますと約４億５千万円増加

しております。『（１）入院収入』ですが、107 億 9,800 万円、『（２）

外来収入』が、31 億 1,900 万円、『（３）その他』が、一般会計繰入

金の３億 100 万円などを含みまして、合計で４億 6,400 万円となって

おります。 

次に、「２．医業外収益」ですが、13 億 7,100 万円で、その内訳は、

一般会計繰入金であります『（１）他会計負担金・補助金』が、11 億

6,400 万円、『（２）国県補助金』が、3,400 万円、『（３）その他』が、

長期前受金戻入、民間借上医師宿舎使用料、行政財産使用料などで、

合計で１億 7,300 万円となっております。これら「医業収益」と「医

業外収益」を加えました「経常収益」は、157 億 5,200 万円となって

おります。 

次に、支出の「１．医業費用」ですが、149 億 6,300 万円で、内訳

としまして、『（１）職員給与費』が、69 億 9,100 万円、『（２）材料

費』が、35 億 3,100 万円、『（３）経費』が、37 億 400 万円、『（４）

減価償却費』が、６億 6,200 万円、『（５）その他』が、研究研修費な

どで、7,500 万円となっております。 

次に、「２．医業外費用」、こちらは６億 6,900 万円で、その内訳は、

『（１）支払利息』が、3,300 万円、『（２）その他』が、控除対象外

消費税などで、６億 3,600 万円となっております。これら「医業費用」

と「医業外費用」を加えました、「経常費用」は、156 億 3,200 万円

となっており、経常収益から、経常費用を引きました「経常損益」は、

1億 2,000 万円となっております。 

次に、特別損益ですが、「１.特別利益」が、１億 4,000 万円、「２.

特別損失」も同額の１億 4,000 万円となっております。 

次に、「純損益」ですが、「経常損益」と同額の 1億 2,000 万円とな

っております。なお、「累積欠損金」はございません。 

続いて、右側の表、資本的収支の平成 28 年度実績値の見込ですが、

収入につきましては、「１．企業債」が、15億 400 万円、一般会計繰

入金であります、「２．他会計出資金」が、１億 4,700 万円、「３．国

（県）補助金」が、１億 7,300 万円で、収入の合計は、18 億 2,400

万円となります。 

次に支出ですが、「１．建設改良費」が、29 億 7,500 万円、「２．企

業債償還金」が、２億 1,200 万円で、支出の合計は、31 億 8,700 万
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円となっております。支出から収入を引きました「差引不足額」13

億 6,300 万円は、「１．損益勘定留保資金」で補てんをしております。

また、企業債の残高は、28 億 9,500 万円となっております。 

続きまして、資料 51 ページをお願いします。「主要経営指標の達成

状況」の「医療関係指標」ですが、表の左から、前年度の平成 27 年

度実績値、平成 28 年度の目標値と実績値（見込）、その右側に達成率、

その右に「主な取組・主な要因」を記載しております。 

まず、「手術件数」ですが、4,855 件となっております。手術室が限

られる中、できるだけ多くの手術を組み込めるように各科の取組に加

えまして、手術部におきまして工夫をし、手術件数の増加に結びつく

活動を行いました。その結果、前年度、平成 27 年度と比較しまして、

整形外科で 175 件の増、循環器内科で 81 件の増、眼科で 50 件の増と

なるなど、多くの診療科で前年度実績を上回り、目標値を達成してお

ります。 

次に、「救急搬送件数」は、6,507 件となっております。救急車の

受入れに積極的に取り組んだこともあり、前年度と比較して、小児科

で 114 件の増、救急科で 111 件の増、整形外科で 83 件の増となるな

ど、多くの診療科で前年度実績を上回ったため、目標値を達成してお

ります。 

次に、「平均在院日数」ですが、こちらは 11.9 日となっております。

病床管理委員会を定期的に開催し、病床利用状況の把握及び病床運用

上の改善策の検討を行いました。また、病床管理退院調整支援室に看

護師２名を増員し、退院調整の機能強化を図り、入院患者さんが退院

後も安全な療養が継続できるよう早期からの退院調整を行ったこと

などによりまして、前年度比 0.4 日の短縮となり、目標値を達成して

おります。 

次、「紹介率」ですが、62.9%となっております。地域医療支援病院

の承認を受けることを目標に、地域医療推進委員会を定期的に開催

し、各医師会に対して紹介患者の増加となるよう働きかけを行い、前

年度比 6.2 ポイントの増となりましたが、目標値には届きませんでし

た。 

次、「逆紹介率」ですが、76.8%となっております。平成 28 年４月

から１年を通じて、地域医療支援病院の承認要件となっている逆紹介

率 70%を超えるよう各科に働きかけを行いました。結果といたしまし

て、病院全体の協力もあり、地域医療支援病院の承認要件を達成して

おります。 

続きまして、資料 52 ページをお願いします。「財務関係指標」です

が、まず、「医業収支比率」、96.1%となっております。退院支援部門

の増員による退院支援加算Ⅰ及びⅢ（NICU のみ）、薬剤師の病棟配置
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による病棟薬剤業務実施加算Ⅰ及びⅡ（NICU のみ）の取得や手術件

