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第９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６月 30 日（木） 15 時 40 分～19 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 

ＮＴＴ東日本関東病院名誉院長・東京医療保健大学学事顧問 落合委員 

独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター院長 細田委員 

城西大学経営学部教授 伊関委員 

税理士・医業経営コンサルタント 冨田委員 

さいたま市自治会連合会副会長 星野委員 

傍聴者 ０人 

事務局 藤原保健福祉局長、青木保健福祉局理事 

市立病院 

窪地院長、堀之内副院長、小山副院長、小川副院長兼看護部長 

市立病院経営部 

志村理事兼経営部長 

（庶務課）大沢参事兼課長、田中病院施設整備室長、渋谷課長補佐

兼施設管理係長、越田総務係長、島崎主査、今井主任、渡邉主任、

横幕主事 

（財務課）波田野課長、竹内財務企画係長、山本用度係長、 

大久保主査、永野主事、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、増田課長補佐

兼医事係長 

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）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９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

・資料 さいたま市立病院施設整備 実施設計（概要版） 

・資料 ＤＰＣを通じたさいたま市立病院の経営分析 

１ 開会 

水谷委員長 皆様こんにちは。定刻より少し早いですが、皆様おそろいの様ですの

で、ただいまから第９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。 
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波田野財務課長

星野委員 

波田野財務課長

窪地院長 

委員の皆様におきましては、ご多忙にも関わらずご出席いただき誠に

ありがとうございます。 

では、事務局の方からよろしくお願いいたします。 

皆様こんにちは。ただいまから第９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ところ、当委員会

にご出席をいただき誠にありがとうございます。申し遅れましたが本日の

進行を務めさせていただきます市立病院経営部財務課長の波田野と申し

ます。どうぞ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

から委員の方が変わられましたのでご紹介いたします。中村美代子委員

が退任されまして、新たにさいたま市自治会連合会副会長の星野孝男様

に委員としてご就任いただいております。星野様よろしくお願いいたしま

す。 

皆さんこんにちは、ただ今ご紹介をいただきました、さいたま市自治会

連合会副会長の星野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ま

た、自分は単一自治会ではこの市立病院に一番近い三室地区宿区自治

会会長も務めさせていただいております。地域の代表といたしまして少し

でもお役に立てればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

ありがとうございました。 

それでは本日の資料の確認をさせていただきます。事前にお配りさせ

ていただいておりますけれども、委員会の次第、委員名簿、配席図、冊子

になっておりますがさいたま市立病院中期経営計画の達成に対する評価

について（平成 27 年度評価案）、そのあとですけれども、本日配布してお

ります伊関委員よりご提供いただきましたDPCを通じたさいたま市立病院

の経営分析、最後にさいたま市立病院施設整備実施設計概要版となって

おります。不足の方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。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申し

上げます。 

院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

員会にご出席いただき誠にありがとうございます。今年度は中期経営計

画の最終年度であり、また平成 29 年度から平成 32 年度までの次期中期

経営計画を策定する年度でもあります。経営評価委員会は本年度は本日

を含め３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

特段のご配慮をいただきますようよろしくお願い申し上げます。さて、皆様

もご存知のとおり、当院は平成 31 年度の竣工・開院を目指して新病院建

設の準備を進めているところでございます。後ほど施設整備室室長からこ

の件について皆様にご説明することとなっていますが、竣工まで約３年半

となり院内のみならず院外においてもさらにあわただしい雰囲気となって

おります。一方では、今年度の診療報酬改定で地域医療構想と連動した
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波田野財務課長

藤原保健福祉局長

波田野財務課長

田中病院施設整備室長 

急性期病床の削減が強く打ち出され、我々も将来を見据え、当院としての

在り方を改めて見直し、経営の健全化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あります。また、これと同時に総務省から今年度

中に地域医療構想を考慮した新公立病院改革プランの策定が求められ、

全自治体病院に対し平成 32 年度までの経営収支の改善、すなわち経常

収支において黒字となる計画を提出するように求められています。 

医療法の一部改正に伴い、地域包括ケアシステムの構築、医療事故

調査制度等をはじめとし、病院をとりまく医療環境は厳しく変化しており、

この変化に耐えうることのできるような医療機能を強化し、自治体病院とし

て地域の先端的役割を果たせるように、人的な課題も含めて新病院の施

設整備を行わ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組に対し忌憚のないご意見をお願い申し上げまし

て、冒頭のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。続きまして保健福祉局長藤原よりご挨拶を申し

上げます。 

今年の４月から保健福祉局長となりました藤原でございます。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。委員の皆様方におかれましては、本院へのご

指導またはご支援をいただきまして本当にありがとうございます。おかげ

さまで窪地院長のもと、医療機能の充実、健全経営の推進に努めること

ができていると考えております。そのような中、これから迎える超高齢社会

を踏まえまして次期中期経営計画を策定するうえでも、本日の評価委員

会におきましては従前どおり賢明なる評価、ご助言をいただきたくどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

ありがとうございました。それでは議事に入りますが、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、会議資料につきまして各区役所の

情報公開コーナーや市のホームページなどで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、本日の会議は公開ということでよろしいでしょうか。 

それでは公開とさせていただきます。なお本日、傍聴者の方はいらっし

ゃいません。また本委員会の開催風景を撮影させていただく場合がござ

いますので、あらかじめご了承ください。続きまして議事に入る前に、さき

ほど院長も申し上げましたが、お時間をいただきまして、市立病院の施設

整備につきまして、病院施設整備室長の田中から説明をさせていただき

ます。 

皆さんこんにちは。病院施設整備室長の田中と申します。よろしくお願

いいたします。皆様のお手元の方にですね、最後の方の資料でＡ４の横
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のカラー刷りの資料があります。さいたま市立病院施設整備実施計画概

要版というものが用意してあります。そちらをご覧ください。 

さいたま市立病院施設整備事業についてご説明させていただきます。

昨年度の 27 年度に実施設計が終わりました。 

まず１ページなのですが、建設概要にいきます。建物の延床面積は

53605.36 ㎡、階数につきましては病院本館で地上 10 階、また放射線治

療、管理、教育研修部門を配置する別館については地上３階となります。

最高の高さは病院本館で 44.85m となります。構造といたしましては、病院

本館につきましては鉄骨梁、コンクリート充填鋼管柱構造、一部鉄骨鉄筋

コンクリート造とし、より安全で安心な医療提供を確保するための免震構

造としております。別館につきましては、鉄筋コンクリート造として、コスト

縮減を目的とした耐震構造としております。 

続きまして、２ページ目をご覧ください。救急車、サービス車両につきま

しては、北宿通りに新たな専用の出入口を設けました。現在、もう既に出

来上がっておりますが、今そちらについては高等看護学院をつくっており

ますので、そこの工事車両が入るという形で今その道を使っております。

出入口を設置することで、一般車両と工事車両が、今は工事車両が入っ

ていますけれども、出来上がった時にはですね、救急部門とかサービスヤ

ードへのスムーズなルートを確保するために西側の出入口をつくりまし

た。駐車場の計画につきましては、病院本館北側の立体駐車場に 268

台、病院本館東側の平面駐車場に 360 台を確保しまして、現在の 310 台

から約 600 台となります。また敷地内に長い引込路を設定して 駐車場へ

の車両の混雑に配慮するような形で作っています。 

続きまして３ページ目をご覧ください。下の方にありますが、新病院の病

床数ですが、現在は 567 床で稼働していますが、70 床増床の 637 床を計

画しております。内訳としましては、救急病床20床、緩和ケア病床20床の

増床を含む一般病床 577 床、結核病床 20 床、感染症病床 10 床としてい

ます。また精神科・身体合併症病床の30床増床も計画しているところでご

ざいます。増床部分の現在の進捗状況でございますが、救急病床20床と

緩和ケア病床 20 床の一般病床 40 床分につきましては、埼玉県で実施し

ました病床整備計画の公募に申出書を提出した結果、平成 28 年３月 31

日付で 40 床の増床が承認されました。また精神科・身体合併症の 30 床

の増床につきましても、基準病床の整備における特定の病床等にかかる

特例として増床を検討しておりまして、現在、埼玉県と協議を進めて厚生

労働省へ協議を進めているところでございます。 

４ページから６ページにつきましては、各フロアの配置図になりますので

今回は説明を割愛させていただきますので、後程ご覧いただければよろし

いかと思います。 

最後のページになりますが、資料右下に新病院の建築スケジュールが
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波田野財務課長

載せてあります。平成 29 年来年の６月に工事を着工しまして、平成 31 年

９月に建物が完成する予定です。それから平成 32 年１月に新病院を開院

予定としておりますので、その後既存病棟の解体、外構改修工事を順次

進めていき、平成 34 年３月にグランドオープンを予定しているという形で

今進めているところです。説明は以上になります。ありがとうございまし

た。 

どうもありがとうございました。それでは議事に入らせいただきますの

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

それでは、次第に従いまして議事を進行いたします。本日の議事は中

期経営計画の達成状況に対する評価についてとして、評価の進め方です

が、まず取組事項についての評価を行います。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のご意見をいただき、全体的な評価

を行ってまいりたいと思っております。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一区切りとしてご説明いただき、そのあと

委員の皆様からご意見をいただきたいと思っております。なお、大項目は

８項目ありまして、１項目あたりの質疑応答は 10 分程度と考えております

ので、委員の皆様、議事の進行にご協力をお願いいたします。それでは、

早速、医療機能・施設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。 

それでは財務課から、評価項目につきましてご説明申し上げます。まず

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27年度評価案の表紙をおめくり下さい。こちらが今回の

項目評価の一覧となっております。左の大項目ですけれども、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。隣の内