数の増などによりまして、前年度と比較して、入院患者一人一日当た

り収入が増加したほか、入院患者数も増加したため、医業収益が前度

比で約４億５千万円の増となりました。しかしながら、新病院の開院

に向けた職員数の増に伴う職員給与費、ESCO・防災エネルギーセンタ

ーの供用開始によります減価償却費の増などによりまして、医業費用

が前年度比で約 11 億円の増となったため、医業収支比率は前年度比

4.4 ポイントの減となり、目標値を下回っております。 

次に、「経常収支比率」ですが、100.8%となっております。前年度

と比較して、入院収益が約４億４千万円の増、外来収益が約３千万円

の増、一般会計繰入金が約３億１千万円の増となり、経常収益が約８

億円の増となりましたが、医業費用が約 11 億円の増となり、経常費

用が約 12 億円の増となったため、経常収支比率は前年度比で 2.5 ポ

イントの減となっております。なお、目標値は達成をしております。

次に、「職員給与費対医業収益比率」ですが、48.6%となっておりま

す。医業収益が前年度比で約４億５千万円の増となりましたが、新病

院の開院に向けた職員数の増などにより、職員給与費が前年度比約３

億６千万円の増となったため、職員給与費対医業収益比率は、前年度

比で 0.9 ポイント悪化しております。なお、目標値は達成をしており

ます。 

次に、「材料費対医業収益比率」ですが、24.6%となっております。

医薬品の値引交渉や診療材料の価格交渉を精力的に行うとともに、診

療部長会議等で、同等な効果があればより安価なものを使用するよう

働きかけを行いました。しかしながら、材料費が前年度比で約３億５

千万円の増となり、材料費対医業収益比率は前年度比 1.8 ポイント悪

化しまして、目標値は下回っております。 

次に、「他会計繰入金対経常収益比率」は、9.3%となっております。

小児科の収入減などによりまして、一般会計繰入金が前年度比約３億

１千万円の増となったため、他会計繰入金対経常収益比率は前年度比

で 1.6 ポイントの増となりましたが、目標値は下回っております。 

次に、「一般病床利用率」は、84.5％となっております。一般病床

の入院延患者数が前年度比で 1,655 人の増となったため、一般病床利

用率は前年度比で 1.1 ポイントの増となりましたが、目標値は下回っ

ております。 

次に、「入院患者一人一日当たり収入」、いわゆる『一日当たり入院

単価』ですけれども、６万 4,276 円となっております。前年度と比較

して、この入院単価が、呼吸器外科、新生児内科、脳神経外科等、多

くの診療科で増加しており、全体で 1,501 円の増となったため、目標

値を達成しております。 
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次に、「一日平均外来患者数」は、954.3 人となっており、病診連

携を推進したこともあり、前年度比で 25.3 人の減となり、目標値を

下回っております。 

次に、「外来患者一人一日当たり収入」、いわゆる『一日当たり外来

単価』ですが、１万 3,449 円となっております。こちらも病診連携を

推進したこともあり、外来単価は前年度比で 492 円の増となり、目標

値を大きく上回っております。 

続きまして、資料 53 ページになります。こちらは「貸借対照表の

状況」ですが、平成 27 年度末、平成 28 年度末（見込）の金額、そし

て、その増減額をお示ししております。 

各科目における増減額につきまして、説明いたします。「１．固定資

産」ですが、約 24 億 6,200 万円の増となっております。主な要因と

しましては、ESCO・防災エネルギーセンター更新事業が完了し、引渡

しを受けたことに伴い、約 27 億 7,600 万円の増となったことによる

ものでございます。 

次に、「２．流動資産」、こちらは約９億 3,900 万円の減となってお

ります。主な要因としましては、ESCO・防災エネルギーセンター更新

事業や施設整備実施設計業務等の新病院の施設整備に対する支払い

などによりまして、現金預金が約 9億 6,100 万円の減となったことに

よるものでございます。 

続いて、表の右側の「３．固定負債」ですが、約 15 億 300 万円の増

となっております。主な要因としましては、ESCO・防災エネルギーセ

ンター更新事業や立体駐車場建設工事に対して、新たに企業債を約

15 億 400 万円借り入れ、企業債残高が約 13 億 2,100 万円の増となっ

たことによるものでございます。 

次に、「４．流動負債」ですが、約３億 4,800 万円の減となっており

ます。主な要因としましては、未払金が約４億 2,200 万円の減となっ

たことによるものでございます。 

次に、「５．繰延収益」ですが、約１億円の増となっております。主

な要因としましては、ESCO・防災エネルギーセンター更新事業に対す

る国庫補助金、約１億 7,300 万円を受領したことによるものです。 

次に、「６．資本金」ですが、約１億 4,700 万円の増となっておりま

す。こちらは、他会計出資金の受入れにより、自己資本金が増加した

ことによるものです。 

次に、「７．剰余金」ですが、約１億 2,100 万円の増となっており

ます。これは、当年度純利益を利益剰余金として計上したものです。

以上のことから、平成 28 年度末（見込）の資産合計は、左の表の

１番下になりますけれども、前年度比で約 15 億 2,300 万円の増で、

約 182 億 8,100 万円となります。負債の合計は右の表の下から 10 列
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伊関委員 