部評価につきましては、当院が病院評価として小項目ごとに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をしていただきます。 

なお、小項目ごとの評価指標につきましては、左下に記載のとおり、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 は「中期経営計画の目標を達成、

又は上回っている」として、実績値が目標値に対して 100％以上の場合、b

は「中期経営計画のおおむね目標どおり」として、実績値が目標値に対し

て80％以上100％未満の場合となっております。ｃにつきましては「中期経

営計画の目標を下回っている」として、実績値が目標値の 80％未満の場
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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、としております。 

そのとなりの《参考》平均値による評価につきましては、小項目ごとの病

院評価の点数となっておりまして、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Ｓ評価、６点以

上９点未満は大文字Ａ評価、３点以上６点未満は大文字Ｂ評価、１点以上

３点未満は大文字Ｃ評価、１点未満が大文字Ｄ評価としまして、事務局が

評価の目安としてお示しするものです。委員の皆様におかれましては、こ

の「平均値による評価」を参考にしていただきながら、大項目ごとに大所

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、１ページをご覧ください。 

まず、１番上の欄には「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」の欄がございますが、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いただきます。 

続きまして、その下の欄に中項目、小項目を記載しております。そして、

その右側に平成27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。 

続きまして、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。その達成度に基づ

き、評価をいたしまして、その右側に「病院評価説明」、「病院評価」を記載

しております。 

さらに１番下の欄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、今年度（平成 28年度）の目標及び取組予定を記載し

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。資料１ページになりますが、「新病院の建設」につきましては、

目標どおりコンストラクションマネジメントを活用しながら実施設計を行うと

ともに、各種調査業務及び平成28年度予算積算についても適切に実施し

たため、ａ評価としております。 

続きまして、２ページをお願いします。 

「エネルギーセンターの更新」につきましては、計画どおり建設工事を進

め、11 月に躯体工事、２月に仕上工事を完了し、機器運転調整を開始し

たため、ａ評価としております。 

３ページをご覧ください。 

「立体駐車場の整備」につきましては、実施設計までは完了いたしまし

たが、施設整備スケジュールの見直しが必要となり、立体駐車場の工事

着手を目標では平成 27 年度としておりましたが、平成 28 年度となったた
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め、ｃ評価としております。 

４ページをご覧ください。 

「駐車場の有料化」につきましては、近隣病院の状況や当院の運営方

法等については検討いたしましたが、料金設定、条例案等の作成には至

らなかったため、ｂ評価としております。 

続きまして、５ページをご覧ください。 

「託児棟の整備」につきましては、目標どおり３月に工事が完了したた

め、ａ評価としております。 

６ページをお願いします 

「放射線診断・治療等の高度医療機器の充実」につきましては、予定ど

おり 12 月に頭腹部用血管造影 X 線撮影装置、１月に循環器用血管造影

X線撮影装置を購入いたしました。 

また、購入後の状況につきましては、画質の向上、放射線被ばくの低

減、造影剤使用量の半減などの効果が得られるとともに、機能の充実に

より安全な血管内治療が可能となったため、ａ評価としております。 

７ページをご覧ください。 

「食料の備蓄」につきましては、予定どおり給食業務において合計３日

分の災害時専用の備蓄食料を確保し、平成 28 年度に期限を迎える１日

分についても平成 28 年度の給食業務の業務委託に含めることができた

ため、ａ評価としております。 

８ページになります。 

「災害用医療機器の整備」につきましては、日本ＤＭＡＴが定めるＤＭＡ

Ｔ標準医療資機材リストを準用し、モバイルパソコン・モバイルプリンター

等のロジスティクス関連機材を中心に導入するとともに、平成28年度に購

入する機器等の選定を行ったため、ａ評価としております。 

続きまして、９ページをご覧ください。 

「ＤＭＡＴチーム体制の充実」につきましては、モバイルパソコン等のロ

ジスティクス関連機材を導入するとともに、業務調整員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。 

１０ページをご覧ください。 

「医療機能の充実・強化」につきましては、新病院開院に向けました医

療機器の充実強化に伴い、必要となる人員数を部門ごとに検討するとと

もに、医療機能の充実・強化に向けた方針を実施設計に盛り込みました

けれども、組織体制及び事務職員についての検討が遅れているため、ｂ

評価としております。 

続きまして、11 ページをご覧ください。 

「救命救急センターの設置」につきましては、救命救急センターの設置

に備えた組織の検討や職員配置数の見直しを行うとともに、救命救急セ
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水谷委員長 

伊関委員 

ンターの整備計画に埼玉県の承認を得て、救命救急センター20 床を実施

設計に盛り込むなど、救急救命センターの設置に向けて着実に取り組ん

だため、ａ評価としております。 

以上、大項目①「医療機能・施設面の充実」につきまして、病院評価で

は、ａ評価が８つ、ｂ評価が２つ、ｃ評価が１つで、病院評価平均値が５．９

となることから、平均値による評価はＢとしております。 

 大項目①「医療機能・施設面の充実」につきましての説明は以上で

す。よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。内部評価では、ａ評価が８、ｂ評価が２、ｃ評価

が１ということですね。平均値によって、総合評価はＢとなっておりますけ

れども、委員の皆様のご質問、ご意見がありましたらよろしくお願いいたし

ます。 

毎年言わなければならないのですけれども毎回変わられるので、要は

全国の自治体病院の委員をやっておりますけれども、こういうａだとかｂだ

とか本当に意義があるんですかと毎回言っております。要は、今は診療報

酬制度も２年に１回くるくると変わってくるわけです。医療の在り方が変わ

っていく中で、こういう５年計画の予定したものが達成しているか達成して

いないかを abcd で評価しようとしていると。たとえば DMAT なんか典型な

のですけれども、その体制を作ったということが問題というか、例えば、今

回熊本の地震があって、さいたま市立病院から行ったのか、行ってないの

か、どういう体制になっているのかとかそういう具体的なことを議論してい

かないと、高度急性期病院としては生き残れる時代ではないので、評価

の在り方について、毎回これをやれば来年もおそらく私は同じことを言い

続けると思うのです。私が委員をやっているうちは。ａだから良いというわ

けではなくて、ａなのだけれども時代に遅れていく可能性もあるので、これ

から順天堂さんもやってくるし、埼玉赤十字さんも改築する、こちらも改築

する、そういった中でも生き残るために必要な戦略は何かということを議

論するような項目立て、私は横浜市もやっているのですが、横浜市の方

がもっとリアルなのですよ。そういうふうなことをやっていかないとですね、

生き残れないかもしれないですと言わざるを得ないというのはお話しさせ

ていただきます。もう一つ気になったのは、毎年言いますけれども、例え

ば食料の備蓄で、いつ地震があるかわからないときに３年間かけて計画

的に整備しましたのでａですというのは、本当なら３年前にいっぺんに整備

しておくべきだと、これはもう去年も言っていますが、全然前倒しもせずに

やっと計画通りにできたのでａですというのは、一般論の感覚からすれ

ば、それは遅いのではないですかという話もあるので、一つ一つの病院と

しての判断について、新しい病院を建築するのには300億ぐらいはするは

ずなので、起債をすると軽く 400 億は借金を返さないといけないわけです

よ。年間でいくと 12 から 14 億ぐらい返さなきゃならない、そこへの準備の
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波田野財務課長

水谷委員長 

波田野財務課長

水谷委員長 

波田野財務課長

水谷委員長 

伊関委員 

窪地院長 

戦略を練るような経営計画だとかそこへの評価をご検討いただければな

と、これは大所高所で申し訳ないですけれども、来年もこれをやれば同じ

ことを言わざるを得ないと思っています。一応提案ということで。 

ご指摘の方はごもっともだと思うのですけれども、こちらは毎年の計画

でございまして、これまでも同様の評価をしておりますので、今年度、次期

の中期経営計画を作成しますので、その時には評価の方法につきまして

もう少し検討させていただきたいと思いますので、ご了解願います。 

これは、今回が５年間で最後の評価ということですね。 

今回が平成 27 年度の評価となりますので。 

そうすると、もう 1 回あるのですね。それで今度つくるのは 29 年度から

の計画。 

計画が29年度から32年度の計画ですので、その時には評価項目等に

つきまして、もう少し検討させていただきます。 

ということなので、もう１年間頑張ってください。 

もう１つだけ。この病院で一番重要なのは救命救急センターの整備とい

うのがものすごく重要なのですけれども、職員の人員の確保の状況等も

踏まえて、どんな戦略を練られているのか。平塚市民病院さんとも付き合

いがあって、救急救命センターが開く前に人を雇いすぎて収益が非常に

厳しいという話もあるし、どういう戦略でこの救命救急センターに取り組ん

でおられるのかということについて、教えていただきたいのですけれども。 

座ってお答えさせていただきます。救命センターを開くにあたって、以前

から大学との交渉で人員確保に努めてまいりました。ただ予定していた大

学、実はですね、予定していた大学では派遣することができなくなったとい

うことで、昨年の秋、突然言われたものですから、我々としては契約を結

んでいたつもりであったのですけれども、それが基本的に不成立に終わっ

たということで、改めて別の大学組織と交渉を始めています。基本的には

組織対組織でやらないと、安定的な人員確保は難しいだろうというふうな

ことで、そのことを踏まえて今交渉をやっていまして、確定的なことではな

いのではっきりとここでは言えないのですが、感触としては悪くない方向が

作られてきているかなと思っています。したがって、その活動に応じて、20

床強で動かしていきますので、人数はどれぐらい必要かということと、それ

から派遣してくる医師の数とともに、院内の協力体制をどういうふうにもっ

ていけるか、これはその施設とのやりとりである程度決まっていくものだろ

うというふうに考えておりますので、そこは綿密に検討していきたいという

ふうに考えています。相手方からは、院内でうまく既存の科の医師とやり

取りができればそれが一番なのです、という条件だけですので、この条件

に関しましては決して難しいことではなく、姿勢の問題ですし、今までも協

力的にやってきた体質を持っている施設ですので、それを信じてそういっ

た体制をとっていきたい、応じて人数は増やしていけるようにしていきたい
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水谷委員長 

細田委員 

小山副院長 

細田委員 

小山副院長 

水谷委員長 

落合委員 

水谷委員長 

波田野財務課長

落合委員 

窪地院長 

というふうに思っております。 

よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。 

細田先生。 

細かい質問で申し訳ないのですが、９ページの EMIS 入力訓練をやった

というなんですが、EMIS は確か腎センター、埼玉県の腎臓のグループは

今既に EMIS をそろえるということになっていますよね。この EMIS の入力

訓練というのは、埼玉県の郡市医師会の方で EMIS をそろえるという話が

あったのですけれども、それに則ってやっているということなのでしょうか。

副院長の小山ですけれども、これは埼玉県の備えているEMISシステム

で前からやっているもので、新たに郡市医師会の備えたというものとは違

うというふうに思ってください。 

そうしますと腎臓の方のですか。 

腎臓の方ではないです。災害医療全体としての EMIS の訓練に参加し

たということです。 

他によろしいでしょうか。 

先ほどのご指摘と同じなのですけど、そういった観点から見た時には、

立体駐車場がｃとなっているのですが、これはそういうふうに評価しなけれ

ばいけないのですか。評価を拝見していて、立体駐車場ができていなくて

も今日の病院の機能には関係がないわけで、実際に工事ができて病院

が完成するまでにできていればいい話なのだろうと、そういうことにｃをつ

けて平均が５．９でＢとなるのは、評価としてはあまりにも自虐的なんじゃ

ないかと。来年度の計画として予算もついているということであるならば、

自治体病院で市の予算もあるということで出来上がるということならば、来

年もしできなければそこでｃをつければよいと思うのですが、どうでしょう

か。 

それについて病院の方でコメントいただけますか。 

ｃとなっておりますのは、基準によりますと目標を下回っておりまして、

80％未満の達成率ということで、そこまで達していなかったということでｃに

させていただきました。 

そこは理解できる、評価の方向はそうですけれども、オールオアナッシ

ングなのですよね。80％とか、５階建てのものが４階までできて、それで

80％は稼働しているけど屋上はまだ使えてないのでｃというつけ方ではな

いのだから。 

先生のおっしゃられるとおりで、基本的にこの項目は経営評価委員会

の項目として意味あるものであるかどうか、ということのご指摘だと思いま

す。伊関先生も同じような意味合いだと思いますし、それに関しましては

確かにこの中に項目が入っているとこちらも認識しているのですけれど、

これは初めての中期経営計画を立てたということで、その場合に項目立て

をしますと、市の体制としてはこれをずっと評価に残していくわけです。だ
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落合委員 

水谷委員長 

伊関委員 

大沢庶務課長 

伊関委員 

星野委員 

から今この評価をする意味があるのか、それは結果に基づいて評価をす

れば良いじゃないかというのは、確かにその通りで私の方もそういう考え

で見直しや、今回、次期の中期経営計画を立てるにあたって、議論が進

んできているのですけれども、その中で、今ご指摘いただいているところ

は反省点だということで、話題には上げています。したがって今言われる

経営の指標となる、それから本当に生きていくための大切な項目を逃さな

いで検討していくというのが今後の方向で、今回にあたってはそういう意

味合いとご理解いただいて、評価をしたということでお願いいたします。 

わかりました。だから評価委員会としては敢えてこれをｃにする必要は

ないので、もうちょっと別の考えで我々が修正してよろしいのかと。 

それは委員の皆様がｃじゃなくてｂでいいだろうとことであれば、よろしい

のではないでしょうか。 

今の立駐ができるかできないかで重要な問題となるのが、渋滞がまだ

すごいのですよね。どうなのですか、最近はいわゆる外来・入院患者さん

の渋滞がひどいということは昨年聞いていて、その対策ができているかど

うかはとても重要なのですよ、経営にとって、病院にとって。その辺はどん

な対策ができているのですか。抜本的な対策として立体駐車場をできるだ

け早く作ることは大変意義があるのですけれども、そのあたりの状況はど

んな感じなのでしょうか。 

昨年、工事がいよいよ本格化してどうするかというところで、南側に隣

地を借り上げて80台整備をして、それから、現在の駐車場のところも一部

時計台を壊したりして駐車場を整備して、現在約 340 台ほど停められます

ので、工事が始まる前よりも確保ができている状況でして、今はまったく渋

滞は起きていない状況ですね。ただ、また秋から工事が本格化しますと、

従前に近い規模になるかなあというところで、現在対策を考えているとこ

ろでございます。 

よろしいですか。 

わたしも一応地元なので、議員さんあたりから渋滞がすごいなんていう

報告を見るわけですよ。それに対しての対応ができているというのは非常

に良いと思いますし、工事の本格化に向けて、工事が本格化するときに

車の台数が減りますので、さらなる渋滞対策のための対応を前倒しでや

っていただくということが非常に期待すると。これはａとかｂという話ではな

くて、目下の病院の課題を深く分析して早めに対応していくというのが本

来の評価の在り方だと思っているので深堀りさせていただいたのですけ

れども。 

すいません。 

工事渋滞について話が出ましたので、地域としてこれまで取り組んでき

た活動についてお話をさせていただきたいと思います。市立病院の建替

えと周辺の環境整備ということで、去年の暮に地域を代表いたしまして市
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水谷委員長 

田中病院施設整備室長 

水谷委員長 

冨田委員 

水谷委員長 

波田野財務課長

長の方に要望書を提出させて頂きました。内容的には今委員の方からお

話がありましたように、平日９時から 11 時頃にかけまして来院する車やバ

スが北宿通りで最大２km ほどの大渋滞を引き起こして近隣住民の生活に

悪影響を与えているということで陳情させていただきました。その結果、12

月の議会等でも取り上げていただきまして、また多くの皆様のご協力によ

りまして、今お話がありましたように渋滞は大変解決をする方向に進んで

いるというのが現在でございます。 

以上、報告をさせていただきます。よろしくお願いします。 

渋滞が緩和されつつあるということで。北浦和からずっと向かってきて

市立病院のところに信号があるわけですけれども、右折レーンを作るとか

って話を聞いたことがあるのですが。まだなっていないのでしょうか、その

辺は計画はあるのでしょうか。 

右折レーンにつきましては、やはり議会でも出ていまして、私たちの所

管ではないのですが、道路ですので建設局の方で今年度予算がついて

設計をしている段階です。早ければ今年度中にできるという話なのです

が、やはり工事の関係もありますので若干ずれる可能性もありますが、今

それに向けて着手している状況でございます。 

そういうことも予定されていればもっと良くはなるのであろうと思います

が、他に何かございますでしょうか。どうぞ。 

伊関委員と少し近いのかもしれないのですが、施設の項目が 11あるの

ですけれども、どの辺が重点なのか、ちょっと見ていまして、やっぱり順番

をつけて欲しいなというのがありました。今年から工事にかかるということ

で初っ端から施設整備の話をされているので、やっぱり一番急ぐべき重点

はここですとか、災害拠点病院とか、いろいろDMATとかありますけれど、

どこから一番実施したいのですかということぐらいはこの中から選べるん

ではないかと思うのです。そんなに急がなくていいことと、今年是非やらな

ければならない重点とは違うような気がしましたので、すべて等しいという

わけではなくて、今年度の重点はなんですか、中期経営計画の目標の中

ではこれですけれども、今期の重点はどれですかという説明も欲しいの

で、こちらとしてはＡとかＣとかつけにくい、今年はどれなのですかという重

点ポイントを出していただければと思います。 

ごもっともな発言だと思うのですけれども、病院サイドとしてどこを一番

重要と考えておられるのか、お伺いできたらよろしいかなと思うのですけ

れどもいかがでしょうか。その辺の評価が高ければ良いでしょうし、その辺

の評価が低ければもう少し頑張らなければいけないなということになるか

と思うのですが、いかがですか。 

こちらの項目につきましては、中期経営計画を策定したときのものとな

っておりますので、どれが重要でどれがそれより低いとかといったことはご

ざいませんので、見方によってはこちらの方が重要度が高いといったもの
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伊関委員 