目になりますが、前年度比で約 12億 5,500 万円の増で、約 85億 8,600

万円、資本の合計につきましては、下から２段目になりますが、前年

度比で約２億 6,800 万円の増で、約 96 億 9,500 万円となっておりま

す。 

最後に、１番下の負債資本合計になりますが、前年度比で 15 億

2,300 万円の増で、182 億 8,100 万円となっておりまして、先ほど申

し上げました左側の資産合計と一致しております。以上でございま

す。 

 ありがとうございました。これにつきましてご質問等がありますで

しょうか。 

 伊関先生。 

 この部分を１番最初にやった方が良いかもしれませんよ。先ほどの

a、b、cをやるよりも。１人当たりの入院収益が、62,000 円から 64,000

円に増えているということは非常に重要なことなのですね。病床利用

率は、ここは６床室もあるので 85%が限界かなという中で、ここのと

ころ伸びが鈍っていた傾向があるのですけれども、増えてきたという

のは評価できると思います。後で窪地先生から 28 年度から 29 年度に

かけて努力されたことについて是非ご報告頂きたいのですけれども。

目標値と達成率というのは実はあまり意味がなくて、実績値で 27 年

度と 28 年度でどこが違ったのかという点で見れば、紹介率が 56％か

ら 62％に上げて、逆紹介率が 37％から 76.8%に上げたということは

大したものなのですよ。こういうのを数字としてしっかり出すことが

大事であって、単純に上がる訳ではなく、職員の方の努力の成果であ

って、手術件数も確実に伸びているし、救急搬送の件数も伸びている

のですけれども、逆にドクターの負荷が心配になる。このように増え

ると、今度は医療の受入体制がどうなのかという議論になってくるの

だと思うのですけれども。平均在院日数も短縮になっていますので、

そのあたり経営の状況の努力について窪地先生に総括して頂くのが

１つと。あと気になるのがですね、53 ページの貸借対照表。今ずっ

と話をしていましたけれども、あまり意味ないのですよ。重要なのは

現金。28 年度当初 46 億円あったのが、37 億円となり９億円減ってい

ます。建物等で現金を取り崩し始めているので、そうすると 37 億で

500 床の病院、恐らくここだと日頃の資金繰りで、10、20 億円は現金

を持っていないとボーナスなどが回らなくなってきている。だから結

構危険です。今まで比較的手持ち現金が増えていたのですけれども、

建物の改築の中で現金を使っていた部分があるので。ここは部長さん

の方に言うのですけれども、本当に意識しておかないとですね、あと

１、２年して現金が 10 億円くらいになると資金繰りショート、非常

に苦しむ状況になるので。そこは繰入金を場合によっては事前に増や
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しておくとか、企業債の割合を交付税措置もあるし、上げるとか。企

業債は借りれば、市本体はお金を出してくるので。そうではなくて、

４条の貸借対照表レベルでの現金をあまり取り崩すと病院経営を危

うくするので。ここは最重要指標にこれからなります。是非意識して

頂ければと思います。 

 それでは、院長お願いします。 

 まずは 28 年度というのは実は赤字を覚悟していました。１月くら

いまでは本当に動向が見えなかったのですね。結局 28 年度の他の施

設を見ても、自治体病院の黒字病院の割合が 37%に落ちている。それ

と、国立病院機構が 250 億円、赤十字病院が 250 億円という赤字を出

してきている。そういう環境の中で、最終的には黒字を維持すること

ができた。それは自治体病院において良かったのかなと思います。最

初から利益幅はどうだとか、額面にしてどうかとよく言われるのです

けれども、実際、今の運営の状況だと非常に厳しい。それは、今ここ

に出ていますように、給与費、人件費はすでに新病院に向けて前採り

をし始めているのですね。それで、その人達を採算ベースに乗せる、

軌道に乗せるというのは新病院に向けてですので。できる限り採算ベ

ースに乗るように努力して下さいという話はしているのですけれど

も、そういう先採りをしている、コメディカルも含めてですね。そこ

が反映されてくるのに時間が掛かるだろうということ。それから、医

療材料と薬剤がここで見てもお分かりのように高額になってきてい

ると。52 ページを見て頂ければ分かるのですけれども、そういうこ

とが負担になって、支出が大きくなってきているということが指標に

かなり影響していると思う。ただ、収益に関しましては、できるだけ

加算が取れるものを見つけ出してください、それから、取っていても、

取漏れがないかをどうか検討してくださいというのは、経営会議の時

には口酸っぱく話を進めていますし、それから、重症個室の HCU 化、

新しい病院が近づいたとしてもこれは採算で黒字を確保できるのな

らば、開始を継続させていこうということで、今現在でも４床増やそ

うという努力をしています。そういうことで、大きい加算に関しては

取る方向で検討し実現させていこうと。早い時期にそれが実現できる

ようにしていくということで、収益を高めるための努力、そういう加

算の問題、指導料の問題ということでやっている。それから、手術に

関しましては、１つ手術室を増やしたことで急激に伸びた時期とフラ

ットに達している、収益性からいくとその幅は小さくなってきてい

る。要するに、全麻症例を増加させるためのスペースが足りないとい

うことと、救急で来た患者さんを他施設に紹介するという現実があり

ますので、そういう物理的な問題で収益につながらないという状況に

なってきている。そういうことで、早く新病院に移行しなければ、構
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造的な問題は解決しないと考えていますので、できるだけ無形なもの