窪地院長 

水谷委員長 

もあるかとは思うのですけれども、今回の評価につきましては一律に評価

ということでお願いしたいと思います。 

経営って、順序立てないと駄目なのですよ。私も研究者になる前に行政

評価の研究から入ったのですね。で、次は病院経営をやっているのです

けど、要はお役所の評価なのですよ。この中でいけば一番は設計で、恐ら

く不落にならないようにいかにスムーズに予定の範囲内で手を挙げてくれ

る建設会社が出るか出ないかが一番のここの病院の命運を占めると思い

ます。これでもしもたとえば 300 億で指名競争入札になるはずなのですけ

れども、それで不落になれば30億から 50億上がるわけですよ。例えばい

わきの共立病院なんて上がっているわけですよ。それをしないためにも、

できるだけコンパクトな実施詳細をしてできるだけシンプルな設計にすると

いうのが、一番手を挙げてもらうために必要なことなのですよ。そういった

メリハリをつけたところが入札の意識であり、エネルギーセンターもできて

いるのですよね。あと立体駐車場は渋滞対策でできるだけ早くやらなけれ

ばならないと。先ほどの救命救急センターへの準備というのは、まさに人

員体制の確保も含めて重要な課題であるとか。 

病院として最重点としてやるべきことはこれとこれというものを意識して

いかないと病院経営はできないと思うので、一律横並びでやっていますと

いうのだと本当に経営していますかという話にならざるを得ない。厳しいこ

とを言って申し訳ないですけれど、それをやっていって初めて病院経営だ

と思いますので、メリハリをつけていくということが経営というふうに私は考

えますので、そこの優先順位は考えることが必要だと思います。 

このままメリハリのないままで終わると経営に関わることですので、私

から補わせていただきます。 

今のことは正しくそうだと思います。ここの項目で優先順位を付けます

と、施設整備の推進というところで今は新病院の建設は優先度が高いと

思います。それから、急性期病院及び地域がん診療連携拠点病院として

の機能強化と充実も整備をしていくということにおいては大切であり、オの

新病院開院に向けた医療機能の充実・強化は、現在は人をこちらに派遣

してもらう働きかけもしていますし、医療機器の購入をどうするかという検

討も始めていることですので、これは非常にここに密着したことだと思いま

す。救命救急センターをどういう形でつくりあげるかということも、今考えて

いかなければいけない大切な時期ですので、今挙げた点は今のここの施

設においての医療機能・施設面の充実という項目のなかでは重要度が高

いと思っていますし、その点についてのご評価をいただければと思いま

す。 

ごもっともなご意見だと思います。 

その辺を中心に考えたうえで全体の評価を考えていきたいと思います

けれど、ご意見はよろしいでしょうか。事務局の方はＢ評価ということです
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伊関委員 

波田野財務課長

水谷委員長 

波田野課長 

水谷委員長 

伊関委員 

藤原保健福祉局長

窪地院長 

が、今の重点的なものを見ていくとどうでしょうか。 

これは３回あるうちで今日でＡＢＣを決めるのでしたか。 

次回は何をやるのでしたか。 

今日ご意見いただきましたものを第２回でご提示したいと思います。 

今日で評価を一度出して、その後で次回の時によほどのことがあれば

もう一度そこで検討しても悪くはないと思いますけれど、今日はまずＡＢＣ

をつけていただいてということのようです。あと２回予定されていますが、

その中で次期の計画についても検討することになるのですよね。 

第２回の時に次期中期経営計画案を提示したいと思います。 

ということもありますので、今日である程度のものは評価していただける

とありがたいです。 

では、評価項目の 10 ページなのですけれど、これは毎年言っているの

ですが、事務職員について病院建築と同時に生き残りのためにはやはり

地方公営企業の全部適用を導入するとか、増員を図ってスピード感のあ

るような経営をしていかないと生き残れない。今の自治体病院の流れとい

うのは、全適よりも地方独法にして動きを早くして人の採用を自由にして

生き残るという流れになってきていますので、ここは一部適用で事務職員

が全然増えませんと言うのでは、これはここ２、３年言っているので完全に

ｃに値するというかｄでもいいくらいだと正直思っています。ここは完全なお

役所病院なのです。今日は局長さんが来られていますけれど、お役所体

質が非常に強くて、現場の方々は一生懸命やっているし全国的にも経営

はいい病院なのですけれども、医療レベルは正直もう一皮、二皮むけられ

るチャンスがあるところだけれども、その能力をアップするためには事務

職員のパワーアップが必要で、それが必要ですとは毎年ここ４、５年言っ

ていますけれど全然増えません、ということを指摘させて下さい。 

ご指摘ありがとうございます。 

おそらく今までのご指摘も、窪地院長にしてみますと忸怩たる思いで聞

いていると私も痛感するところでございます。 

経営形態につきましてはおっしゃるとおりで検討が進んでいないのが事

実でございまして、これについてはタイミングですとか、早急に動きを進め

てまいりたいと検討を改めて行っていきたいと思いますので、もうしばらく

お待ちいただいたうえでご指摘などをいただきたいと思います。 

今局長が話をされたとおりです。これは正直な話、私も外で会議に出る

ことが多くなっていますので、流れというものは全然違うのだということを

毎回口酸っぱく話をしております。伊関先生のご指摘のとおり、なかでも

毎回繰り返していますけれど、ひとつの特色が出てしまっているものを打

破しなければいけないという医療人としての気持ちも持っています。そこ

はこういう表現をさせていただくということで検討が進むものと思っていま

す。よろしくお願いいたします。 
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水谷委員長 

落合委員 

田中病院施設整備室長 

落合委員 

窪地院長 

落合委員 

大沢庶務課長 

落合委員 

窪地院長 

他にはよろしいでしょうか。 

非常に評価が難しいのは、新しい建物をつくるということと現行の医療

の中身がどうかということが両方あるものだから話が難しいのですよね。 

救命救急をやられるとか災害拠点病院というのは新しい設計図の中に

含まれているのですか。つまり災害医療をやるとなれば１階のロビーは災

害用にどうするかなど。 

それにつきましては、基本設計、実施設計を含めて設計図に織り込ん

でおります。 

それは窪地先生以下これでいいだろうということで出来ているのですよ

ね。救命救急に関しても、スタッフが決まっていなくて場所だけ決まってい

るのかどうか分からないのですけれど、設備や入口はこれでいいのかと

いうことはプロの意見というか来られる先生たちのグループに意見を聞か

なくてもいいのかということは不安なのですが。 

この設計に関しましては、私も責任を持って関与させていただいており

ます。確かにその時点の救急医と合わせて一緒に検討したという経緯は

あります。ただ、新しく迎えるチームがどう考えるかは設計図はもう渡して

あります。それでもっての指摘はありません。ただ、準備をやらなければ

いけない時期に入っていますので、少し早くこちらに入ってもらうということ

ができないか交渉をしているところです。救急に関しては変わるということ

は想定していませんでしたので、これはハプニングだと思っていますし、今

から要望を聞いてということは、正直な話、不可能に近いだろうということ

もありますので、救急医を含めて、他の医師と看護師にも提示したうえで

流れを確認していますので大きな変更の指摘は無いものと考えたいで

す。 

備蓄の話が出ているのですけれど、物を置く場所というのは設計図の

中で決まっているのですよね。いざとなった時にてっぺんに置くのか地下

に置くのかなど、いろいろなことでずいぶんと違うので、そういうシミュレー

ションもやっておられるのですか。 

倉庫につきましては、今年度に完成しましたエネルギーセンターに倉庫

ができておりますので、そちらを倉庫にしていくということになっておりま

す。 

何日分の食糧と書いてあるものも新病院では予定がついているという

ことですか。 

倉庫に関しましては、今話しているエネルギー棟にスペースを取ってい

ますし、もうひとつ倉庫となるところは北宿通りから２階に上がるスロープ

なのですが、その下に倉庫的な部屋が設けられております。基本的に今

はエネルギー棟に災害備蓄用の物を置いて、感染対策もこちらに置いて

いますので、備蓄関係に関しましては今はエネルギー棟に集約していると

いう運用が第一かなと考えています。 



16 

細田委員 

藤原保健福祉局長

細田委員 

伊関委員 

あと、機能的なことを考えればスロープの下にできる倉庫的なスペース

を使った方が効率的かどうかを検討するということなのだと思います。 

伊関委員のご意見のとおり、あり方検討委員会がありましたよね。あの

時に地方公営企業法の全適が一番いいという話で、前回の時に私もそれ

を質問したら建築があるから、その間はそのための人を増やして全適は

その後に考えるというふうにお答えがあったような気がするのです。 

これを見ますとグランドオープンは平成34年ですよね。それまでは全適

という話は出ないのですか。 

確かに前回の議事録を見ますと、施設整備が終わった後、様子を見た

うえで全適に変えるという答弁をしていたと思うのですけれど、その考え方

につきましては、改めて検討しなおさせていただきたいと思っております。

考え方としては、新病院ができる前に全適にして開院に備えるという方法

と、病院の新築と同時に全適にするという方法、それから従来の答弁にあ

りましたとおり施設整備後に全適にするという３つの方法があると思って

います。ただ、準備のために人的な配置ですとかを考えますと、おそらく２

年くらいの準備は全適のためには必要かなと考えておりますので、その時

間を考えたうえで検討したいと思っております。 

要するにタイムバウンデッドだと思うのです。時間が必ず必要なので、

せっかくあり方検討委員会でそういう意見が出たにも関わらず、どうなる

か分からないというとあの委員会が無駄だったような気がするものですか

ら。 

議事録を止めておいていいですけれど、私は全国あちらこちらに行って

いますけど、ここほど動きが鈍いところはないです。はっきり言って全適な

んか半年もあればできてしまいますよ。私は埼玉県の元職員で、その時

に全適をやりました。一番最初でしたけど、いろいろな反対がある可能性

があっても１年で十分にできました。今だったらあちこちで全適をやってい

ますので、他をまねれば半年で問題なくできます。おそらく１人か２人付け

れば十分です。１人付ければ大体できます。その１人をけちっている感じ

もあるし、そもそも決めている人たちが病院経営を勉強していないと思う

のです。 

私は市政という雑誌を全国市長会で隔月で連載を書いていますけれ

ど、やはり病院経営がどういうふうに動いていて、新しい公立病院の改革

ガイドラインでも公立病院の見直しはやりなさいということが言われてい

る。それは前のガイドラインでも言われていて、今回も言われている。それ

に対してやりませんと言って、外部環境は順天堂がやってくる、赤十字は

新しく建物をたてる、そういう中で 600 床を建てたけれどいざオープンする

とガラガラという可能性もあるのですよ。あちこちで 600 床を建てて病床利

用率が６割、７割で、10 億、20 億というキャッシュレベルの損失が出る病

院はいっぱいあるのです。逆にここを病床利用率 85％埋めないとその損
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藤原保健福祉局長