で取れるものを見つけ出して取っていくということが、主な増益への

努力になるのだろうと思います。 

 伊関先生良いですか。 

現金についてもお願いします。 

 新病院へ向けまして、当初 31 年度以降は赤字が続くのですけれど

も、収支計画によりますと、平成 37 年度から黒字になっていく見込

みとなっております。 

 重要なのはキャッシュで、それは答えになっていません。赤字、黒

字というのは減価償却費が入ってくるから。減価償却費が入った状況

での赤字か黒字かの話なので。手持ちの現金がどれくらいあるのかが

一番重要なので、そこは答えいらないから。事務の方とか、病院の方

これは本気になっていないといけない。手持ち現金がないと大騒ぎに

なるのですよ。そうなると一時借入金などに頼ったりして。例えば、

私は沖縄県で仕事をしましたけれども、県立は６病院あるのですけれ

ども、一時借入金が 100 億円を超えました。県立中部病院とかは、リ

ニアックを修理するのに 3,000 万円のお金がないから患者さんを他

に紹介するとか、宮古島や八重山などの離島の場合は夜中の冷房を切

るとか、そういう事態に本当に陥ります。お金が足りなくなったら繰

入金が入ってくるという話もあるのかもしれないですけれども、それ

はそれで副作用も大きいので。そこは早め早めの現金を意識した対策

を事務の方で考えて頂きたいと、それだけは予告しておきます。来年

以降、毎回ここは言わせて頂きます。最重要指標になってくるので。

37 億円から１年でどれくらい増えたか、減ったかというのはとても

重要になってきます。 

 よろしくお願いします。頑張って下さい。 

 細田先生。 

 実はうちも４年前に建て替えたのですけれども、一昨年は経常収支

差が７億円くらい出て、昨年は５億円、今年は非常に厳しいです。僕

が院長になって今年の４月は初めて約 5,600 万円の赤字を出しまし

た。病院だから一般企業と違って経常収支差をどんどん出せという訳

ではないのですけれども、病院はある程度の内部留保がなければ、器

械も買えません。今、聞いていると、人件費が１番掛かっている。昨

年か一昨年に実質人件費率を聞いたらお答えがなかったので、次回ま

でに調べておいて欲しいという話をさせて頂きましたら、職員給与費

率は約 48%で、実質職員比率が 60%弱で、約 58%だと聞いた。当院は

職員だけだと約 45％を割ります。ただ、定数管理をされていて仕方

ないので委託を増やして、結局実質人件費率が 53％に上がってしま

いました。これを見てみると、補助金が８億4,000万円から11億6,000
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万円に増えている。収入の方がある程度増えているのに、純損益は４

億 7,000 万円から１億 2,000 万円に下がっている。そういうことは実

質人件費がかなり大きいのではないかと思うのです。それには実質人

件費率を出してもらわないと分からないと思うのです。経営評価委員

会なのだから、そういうデータをしっかりと出して頂いた方が良いと

感じています。そこら辺を出してほしいです。 

 実質人件費比率ですが、実質職員給与費対医療収益比率というこ

で、28 年度は 57.3%となっています。こちらは国の決算統計ベースと

なっております。 

招へい医師等を含めた比率については 57.3％でございます。27 年

度は 55.1％で、28 年度は２％くらい上がっている状況です。 

それでは、冨田委員。 

 １つ質問があります。損益計算書を見ていて、特別利益と特別損失

が出ているのですけれどもこれは何でしょうか。建築関係ですか。 

 50 ページの特別利益と特別損失でよろしいでしょうか。 

 はい。 

 こちらについては、昨年度医療事故の関係の支出がありましたの

で、保険金が入った額と支出をした額になります。 

 28 年度の決算を見てみて、自治体病院、公的病院を合わせると、

かなりのところが赤字になっています。確か厚生連以外は赤字だった

と思うので。ここは公立病院としては比較的負担金補助金が少ない中

でよく黒字を出したなという印象があります。民間病院でも結構厳し

いので、設備投資しながらこれだけというのは院長を始め皆さん頑張

られたなと思います。先ほど出ました逆紹介がほぼ倍になっている訳

ですね。連携でＡ評価が付いたのはそれだけのことがあったのだなと

思います。努力の跡はすごく見られます。あと、私が心配になったの

は、先ほど伊関委員がおっしゃったように、現金ですね。流動資産が

減っていますのと、流動比率が悪くなっているので、黒字倒産ではな

いですけれども、その辺が厳しくなるのかなと。それで、市の方で繰

入金その他の部分の比率がもう少し上がるのだろうかというのを心

配しています。当初より贅沢をした訳でなくても、今工費は上がって

おります。病院だけでなくとも全体的に上がっていますし、マンショ

ンなどもすごく高くなっているので、仕方ない部分がどれくらい出て

くるのかというのが心配なのと、あと減価償却費を見てみますと、去

年と比べると１億円少し増えています。少しずつ完成して使っている

というのはあると思うのですけれども、今、実績値として６億 6,200

万円。全体の比率で考えるとそんなに高くないのですね。まだ収益比

率５％いっていないのです。新築しますと、これが 10％超えるとい

うことが大体起こってきます。慎ましくやっても 10％ということに
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なりますと、13 億円くらいになるということで、その分をどうやっ