伊関委員 

水谷委員長 

伊関委員 

水谷委員長 

失部分が本当に出る。今までは安かろう悪かろうでぼろぼろの建物だから

何とか黒字になっていたのです。あえて厳しいことを言いますけれど、私

は全国を見ているから。新しくするって１床いくらで建てる話ですか。私に

言わせれば、清水市長も含めてさいたま市の幹部職員は危機感がない。

300億起債すれば１．５倍借金を返さなければならないのです。300億なら

400億返さなければならないのです。それを年で分割すると10億、20億の

世界なのです。あちこちでみんな苦しんでいます。そのために病床を埋め

るための努力を人事の裁量も含めてやらないと、藤原局長は定年でいな

くなってしまうかもしれないけれど若い人たちが借金を返さなければならな

いから、本気になってもらいたいということを幹部職員の方に伝えていた

だきたい。清水市長にも伝えてもらいたいです。必要なら私も面会に行き

ますよ、という話です。 

私も４月に異動してまいりまして、窪地院長の気持ちも重々承知したと

ころでございます。ですので、今２年というふうにお話ししましたけれど、さ

まざまな政治的な背景もありますのでそれも踏まえて、確かに今年度に私

は定年退職してしまうのですけれど次の局長に引き継げるよう、しっかりと

した動きを再度始めたいと思っておりますので、その旨ご理解をいただけ

ればと考えております。 

最後に、私はそこの裏側に住んでいるから逃げられないのですよ。逆

に自分の両親もいて義理の母親もいるのです。命のかかっている病院だ

から他の病院とは格が違うのです。他の時はにこにこしながらしょうがな

いですねというだけなのですけれど、ここだけは本気で言わざるを得ない

のです。いろいろな関わった人たちの命を預かっている病院なので、だか

らこそちゃんとした経営をしてもらいたいと正直思っています。 

ありがとうございました。 

一番大事なところだったので時間を取ってしまいましたけれど、評価とし

てはどうでしょうか。事務局から提出された案としてはＢ評価ということで

すが。 

Ｂでも構わないと思いますし現場の方々は一生懸命やられているの

で。 

救命救急センターだけは是非方向性をつけていただきたいと、それはＡ

とかＢとかＣとかじゃなくて、この病院も命運として是非。場合によっては

寄付口座を作るとか普通の病院であればそういう提案をします。これは最

優先で是非やっていただきたくて、結果としてはＢでもいいのかなとは思

いますけれど。 

他の委員の先生方はＢでもよろしいでしょうか。 

やはり議論されるところに気になるところがありますので、Ｂでいいのか

なと思いますけれど。それでよろしいでしょうか。 

それではＢ評価とさせていただきます。 



18 

波田野財務課長

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」について、説明いたしま

す。 

資料の 12 ページをご覧ください。 

「患者アンケート調査の反映」ですが、「満足度（入院）」につきまして

は、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、医師や看護師からの「わかりやすい説明」や「プライバシーへの配慮」

といった職員の接遇等の個別項目については目標値を上回りましたが、

食事、療養環境及び売店等については、「ふつう」以下の回答が多くなり、

総合的には目標値を下回ったため、ｂ評価としております。  

今後は、「ふつう」以下の回答が多かった、食事、療養環境等の改善に

向けた取組を行ってまいります。 

資料 13 ページをご覧ください。 

「満足度（外来）」につきましては、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、患者満足度が平成26年度よりも増加し、平成

27 年度の目標を達成したため、ａ評価としております。 

今後も、アンケート結果により満足度が低かった「診察状況の案内」に

ついては、外来における混雑時の診察状況等のアナウンスの改善を行

い、「トイレの環境」については、院内清掃業者への指示の徹底などを引

き続き行ってまいります。 

資料 14 ページをご覧ください。 

「市民公開講座の実施」ですが、「開催目標回数」につきましては、子ど

もに関する講座から高齢者向けの講座まで様々なテーマで年間２１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以外の会

場も活用するなど広範囲からの集客に努め、延参加者数が平成２６年度

から 161 名増加の 2,151 名となったため、ａ評価としております。 

資料 15 ページをご覧ください。 

「ホームページリニューアルによる病院情報の充実」につきましては、新

たに眼科の紹介ページを作成するとともに、職種ごとの職員募集や市民

公開講座に関するコンテンツの充実化を図り、月平均のアクセス件数が

平成 26 年度から約４千件増加したため、ａ評価としております。 

資料 16 ページをご覧ください。 

「がんサロンの運営支援」につきましては、がんサロンを年 12 回開催

し、参加者数は１回あたり平均５．５名で、平成 26年度より増加いたしまし

たが、患者さんの病状の変化等により、継続的に参加して運営の中心と

なる方がおらず、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、大項目②「患者サービスの向上」につきまして、病院評価では、
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水谷委員長 

伊関委員 

水谷委員長 

落合委員 

水谷委員長 

冨田委員 

ａ評価が３つ、ｂ評価が２つで、病院評価平均値が５．８となることから、平

均値による評価はＢとしております。 

大項目②「患者サービスの向上」についての説明は以上です。 

ありがとうございました。 

平均値による評価はＢということですが、委員の方からご意見あります

か。 

ＡとかＢとかはどうでもいいのですけど、14 ページの市民公開講座をい

ろいろなところでやるようになったのは非常にいいと思います。これは、住

民の皆さんへの利便性向上とともに、病院を知ってもらうという集客の意

味もあるので。さいたま市立病院は浦和だけの病院ではないので、地元

の医師会の協力も得つつ、大宮区、北区、岩槻区など、600 床に向けて診

療圏を増やしていくような戦略的な市民公開講座の開催も必要なのかな

という感じがしています。南区から浦和区、緑区、北区、岩槻区あたり、民

間病院であれば上尾市まで手を伸ばすところだと思います。ただ、そこま

ではいきなりいけないと思いますので、大宮区や北区、岩槻区あたりにさ

いたま市立病院のアピールをするようなことが必要なのかなと思います。 

他にございますか。 

ホームページをここに来る前に見させてもらってきたのですが、ホーム

ページの委員会のようなものはあるのですか。例えば、毎年３月末にデー

タを集計して更新しようといったことを、いろいろな部署が統一してやって

いるのでしょうか。各科のページを見ると、2011年のデータで止まっている

科もあったり、文章が３行から５行の科もあれば、非常に内容の充実して

いる科もあったり、ずいぶんとばらつきがあるように見えたので、各科を一

律にはできないとしても、今頃になれば 2015 年のデータが入っているとい

う形になっているべきだと思うのですが。 

貴重なご意見だと思いますので、そのようにお願いいたします。 

他にございますか。 

もう一度、重点ポイントは何ですかとお聞きしたいのですが。 

それと、外に向けてのことは次の病診連携のところで話そうと思います

が、ここは患者サービスと書いてあるので、入院や外来に来る市民ととも

に、入院や外来に来ない市民からの意見を聞いてもいいのではないかと

思います。私も以前に他の市で、市民から見てこの病院がどう見えるのか

と聞いたことがあります。患者さんとして来る方はいいのですが、患者さん

として来ない方は何故来ないのかということも含めて、この病院のあり方

を決めるためには、いろいろな意味で情報収集されるのがいいのではな

いかと思います。 

患者サービスのなかのアンケートについて、アンケートの結果、次はど

の様にしたいのかというアウトカムの設定をすることによって、どのポイン

トを今回の中から直そうといったことが資料からは分かりにくいので、アン
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水谷委員長 

波田野財務課長

ケートから実際に行動を起こすような組織があるのか分かりませんが、結

果を重視する方向に持って行った方がいいのではないかと思います。 

患者サービスの向上のなかの重点ポイントと言いますと、患者さんの満

足度ということが最大のポイントだと思います。これにつきましては、全国

自治体病院協議会においても、どの様に満足度を得ているかということを

公表するような項目になっていますし、他の臨床資料というのも必ず入っ

てきます。我々の施設においてもこれを指標にしないといけません。これ

はいろいろな項目をアンケートで聞いていますが、構造的なことを聞いた

うえで満足度がどうですかという形になっていますので、そうすると決して

高い満足度は貰えないのです。なので、臨床に関してどうだったかという

ことをしっかりと評価できるような調査の仕方をしなければいけない。そし

て、他に影響があって引っ張られないような形で答えが聞ければいいの

かなと思います。実は、現在、全国自治体病院には非常に悪い数字のも

のを報告しているのですが、これをそのままにしていていいはずがないの

で、どういう原因なのかということを調べて、院内で対応している人たちへ

のアピールはやっているので、こういった意識を持ちつつ活動していると

いうことはご理解いただきたいと思います。 

事務局からの評価はＢとなっていますが、Ｂ評価でよろしいでしょうか。 

それでは、Ｂ評価といたします。 

次に、病診連携の強化に移りたいと思います。事務局から説明をお願

いいたします。 

それでは、大項目③「病診連携の強化」について、説明いたします。 

資料 17 ページをご覧ください。 

まず、「産科セミオープンシステムの導入」につきましては、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 ページをご覧ください。 

「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、啓発活動を実施す

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

は、平成 26 年度から 65 件増の 177 件となったため、ａ評価としておりま

す。 

資料 19 ページをご覧ください。 

「地域医療支援病院の承認」につきましては、紹介率・逆紹介率を向上

させるため、市民公開講座や医師会の会合等を通してアピールを行うとと

もに、市内の地域医療支援病院の承認を受けている医療機関に、当院で

要件を満たしていない項目について確認を行いましたが、紹介率・逆紹介
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率について承認基準を達成することができなかったため、c評価としており

ます。 

資料 20 ページをご覧ください。 

「（仮称）地域医療支援センターの設置」につきましては、地域包括ケア

システムにおける当院の役割の検討や（仮称）地域医療支援センターの

設置に向けた体制強化、人材育成に取り組むとともに、患者さんの在宅

介護支援として 11 月から毎月１回「出張介護相談会」を開催し、着実に取

組を進めたため、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、ａ

評価が３つ、ｃ評価が１つで、病院評価平均値が５．５となることから、平均

値による評価はＢとしております。 

大項目③「病診連携の強化」についての説明は以上です。 

ありがとうございました。 

事務局評価ではａが３つ、ｃが１つでＢ評価ということですが、委員の方

のご意見はいかがでしょうか。 

これもＡでもＢでもいいのですけれど、産科セミオープンシステムについ

て確認しておきたいのですが、今はさいたま市立病院の産科医の先生は

何人くらいいるのですか。妊婦さんに比べて産科医の先生の数が少なくて

いっぱいいっぱいなので、市内の開業医の先生に協力してもらって、開業

医さんが分娩をするまでの体制を構築して、その件数が増えたという解釈

しているのですが。 

それと、協力してくれるクリニックは何軒なのかというあたりが分からな

いので、現状について教えていただければと思うのですが。 

医師の人数についてですが、今現在ですが、後期研修医を含めて 11

名になります。 

連携している産婦人科施設はどれくらいですか。 

詳細な数字については調べさせていただきたいと思います。 

領域としましては、最初は市立病院の近辺、浦和医師会の先生方が中

心でしたが、今は大宮や与野などにも広がっているということでこの件数

が増えてきていると理解していますので、その点で広がりができていると

いうことは間違いないと思っております。 

細田先生どうぞ。 

当院は小児科が外来しかやっていないために、産科の常勤医がいても

産婦人科をやっていないという状況なのです。ですから、この辺での大き

なターミナルとなる病院は市立病院しかないということになるので、是非、

やっていっていただけたらと思うのです。ただ、産科医については、この

間、東大の婦人科の教授の方が言っていましたが、年間で産婦人科の学

会に入るのは 350 名くらいだが、本当は 500 名くらい欲しいのだと。だか

ら、新しい専門医での定数管理は反対なのだと言っていましたが、産科の
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問題は日本全体の問題ということもあるのではないかと思いますが、その

中で、さいたま市に関しては市立病院しかありませんので、是非よろしくお

願したいと思います。 

先生が言われるとおりだと思います。我々も長く周産期に関して活動を

行ってまいりましたので、これが使命だと思っております。ただ、正常分娩

について、あまり多くなりますとそこで疲弊するという形にもなってしまいま

すので、開業されている先生方とどういう風にその辺を持ち合うか。このセ

ミオープンシステムは、日頃のケアをしなくていいということで我々の施設

にとっても産科医にとっても非常に助かっているシステムであるという風に

理解しています。 

もうひとつは、ハイリスクを我々は管理しなければいけない。これは非

常に大きな我々の使命にもなっているということで、そこのバランスをいろ

いろと見させていただきつつ、言われている要望に対しても応えていける

ように、相談しつつやっていきたいと思っています。 

地域包括ケアシステムなのですが、先生のところは介護の方はやって

いないですよね。これは、さいたま市の方に申し上げたいのですけれど、

当院は市の委託で地域包括支援センターを持っていますし、今年の１０月

からは、認知症初期集中支援というものもやります。やりますけれど、これ

については補助金が出ません。地域包括支援センターに関しては、つい

に昨年度は当院は赤字になりました。これから高齢化がどんどん進む埼

玉県やさいたま市において、やはりある程度は行政から支援がなければ

やっていけませんし、そこまで考えていただければと。今日の内容からは

外れますけれど、是非、これについては市の方にお願いしたいと思ってお

ります。 

藤原局長どうぞ。 

ご意見については、しっかりと賜りたいと思っております。 

さいたま市は、他の政令市と比べますと、地域包括ケアシステムの発

信を遅らせております。これは、他の状況をよく見極めてメリット、デメリッ

トを確認したうえで進行していこうという考えのもとで、このような計画を行

ったということを聞いておりますので、そういったところも踏まえて今年度

は１年間しっかりと研究していきたいと思いますので、先生方にはご報告

できるときにお話しさせていただければと思います。 

別に利益を出したいということは思っていないのです。ただ、損を出すと

病院の経営には響きますので、市立病院でしたら市から補助が出ます

が、我々は国から運営交付金は一切出ておりません。その中で、この地

域包括を支えなければいけないとなったら大変なことなので、是非、市の

方にもその辺を考えていただきたい。 

冨田委員どうぞ。 

病診連携の強化の後半の地域医療支援病院と地域医療支援センター
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が気になったのですが。 

前回にここに伺った時に、地域連携室の人はどれくらいいるのですかと

お聞きした時に、医師会から職員が派遣されているだけで事務職員はい

ないと言われて非常に驚いたのです。今はどこに行きましても、経営戦略

の柱として地域連携室を充実させていますし、退院支援看護師だけじゃな

く、平たく言うと営業に回るような事務の職員がかなりいまして、地域の開

業医さんを回ったり、後方の病院を回ったりしないとやっていけない時代

になってきました。先ほど、伊関委員から競争相手がたくさん出てくるとい

う話もありましたけれど、そのためにも、abc の評価や当院で要件を満たし

ていない項目について確認したではなくて、次にどうやって動くかという戦

略を立てなければいけませんし、支援センターの設置についても、何の為

に設置してどうするということが私にはピンと来ないのですけれど、医師会

があるから安心してしまうのではなくて、もう少し攻めの姿勢に出ないと急

性期病院だけでは厳しい時代になってきています。地域包括ケアも一緒

にやらなければ経営していけない病院が増えてきましたので、それに甘え

ていないで、地域の開業医さんからのニーズを聞き、何をするかという経

営戦略として地域連携、協力という姿勢が見られないのが残念なのです

が、これについて今後の予測や方向性がありましたら聞かせていただけ

ませんか。 

窪地先生どうぞ。 

ご指摘の点ですが、病診連携室は医事課職員も関与してくれてはいま

すが、医事課長も率先して地域の開業医あるいは病院に話を聞きに行っ

ています。ただ、定期的な意味でルーチンワークのような形では行ってい

ませんので、ご指摘のように病診連携室にはいろいろな形で職員を配置

しなければいけないと思います。医師会の職員の方については、ある程

度の歴史がありますので、浦和医師会とは浦和市立病院の時から始まっ

ていますし、その頃からのやりとりで職員の方を派遣していただいており

ますし、窓口として効率よく運営させていただいている。今、この病院の領

域からいきますと、浦和区と緑区からは多くの患者さんが来ていて、紹介

も受けている。８割、９割はここからの紹介になっているということなので、

我々としても機能的に病診連携室を設置できているのではないかと思っ

ています。ただ、他の３医師会との連携をこれからは徐々に強めていかな

ければいけませんので、水谷会長を含めて話をしつつ、大宮医師会など

の要望にも応えられるような形をつくっているところだということをご理解

いただきたいと思います。職員や状況によっては我々も出かけて行って、

回らなければいけないということは耳にしていますので、必要に応じて努

力していかなければいけないということは理解しております。 

連携を盛んにしている病院は、先ほどの市民公開講座ではないです

が、こういった形で地域と一緒になってやっているのですけれど、浦和と
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の歴史はもちろん大事にしつつも、病床を拡大するので患者さんを増やし

ていかなければいけないし、お客様は患者さんだけではないので、クリニ

ックや介護施設などいろいろなところにありますので、１、２名の職員では

足りないと私は思っていますし、皆さんが出ていく必要があると思います

ので、今後どうしたいということが重点だと私は思うのですが。３医師会か

らそれぞれ職員を派遣してもらうなど、もう少し積極的なところが欲しかっ

たです。 

そこの働きかけは設立の時にされていて、ただ、いろいろな状況からそ

れに応えていただけなかったということがあったようです。それがどういっ

た状況であったかは、私はその時におりませんでしたので分かりません

が、そのように聞いています。だからと言って、連携は今も窓口になるよう

につくってきていますし、働き具合から見ると、以前よりも充実してきてい

るのだと思います。丁寧に対応していくということから見れば人員が足りな

いのは事実ですし、その点は理解していてもなかなか病院全体として増

員ならないという状況です。 

紹介率、逆紹介率が重視されているので、その辺はしっかりと出された

方がいいと思います。 

４医師会との推進委員会をやった時に、現在の状況、我々が狙ってい

るところというのを表現させていただいておりますので、そういった場を有

効に使って情報を発信していきたいと考えておりますし、実際に今の動き

を見ていますと、逆紹介も職員がかなりペースを上げてきてくれています。

60％の月が２ヶ月続いていますし、紹介率も徐々に上がってきているとい

う状況で、地域医療支援病院としての条件２のところの紹介率 65％、逆紹

介率 40％というなかで、逆紹介率は 40％を達成しておりますので、65％

に向けての検討を今はしています。それから条件３の場合は紹介率 50％

で逆紹介率が 70％。これについては、紹介率は 50％を超えていますの

で、逆紹介率 70％を維持するにはどうしたらいいかということを考えてい

ます。この２つのどちらを達成するのが早いかということで、並行して職員

に協力してもらうという形で進めています。 

評価がｃというのは目標が高すぎるのですか。 

紹介率、逆紹介率というのは１年間での平均の数値ということになりま

すので、以前はひどい数字でしたのでそれが足を引っ張る形になってい

て、逆紹介率 70％という数字を出そうとすると、80、90％という数字を続け

なければ 70％に達しないのです。そういったこともあって、条件２と条件３

を並行して考えていくことがいいのではないかと思っています。 

連携については、窪地先生がおっしゃったように浦和医師会といろいろ

な歴史があるのですけれど、今年になってから大宮医師会の方でもう少し

連携を強化したいということで我々の方にも相談に来ていますので、少し

ずつ進んでいるのではないかなと思っています。 
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伊関委員 藤原局長とはあまりお話しすることがないと思いますので、私は内閣府