て手当てをするのかと。減価償却費はその年の費用ではなくて、借金

して作った建物が毎年配分される費用ということなので、これは無視

できない費用なので。結局それを賄っていくとすると、あと毎年６億

6,000 万円分の収益増を行わなければいけない。それから職員給与費

は目標よりも少し低めに抑えられていますので、これは低めに抑えら

れたのか、集まらないのかよく分かりませんけれども、恐らくもっと

増えるだろうということになりますと、一体どこを削るのだろうか

と。それで、私が見てみて経費が随分増えているなと。これはもしか

したら委託人件費なのかなというのもあるので、いかに効率的にいか

なければいけないのかなということと、先ほど研修や人材の配置を見

ましたけれども、職員一人当たりの効率性ですかね。一人の職員さん

が、看護師さんでもお医者さんでも事務の人でもどれくらい効率性を

上げているのかなというのを挙げて、給与に見合った働きというと変

かもしれないですけれども、病院にどれだけ貢献できているのかとい

うのを一人一人目標と成果は見ていかなければ厳しいかなと思いま

す。介護もそうなのですけれども、結局サービス業というのは人が商

品ですので、そこをどう上げていくかというと、やはりモチベーショ

ンを上げる、目標を持たせる。今、恐らく人事評価とか目標管理が、

看護部は分からないですけれども、そこまで入れていないのかなとい

うのを感じますし、職員満足度調査を見てみると、１番満足度が低い

のがどうも事務職員さんなのですね。事務職員さんはあまりモチベー

ション高く働いていないのかなというのもあったので、やはり新しい

病院に向かって、一人一人も自分の目標を掲げていかないと、全体で

見てプラスですという世界でもないと思いますし、私は病院にどうい

う貢献ができるのだろうとうところで、一人一人のものを上げていか

ないと、あと６億円増やすのは大変だろうと思います。上げていかな

いと６億円どころか人が増えるので、10 億円くらい上げていかない

と厳しい。先ほど 37 年から黒字になるとおっしゃっていたのですが、

どういうふうな収支予測になっているのか私は見てみたいと思った

のですけれども。30 年の診療報酬と介護報酬の改定がざっくりと出

てきました。それを見るとやはり随分厳しいかなというのは感じてい

ますので、特に７対１はもっと減らすと言われております。10 対１

についても看護必要度等を見てきますので。先ほど高度急性期、急性

期どれくらいの割合ですかというのをお聞きしましたら、６割が高度

急性期、４割が急性期というお話だったのですけれども、本当にそう

なのかなという思いがしています。それと、さくらそう病棟じゃない

ですけれども、まだ地域との関連を活かしていきますと、本当に急性

期の病院だけで 10 億円上げていけるのかなと。今後もう少し増えて
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いかなければならない地域包括ですとか、在宅とかどうやっていくの

だろうというところを、黙って 31 年度を赤字で迎えるのではなくて、

新しい部門や今後の必要性をどう模索していくのかなということが

すごく必要なのではないかと思います。今、自治体病院、急性期病院

と言えども、急性期の病床だけでは今後厳しいだろうと言われていま

すし、他の人材も育てていくということもあると、せめて今この時期

に埼玉県は比較的老化が遅いので、これから少しずつ迎えると思うの

ですけれども、今は比較的、特に産科とかは若い人を中心にやってい

ますけれども、特に産科、小児科は確実に減ります。どうやったって

増えるのは高齢者なので、その分の切替えと、あと医師会を始めとし

て、地域でどれくらいの力があってやっていけるのかという 1つの病

院群のような、今、連携法人というのが出ていますけれども、そうい

う考えで。恐らくなかなか増やしたくないのが国ですから。その中で

どうやって増やすかというと、連合体を組むとかですね、いろいろな

複合事業を、この病院だけではなくてどこと組んでいくかという、も

う少し地域全体でやっていくという見方が必要なのだろうと思いま

す。広いことを考えますと、連携とか医師会さんとか他のところと組

んでやっていくための幅広い企画。新しい病院ができてからとか、全

適になってからとかいう問題でもないので、今から予測を立てていか

なければいけないと思っていますけれども。収支計画はどれくらい立

っているのでしょうかね。建築するのであれば、建築の収支計画とい

うのは大体 20 年くらいは立てて、あと返済の予定を 30 年とか立てる

のですけれども、それをもう少ししっかりと見直して、減価償却費だ

けではなくて、10 年くらい経つと修繕費等が出てきますし、長いス

パンでの費用と長いスパンでの収益をどうするのか。そんなにたくさ

んお金が湧いてくる訳ではないので。本当に真剣に考えていかないと

病院経営は厳しいと思いますし、もっといろいろなところからどう収

益を持ってくるということをもう少し見直して頂きたいと思います。

救急とか急性期だけをやっていて、そのお金が全部出てくるとは思わ

ない方が良いと思います。本当に厳しいことばかり言いましたけれど

も、この紹介率をあまり操作せずにやって、とにかく地域医療支援病

院を早く取って頂いて、そして、取るだけではなくて地域と仲良くし

てどういうふうに進めて行くかということが大事なのではないかと

これを見て思いました。これは決して悪くないのですね。自治体病院

の中で見てみると、さいたま市立病院はかなり良い方なのですね。総

務大臣賞も２回取られたと聞いていますし、これを見て市長さんは応

援してあげなきゃとあまり思わないかもしれない。何だ、良いじゃな

いかと思うかもしれませんので、そういう心配を捨てて頂くためには

長期の収支がいるのです。単年度だけを見ると悪くはないので。でも
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こういうふうになりますよという５年先、10 年先ここでこういうピ

ンチになりますよというストーリーを付けて進める必要があると思

います。私も単年度だけ見ると、そんなに悪くないのではないかと。

来年、再来年で完成するまでにどれくらいお金がなくなって、その間

どれくらい稼げてということになるとだんだん心配になってくると

いうのは事実なので、１年１年がどうなるのかという繋がりで何をや

っていくかというのを具体的に考えるのが本当の経営の見方だと思

いますので。是非そちらの方に着手して頂ければと思います。 

 院長、何かありますか。 

 ここの地域も具体的に地域医療構想協議会が８月 31 日に開かれ

て、具体的な話に入っていくのだろうと思っているのですけれども、

我々が高度急性期、急性期と言っていますのは、基本的に今は基準が

あってないようなものなので、いろいろな基準で 3,000 点下がるとか

言われているのですけれども、その高度急性期として扱う患者が一般

病床にも入る、そこのところを高度急性期という扱いをしている。全

国的にもその傾向があるので、今修正を図ろうとしているのが厚生労

働省等で会議をしているところですよね。そういう基準が整理されて

いくということになっていくのだろうと思います。高度急性期はやは

り ICU とか、そういう本当の意味での急性期患者を管理している。一

般病床は急性期の扱いになるではないかと僕はそう思っています。急

性期をどこに取るかということになると、７対１、10 対１までとい

うことになってくるのでしょうし、その基準が取れるようであれば７

対１を取って今の段階では急性期をやっていけば良いと思います。そ

れで、ここの人口も 10 年は増えていくだろうと。その後、減ってい

く可能性がある。ですけれども、まだそういう意味では他の地域とは

様相は違う訳です。今、ダウンサイジングを考えていかなければいけ

ないのか。心しておかなければいけないことは確かなので、チェンジ

をどうできるかということも合わせて考えていったうえで、新病院と

いうことを想定していかなければいけないということは思っていま

す。いずれにしましても、急性期をやっていくという意味合いが強い

という表現で病床機能報告には出している。その比率は基本的には参

考的なものであって、皆で同じ基準、高度急性期はこういう基準にし

ますということなったら、自ずと ICU は何床あって、HCU は何床あっ

て、NICU は何床あって、GCU は何床あってということで大体決まって

くるはずなのですね。だから、僕は調節をあまり問題にしなくて良い

のだろうと思います。これは話し合いの問題ですけれども。今はいろ

いろな施設が急性期と名乗っているので、多いように見える。それが

回復期等に移行していく。そういうことがどういう現象になってきて

いるのか結果を見ていく。そして、そういうことの話し合いになって
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いくのだろうというふうに思っています。ただ、ここの病院に関して