の経済財政諮問会議の民間有識者会議というものがあるのですが、そこ

で公立病院の検討をしていて、４人の委員の１人として分析をして、間もな

く報告書が出るのですけれど、５年間で自治体病院で経営の良い病院と

いうのは、人をひたすら雇って人件費を増やして加算や支援病院の承認

を取って収益を上げたところなのです。役人が考えることはコストカットし

て収益を上げるという発想になりやすいのですけれど、そんなところはど

んどん先細って潰れていくだけなのです。人をひたすら雇うことが絶対に

大事なので。地域医療支援病院についても、市民病院なので紹介状なし

で来たいわけなのです。そこを開業医さんからの紹介をメインにするため

には調整する人が必要なのです。ここはとにかく人をけちってきた。あり方

委員会があって、看護師の定数を増やすことができて急激に収益改善し

て、それはあったのだけれど、それ以外のスタッフの増やし方が遅い。１

人けちることによって、何千万、何億という損が発生しているということは

是非頭に入れていただきたいと思います。局長は代わってしまうかもしれ

ないけれど、次の人にも言いますよ。結局、自治体病院というのはそうい

う話なのです。 

今度、総務省で新しく委員会が設置されて私は委員もやる予定なのだ

けれど、そこでも人を雇えということを言っているし、総務省も最近は人を

雇うということを言うようになってきたのです。先ほどの細田先生の話もそ

うですが、さいたま市は人材に金を使わな過ぎる。例えば地域包括支援

センターというのは、まさにこれから高齢社会がやってくる中で、ものすご

く重要な施設なのです。そこをかつかつなところで、研修体制も充実して

いないぎりぎりの状態でやっていて、これから 10 年で急激に高齢者が増

えていくのです。その時に対応できる体制ではないですよ。ここの市は医

療福祉人材に対してとにかくお金を使わない。市役所の体質なので、市立

病院にも端的に出ているし、市の行政全体にも出ている。あえて厳しいこ

とを言いますが、本当に高齢者が増えるわけですので。 

もうひとつ言えば、私は埼玉県の後期高齢者の広域連合の懇話会の

副座長もやっていますけれど、今の時点で埼玉県の後期高齢者の医療

費は 5,700 億円。2025 年は１兆円を超えます。このお金とマンパワーをど

うするかということを本気で行政職員が考えなければ対応できないのだけ

れど、あまりにも危機感がない。それを考えれば、病院を改築してそこの

スタッフを充実させる。そういうことを一歩一歩前倒しでやっていかないと

だめです。窪地先生は全国の情報が入ってきていて、こうしたいという気

持ちがあるのだけれど、役所の事務職員が旧態依然の昔からの成功体

験によっていて、がちがちの体制なので上手くいっていない。そこのギャッ

プがすごくあると思います。今日、私は一つも窪地先生を批判していない

のです。大変ですねというしかない。こういう時ですので思い切り言わせて
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落合委員 

窪地院長 

落合委員 

窪地院長 

貝吹医事課長 

冨田委員 

いただいています。 

今の伊関先生のお話をサポートするわけではないですが、亀田総合病

院に行くと外来、再来といった窓口があるのですが、真ん中にどんと抜け

ている部屋があって、そこが病診連携室になっています。その中で働いて

いる職員は 100 人くらいいます。病院に入って正面の一番メインになる場

所がそこになっています。それから、この間、九州の麻生飯塚病院も見て

きたのですが、そこは外来の受付の中に地域連携のブロックがあって、そ

こがほとんどメインになっています。 

ここの病院は今度は 600 床規模の病院になるわけですけど、先ほど言

われた病診連携室というのは規模感として何人くらいのものになるのか。

そして、それはこの設計図の中のどこに含まれるのか。これは真面目な

話として重要なのです。結局、退院する患者さんにどこの施設に行ってい

ただくとか、紹介があった時にはワンストップというかノンストップというか、

それをすべて受けられるのか。医師会や開業医などいろいろある中で全

てを捌くことができるのか。これはベテランがそろっていないと上手くいか

ない。 

１階入り口の右側の医事課の区画の下に相談室が５つ並んでいるので

す。カウンターがつくられていて、そこで受けて相談室で話をするという仕

組み。 

カウンターが５つ並んでいるのはいいと思いますが、その後ろには 30

人くらいは入る形になっているのですか。 

医療相談室と併せてそこに区画をつくってあるのですけれど。 

医事課長の貝吹と申します。 

地域連携室という形態で、先ほど冨田委員からお話がありました地域

医療支援センターの機能として、現在の医療相談、地域医療連携室、退

院支援の看護師、これらを含めて地域医療支援センターという機能で患

者さんをシームレスに動かすための組織ということで考えております。 

人員的には、今回、伊関委員からご指摘を受けていますけれど、退院

支援加算１を取ることができました。看護部にもかなりご協力をいただきま

して、退院支援加算１を取れたというのはすごいことだと思っております。

医療相談のスタッフと看護師で12名ほどおりますが、それにプラスで浦和

医師会さんの病診連携の機能を取り込む形で、地域医療連携室としての

規模を考えておりますので、今よりは良くなるかなと思います。ただ、ご指

摘のありました外へ打って出るという職員体制については、私自身もやっ

ておりますが、医事課長をやりながらではたかが知れてしまうという状況

です。そういった部分についても、院長と相談をさせていただきながらしっ

かりとやっていきたいと考えております。 

先ほど、全適の話が出ましたけれど、私はここに一番関連してくるのは

地域連携だと思っています。何故かと言いますと、病院でいられなくなって
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窪地院長 

藤原保健福祉局長

水谷委員長 

しまうのです。失礼かもしれませんが、今日、伺ってみると、上の方がずい

ぶんと入れ替わってしまっていまして、これからを考えて上の方が総入れ

替えで大丈夫かなと。地域連携というのは、地域と顔なじみにならなけれ

ばいけないのですから、しょっちゅう職員が替わってしまうのでは病院の

経営が心配なので、病院で採用して地域と仲良くできるような職員がたく

さんいないと、これからの病院は厳しいということは確かなので。局長さん

のような上の方は別として、現場の職員で地域のいろいろな病院と親しく

なるような医療職ではない職員、ケースワーカーなどを含めてたくさんい

る時代になってきて、今はＭＲのＯＢさんをたくさん雇っている病院もあり

ますので、どうやって外に出るかということは大きなことですので地域医療

支援センターは増やしていただいた方が。人を集めて、日赤や大学病院

に負けないようにしていかなければ厳しくなると思いますし、急性期病院

だけでなく地域包括もやっていかなければいけないとすると、一番大事な

部分はここだと思っていますので、他のことは差し置いてもここだけは厳し

めに言いたいと思います。 

言われるとおり、プロパー職員がいかに雇えるかという仕組みが必要な

のだということは重々認識しております。今はその点が非常に難しいとい

うことが現実です。 

院長には申し訳ないという思いです。 

私は、この病院の病診連携が始まった頃に医療相談員、ケースワーカ

ーとして配属されておりました。その時は、私ひとりだけだったのです。急

性期を終えた患者さんの行先の確保ということで、開業医の先生方への

お願いですとか、昔でいうところの老人病院さんの確保ということで、対外

的に外回りを相当しまして、県内のあちこちの病院を回って患者さんをお

願いするという作業をしてまいりました。そういうことから考えますと、全適

をして、そういった職員を確保していくということが非常に重要だということ

は、私も重々認識しております。 

そういったことも踏まえて、病院経営のなかで、円滑に病院が動くため

の人員の確保について、スピード感を持ってやる必要があるということを

今回の異動に際して感じたところでございます。その辺りについてはしっ

かりと引き継ぎながら１年間努力してまいりたいと思いますので、今回の

ご指摘は非常にありがたいことだと考えておりますので、今後ともよろしく

お願いいたします。 

それでは、よろしくお願いいたします。 

ということで議論は尽きないと思いますけれど、総合評価としては事務

局ではＢ評価ということですが、それでよろしいでしょうか。 

それでは、Ｂ評価とさせていただきます。 

続いて、業務改善に関する取組ですが、事務局より説明をお願いいた

します。 
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波田野財務課長 それでは、大項目④「業務改善に関する取組」について、説明いたしま