は、今のいろいろな指標を見ても DPC でⅠ、Ⅱ、Ⅲの在院の扱いで、

平均在院日数よりも超えている症例が３割以下であるということは

確認をしているのですよね。そうすると、DPC のデータ上からでは急

性期は維持できるのではないかと、現地点では予測している訳ですよ

ね。それからあとの指標として、人件費、材料費、経費のところの比

率が 75％を超えなければ急性期を維持できる可能性があるでしょう

というようないろいろな臨床指標、経営指標があります。そういうも

のを参考にしながら判断をしているというのが現状で、それで急性期

をやっていけるだろうというふうに踏んでいる。ただ、地域との関係

となりますと地域医療推進をどう図っていくか。手を差し伸べられる

かどうかというのは、急性期をやりつつ、地域包括ケアシステムへの

参加の仕方ということはその立場から考えられていけるのではない

かということは思っています。これは何も決定している訳ではないで

すが、訪問看護ステーション。これは採算が取れるかどうかは別です

けれども、そういった地域にどういうふうに関与していくかという方

法。それから、在宅に対しての退院をさせた人の在宅の管理。そうい

うことをどのようにしていって地域に戻していくか、いろいろな方法

があるのだろうと思います。だから、これは地域医療構想のところで

話し合って具体的な連携ということになっていくと思いますし、それ

から法人化の問題なのですけれども、今、具体的に書かれていますの

は、医療過疎の山形県ですよね。１番それが参考になるという日本海

総合病院ですけれども、そこのところの例が引っ張られていて、岡山

県も大学が中心、それから名古屋市も大学が中心。これも典型的な例

ではないし、うまくいっているという報告はまだないのですよね。そ

ういう意味で、法律は平成 26 年にできていますけれども、それは厚

生労働省が上げた狼煙であって、本当にどこまで地域がそこになびく

か、急速にそこへいくかということは分からない訳ですよね。だから

そこは別として、ここの地域でも勉強会をやろうという気運で少しず

つ始まっているみたいですけれども、でも、実際問題、今の状況でそ

れは具体的なものにならないというふうに僕自身では思っています。

いろいろな例は挙げられているのですけれども、これは状況判断をし

つつ、この病院の将来も合わせていろいろ論議をしつつ決めていけば

良いのではないかと思っていますので、いろいろ情報を入れていると

いうことでお話しはさせて頂きます。 

 大体議論も尽きたかなと思います。いずれにいたしましても、今回

のいろいろな話をまとめて、清水市長にご報告する訳ですけれども、

今、話に出てきた、流動資産の問題とか気を付けておかなければいけ

ないことを少し話しておかないといけない。清水市長がこれで大丈夫
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だからと安心されてしまうのも少し困るかなというところがあるの

で、こうところは気を付けないと危ないというところも含めて報告を

した方が良いと個人的には思っていますので、事務の方は取りまとめ

をする時にそういうものを頭に入れて頂ければと思います。 

大体議論も尽きたと思いますので、今回が前回の中期経営計画の最

後の年になっておりますので、それも含めまして、総括的にご意見を

頂きたいと思います。まず、落合先生からご意見を頂いてもよろしい

でしょうか。 

 今日はどうもありがとうございました。伊関委員、それから冨田委

員にいろいろおっしゃって頂いて、私も言いたいこと、お願いしたい

ことはほとんど言って頂けたと思っています。あえて言うと、私は経

営のことはあまり分からないですけれども、人件費が多少増えてい

て、それは先行投資であるのならば、材料費が増えているというのは

おかしいのではないかという話になると思います。人件費分は先行投

資だけれども、それに伴って材料費は先行すべき何かができていなけ

れば増えないはずで、比率が増えているのだとすると、少しは無駄と

いうか効率化できる部分はあるのではないかというふうに思うので

す。そういう意味からいうと、私が先ほど申し上げたとおりビジネス

プロセスマネジメントではないですけれども、職員が働きやすい環境

を作るうえでの、本当に効率的に皆さんが動けているかどうかを。日

本の病院はほとんどできていないので、そういう部分を見直して、新

しい病院のスタイルをつくって頂けたらなと。それが今後運用できる

ような新電子カルテをつくって頂けたらというのが切なる思いです。

今までの評価に参加させて頂いて思うことは、さいたま市立病院とい

うのは、本当に歴代の院長が頑張っておられて、私が聞く範囲の公立

病院と比べると、市からの援助が非常に少ないのにも関わらず黒字を

出し続けておられて、本当によくやっておられる。現金がどのくらい

残るか、後でどうなるかという問題までは私によく分かりませんけれ

ども、現状は非常によくやっておられると思うのですよね。ですので、

市長に報告する時にも全国的に見ても極めて秀逸な病院であると。し

かし、これから先どうなっていくかを考えたことを含めた議論を市が

持たなければいけないということは言って頂きたいなと。何度か出し

て申し訳ありませんが、JCI とかが評価の基準として強く言うのは、

病院のガバナンスを言うのですけれども、どのガバナンスというのは

何層かあると思うのだけれども、本当の病院というのは理事会があっ

て、その下に業務を任されている執行部分があって、理事会のガバナ

ンス、執行部のガバナンスというのがあるのだろうと思います。執行

部分のガバナンスというのは、窪地院長以下、この病院は極めて見事

だと思うのです。本当のうえでのコントロール、病院の理事会という
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のは、市ですとか、市議会などが担う訳で、自分達が経営しているこ

の企業体を今後どう維持していくのかということを真にガバナンス

を考えてもらわなければいけない訳なのですね。だから報告に行かれ

るときは、現状は非常によくやっていて、いまやっていることは非常

に評価されていて、極めてプラウドに思うことであると言ってもらっ

て良いと思うのですよね。一方で、これからはさいたま市がどのよう

になっていくかを見据えたうえで、本当に考えなければいけないと思

っていて、真面目に先 10 年、20 年の計画を考え出すことをして下さ

いと強く言わなればいけない。それは市の仕事だと私は思います。さ

いたま市は、幸いなことに人口減、高齢化というときに、まだまだ非

常に遅くて、ピンチがくる時が全国平均に比べれば 10 年から 15 年遅

れてくるという中で、新病院が建っても多分１番具合が良い時代の中

で過ごせるのかなという気はしているのですけれども、それで良いの

かということもあるので。15 年くらい経った先でのダウンサイジン

グは本当に考えなければいけない話で、そこまで持って行くためには

どう絵を書くか。そこまで含めて市長さんものを考えて下さいという

ことは強く報告して頂きたいなと思います。ここまでやって頂いたこ

とは、外部の評価委員としては、極めて見事な病院があそこにあるよ

ということは誰にでも言えるくらい素晴らしいことだと思っていま

す。ありがとうございました。 

 それでは細田先生。 

 僕は現役の JCHO 病院の院長をやっているのですけれども、さいた

ま医療圏、二次医療圏で、市立病院だけとか、JCHO 病院だけとか、

自治医大の埼玉医療センターだけとか、日赤だけとかというのは、僕

はもう駄目だと思うのです。先ほど災害医療のことを言いましたけれ

ども、やはり皆で手を組まないとできないことだし、さいたま市とい

う二次医療圏の中で、各々皆が手を組んでやっていかない限りは駄目

だと思うのですよね。医療費が上がっている訳ですから、そういうこ

とを考えると、さいたま医療圏が二次医療圏で良いのかという話は別

の問題として、他のところと横の関係を持ちながらやっていかないと

いけないのだと思うのです。それができるのは行政だと思っています

し、それから来年、診療報酬、介護報酬同時改定で、うちは介護老人

保健施設もありますけれども、介護や在宅医療だとかいうことまで考

えていかないといけないと思うのです。うちの病院は昨年の６月から

地域包括ケア病棟をつくりました。10 対１ですけれども、これは急

性期に入ってくるのですけれども、できればもう１病棟くらい地域包

括ケア病棟を入れても良いなと。自分の病院だけ生き残るのではな

く、地域全体で考えていかなければいけないのではないかと１番感じ

ています。それから、JCHO 病院というのは日本国中で 57 病院あるの
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ですけれども、いつも役員会で申し上げているのですけれども、赤字

の病院がかなりある訳です。赤字の病院は２通りあると思っているの

です。企業努力が足りない病院と、本当に政策医療でその地域になけ

ればならない病院。これは赤字でも仕方がないと思うのです。ただ企

業努力が足りない病院は企業努力をするべきだと思いますし、それで

内部留保を持てるように変えていくべきだと思うので、個々の病院は

頑張るのですけれども、かつ、横のつながりで全体の医療圏で考えて

いくというようなことをやっていかなければいけないと思いますし、

それには我々医者ではなくて、行政の皆様方がやって下さるしかない

のだろうと僕は思っています。 

 いろいろ厳しいことを言ってきましたけれども、いつも言っている

のですけれども、ここの病院は他と違うのですよ。私はここの裏に住

んでいるので。私の親は、ここで父親が心臓弁置換術をして、母親は

大腸がんで手術をしています。私も慢性硬膜下血腫で手術、入院をし

ました。それゆえに、病院の建替えをして、安定して医療の提供をし

て欲しいというのは利用者の観点からでその分だけ少し熱くなって

います。普通だったらクールで仕方がないとやってしまうのですけれ

ども。辞めろと言われないうちは続けるつもりでいます。この病院を

存続させることは自分と家族の命に繋がっているからです。その点で

見ると、病院の方々は一生懸命頑張っておられると思います。本当に

良い病院づくりができて、医療提供は更なる能力向上は可能だと思っ

ています。まだまだ医師数にしてもいろいろな医療施設を充実させる

余地はあると思っています。気になるのは繰り返しになりますけれど

も、現金がこの病院の規模からすると薄くなっています。昔もっと少

なかった時期もあるのですけれども、１回増えてまた少し減っていま

す。今度の大型投資をする中で、この現金がショートするような状況

になるといきなり問題は健在化してきますので、その時に大騒ぎをす

るのではなくて、前倒しで準備をしておかないと、結局医療の現場に

しわ寄せがくるので、そこは事務の方になんとかして下さいというの

が私からのお願いです。私は自治体病院の経営の専門家として、そち

らの視点からこの現金の問題は５年から 10 年くらいは最重要懸案と

なるはずです。そこを是非意識して頂ければと。キャッシュがすべて

です。キャッシュがなくなったら医療は継続できません。そこのとこ

ろを真剣に考えて頂ければなと思います。 

 ありがとうございます。では、冨田委員。 

 私もここの病院は非常によくやられていると思っています。ただ、

どちらかというと病院は頑張っているのですけれども、もう少し何と

かしてくださいよと市にどれくらい話をしているのか。それがどのく

らい聞き入れられているのかというところに疑問が付きます。他の自
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治体病院さんを見ていて、これだけの規模と救急医療をやっていると

ころというのは、実際もう少し交付金が入っているところが多いので

すね。県立病院クラスになると、診療全体の 20％くらい入っていた

りするので、6,000 件も救急医療やっているところにしては、多少交

付金が少ないのかなと。さいたま市はそんなにお金がない訳ではない

のにという気がするので、やはり行政から来ている方は是非財務の方

から見て必要な経費を年度毎ではなくて、10 年スパンとかですね、

これから厳しくなっていく。病院は建てた直後はまだ良いのです。６、

７年すると医療機器の更新を迎えますし、今度は 10 年を超えてくる

と修繕がかさむと。全体のマネジメントを見て、維持するためにはこ

のくらい必要だというところの目標を立てて頂くという習慣を是非

付けて頂きたいなと思います。それと先ほど言いましたように、一人

一人がどういうふうに病院の役に立ってというところのモチベーシ

ョンを含めて頑張って欲しいなと思います。私は他へ行って、さいた

ま市立病院は良いよということは言っているのですね。今まではとも

かく、比較的、悪く言えばケチなところはありますけれども、非常に

自助努力をしているのと、最近多いのは立派な病院を建ててしまった

のですけれども、収入の方策がなくて厳しいです、どうしましょうと

いう相談が総務省のアドバイザーの件数でも多いですし。やってしま

ったものはどうにもならないのですね。ですので、軌道修正ができる

段階であれば、もう少し先のことを考えて、事前、事前に調整や修正

を入れられるのであれば、今しかないなと思います。ちょうど建てて

いる最中で、でき上がってしまったら壊す訳にはいけませんので。修

正は次々にやっていければ良いと思っています。特に何年か先です

ね。どこへいっても今後の予測は医療も介護も厳しいので、私も病院

さんにはすごく話しにくいのですけれども、結局、病院の財産は人で

すから人をどうするか。今後はお金よりも人材確保が厳しくなる時

代。どこに行っても少子化で。さいたま市はその傾向が少ないし、遅

いとは思うのですけれども、支え手が少ないということで、大事な人

材をどう活かすかというマネジメントをもう少し加えて頂いて。十分

充実しているとは思いますけれども、更にそこら辺のお金を抑えてや

って頂きたいと思います。先ほど落合先生がおっしゃったマネージャ

ーですかね。これは別の専門職として位置付ける必要があるのではな

いかと思います。企業経営でもそうですけれども、CEO ですか、現場

のマネージャー。これはやはり必要なので。それだけは是非市長さん

に言って頂きたいし、そういう人を作る風土になって、良い病院がま

すます良くなって頂きたいなと思います。どうもありがとうございま

した。 

 それでは鈴木委員さん。初めての委員会で面食らったこともあるか
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と思いますけれども。 

 初めての会合なので聞かせて頂きました。総合しましても、私は

30 年くらい前市議会議員をやっておりましたから、病院検査特別委

員会ですとか、そういうのにかなり足を突っ込んでおりました。繰入

金を見ますと、その頃も 10 億円少しあったのですね。それで、その

頃の市長などにこれはいくらくらいまで増やすのかと聞いたら、その

当時の市長は15億円から20億円だったら市民福祉だから良いのでは

ないかとその当時言っていたのですけれども、30 年経って相変わら

ず 10 億円前後ということは病院の皆さんは大変努力をされたなと思

って関心をしているところです。しかし、一方ではその当時も問題に

なりました、個々の方はよくやっておられるのですけれども、いわゆ

る市長部局と病院の職員になった時の問題ですね。何年いるかも問題

があって、その当時よりも良くなったのだろうと思いますけれども、

まだまだその辺が問題になるのではないかと思います。先ほど落合先

生がおっしゃったカテーテルの問題がございましたけれども、今後の

病院の効率化というのは、薬を使って手術をして、収益云々というよ

りも、そういうところの効率化というものが求められるのではないか

と思っております。最近の医療のことはあまり分かっておりませんか

ら、そのようなことでお許し頂きたいと思います。市長に是非伝えた

いと思います。 

 はい。ありがとうございました。私の方からは特別なことは特にな

いのですけれども、先ほどから高齢化の問題が出ておりますが、さい

たま市は高齢化の速度がすごく早い。地域では１番か２番くらいにな

っております。急激に高齢化が進むので、その先を見据えた上で考え

ていかないといけないところが当然あると思います。それから市から

の助成金の問題ですけれども、私がいたころも７、８億円くらいだっ

たので、それから比べると本当に増えていないですね。もっと増えて、

倍くらいになっても良いのではないかと思っておりますので、そうい

う話もできたら是非清水市長にお話ししたいと思います。鈴木さんも

市長に近い存在ですので、是非プッシュして頂ければと思います。 

 今日は時間が掛かってしまいましたが、これをもちまして会議を終

わりにいたします。 

3 その他 

水谷委員長 

波田野財務課長 

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。 

本日は、長時間に渡りご議論頂き、誠にありがとうございました。

次回の委員会では、本日、皆様に評価して頂いた内容やご意見等をま

とめたうえで、本委員会としての評価を確定したいと考えておりま

す。次回開催は、11 月 30 日木曜日 16 時から、場所は変わりまして、
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さいたま市立病院の仮設棟第２会議室を予定しておりますので、よろ

しくお願いいたします。事務連絡は以上です。 

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。 