す。 

資料 21 ページをご覧ください。  

まず、「院内情報システムの更新」につきましては、新病院で支障がな

いように医療総合情報システムの現状確認、検討を行ったため、ａ評価と

しております。 

資料 22 ページをご覧ください。 

「ＳＰＤの導入」につきましては、ＳＰＤの導入に向け、仕様書の精査を

行うとともに、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。 

資料 23 ページをご覧ください。 

「医療安全関連の研修会・セミナー等の開催件数」につきましては、全

職員を対象とした全体研修会を５回、医療職安全講習会５シリーズの合

計10 タイトルを実施し、研修会参加者数は平均275名で、平成 26年度と

同様に多くの職員が参加いたしました。また、研修会等を実施したことに

より、輸液・シリンジポンプのインシデント件数が例年５件ほどありました

が、平成 27 年度は１件になるなどの効果がみられたため、ａ評価としてお

ります。 

資料 24 ページをご覧ください。 

「医療安全に関する改善取組件数」につきましては、インシデントレポー

ト分析の件数、主な結果、主な改善事例の内容を整理し、ベッドストッパ

ーの除去等、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。 

資料 25 ページをご覧ください。 

「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」につきましては、機構への報告は検討中であるものの、使用評価を踏

まえ、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。 

資料 26 ページをご覧ください。 

「廃棄物量（対平成23.年度比）」につきましては、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改めて各種廃棄物の分

別方法・廃棄方法等の周知を図りましたが、手術件数の増加などの影響

により、平成 27 年度は平成 26 年度と比較して排出量の伸び率が２．１％

の増加となりました。 

しかしながら、平成 23 年度から平成 24 年度への伸び率３．９％に対し

ては６．４％の削減となっておりますので、ａ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」につきましては、病院の評価

では、ａ評価が５つ、ｂ評価が１つで、病院評価平均値が６．５となることか

ら、平均値による評価はＡとしております。 
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水谷委員長 

細田委員 

小川看護部長 

窪地院長 

細田委員 

水谷委員長 

冨田委員 

窪地院長 

大項目④「業務改善に関する取組」についての説明は以上です。 

内部評価ではａ評価が５つ、ｂ評価が１つで、平均値による総合評価は

Ａとなっておりますが、ご意見はありますか。 

すごくａが多くていいと思ったのですけれど、質問が２つほどありまして、

うちでも研修会をやって欠席の人にはｅラーニングというのをやっているの

ですが、どの程度ｅラーニングでアクセスしているかというのは出している

のですか。ｅラーニングをやりましたというだけでは、あまり意味がないの

ではないですか。 

もうひとつは、ベッドストッパーを除去したとありますがこれは。 

看護部長の小川でございます。 

先生の質問にお答えさせていただきます。 

まずベッドストッパーなのですが、これはベッドストッパーと消灯台のセ

ットが上手くいかずに事故になった事例がありまして、取り外したとなって

おりますが、新たなものに付け替えて消灯台と合うかたちにして、それに

よる事故がゼロになったとご理解いただければと思います。 

ｅラーニングの件ですが、これは、研修に参加しなかった職員は全てｅラ

ーニングを見るということでチェックができるシステムになっております。そ

して、eラーニングを見た後には試験がありますので、それに合格するとい

うところまでリスクマネージャーが確認を取っておりますので、ほぼ全員が

参加しているということでご理解いただければと思います。 

これはソフトがありまして、それを取り入れております。端末から全ての

ぞけるようになっていて、インシデントレポートも全て端末から入力して、

管理する側が対策についての返事が出せるようになっています。講習会

に出ていない人もｅラーニングをやって、テストの結果が 100 になるまで集

計はできるようになっています。 

テストまでやっているのであればいいですね。うちではｅラーニングを見

たかどうかというチェックしかしていなかったものですから。その辺りの記

載がなかったので分かりませんでした。 

他にありますか。 

冨田委員どうぞ。 

ここで唯一bがついているのでよく分からなかったのですが、そんなにe

ラーニングなどでテストをしたりがんばっているのに、医療機能評価機構

への報告を検討中であるということでｂになるというのは、何が問題なので

すか。 

医療機能評価機構には、我々は国立病院機構とは異なっているので報

告が義務になっていないのです。だけれども、やはりその中にあるべきだ

ろうということでソフトを入れた時点で報告用のインシデントレポートの作

成がしやすくなっています。それを利用して報告をしていきつつ、全国的な

位置づけをしていこうというふうに計画しているのです。ただ、そこまでの
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冨田委員 

窪地院長 

水谷委員長 

落合委員 

窪地院長 

落合委員 

水谷委員長 

ところに踏み切れていない、手前までは行っているということなので。

100％目標を達成したわけではないということです。 

報告することが目標で、しなかったので b ということですか。 

報告しなかったからと言って手を抜いているわけではありません。た

だ、厳しさが出てくるのではないかと、報告するということに意味があるの

ではないかと思います。 

落合先生どうぞ。 

ＳＰＤのことで伺いたいのですけれど、まだこれは入っていないというこ

とですよね。病院の事務がしっかりしていて管理ができるのであれば、ＳＰ

Ｄという業種は無くなってもいいということを思っていたのですけれど、最

近、考えが変わって、特に自治体病院のように職員がずっとそのことだけ

をやっているということができない状況となると、彼らのノウハウを借りざる

を得ないのです。物を買う時に安く買うということももちろんですが、Ａ病棟

の何番目の棚に何個の薬品を置くことが適切かというようなことまでもこ

れからはやっていかなければいけないとなると、優秀なＳＰＤ業者を早く見

つけて、能率的な物の配置にして、ＳＰＤ業者が病棟に配るための基地の

ような倉庫をどう設計するのかということも含めた扱いにする方が、これか

らは能率が上がると思うのです。そういったことも相談しながらやっていく

ことも是非考えられた方がいいと思います。 

ＳＰＤに関しましては、コンサルタントが入っておりまして、そこで調査を

してもらっています。それから、どの様に運用するかということも、関係す

る職員に集まってもらってフローを作成しています。材料をどの様に搬送

するか、誰の手を借りるのか、搬送機を利用するのかということを含めて、

新病院に対してどういうふうに対応していくのか検討していますし、どうい

うふうに倉庫をつくるべきなのかというのもコンサルを介してＳＰＤの情報

を得つつスペースを病院の中につくっていますので、それで運用していくと

いうことで進めています。設計の方にも入れております。 

看護師さんが薬を投与する時にバーコードリーダーを使ったりなどして

いると思うのですけれど、薬品にどういったバーコードを振るのかといった

ところから含めて、統制のとれたものにしていかないと病院に無駄が生じ

るので、是非ご検討された方がいいと思います。 

よろしくお願いします。 

会議が始まってから２時間ほど経ちますので、５分ほど休憩を入れさせ

ていただきます。45 分から再開したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

〈暫時休憩〉 

それでは、引き続きまして会議を再開させていただきます。 
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波田野財務課長

大項目の収益確保に向けた取組について、事務局より説明をお願いい

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。 

資料の 27 ページをご覧ください。  

まず、「医業収益の増収額（平成23年度比）」につきましては、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、平成 23 年度比で医業収益が 

約18億4,500万円の増となり、目標値を上回ったため、ａ評価としており

ます。 

資料 28 ページをご覧ください。 

「査定額の減額率」につきましては、毎月開催の保険委員会で、査定内

容を確認し、今後の対応や再審査請求の可否について協議を行いました

が、手術等の高額査定事例が増加したことなどにより、目標を達成するこ

とができなかったため、ｃ評価としておりますが、近隣病院と比べますと減

額率は少ない方です。 

資料 29 ページをご覧ください。 

「未収金発生削減率(対平成 22 年度比)」につきましては、未収金回収

業務について、業者と委託契約を締結するとともに、督促の強化、病院経

営部３課による臨戸訪問を行ったことなどにより、目標値を上回ったため、

ａ評価としております。 

資料 30 ページをご覧ください。 

「使用料・手数料等の見直し」につきましては、他医療機関の実施状況

の調査結果に基づき、新たに「死亡時画像検査料」の設定を行ったため、

ａ評価としております。 

資料 31 ページをご覧ください。 

「行政財産の貸付」につきましては、飲料水自動販売機の公募を実施

し、２台の既存飲料水自動販売機を更新するとともに、１台を行政財産目

的外使用許可から貸付けへ移行し、１台の新規貸付けを実施したため、ａ

評価としております。 

資料 32 ページをご覧ください。 

「広告料収入等の拡大による医業外収益の確保」につきましては、市立

病院やさいたま市のホームページでバナー広告を募集し、１件の実績が

ありました。 

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、実施に至っていないため、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、ｃ評価が２つで病院評価平均値が５．０となることか

ら、平均値による評価はＢとしております。 
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水谷委員長 

細田委員 

水谷委員長 

小山副院長 

窪地院長 

大項目⑤「収益確保に向けた取組」についての説明は以上です。 

ありがとうございました。 

内部評価では、ａ評価が４つ、ｃ評価が２つで平均値による評価はＢと

いうことですが、委員の方いかがですか。 

質問なのですけれど、査定率について、昨年もうちと比較したのです

が、市立病院は外来の査定率が低いのです。うちの方が高い。入院は、う

ちはＤＰＣをやってからは査定率がすごく低いのです。オペだけで、他は全

て包括になってしまいますので。 

前回の時も、入院の査定率はうちの方が低いけれども、外来は市立病

院の方が低かった。その原因は、人が足りないと外部委託になりますよ

ね。外部委託すると査定されないようにもともと出さないというようなことも

あるのではないかと。実は、うちも人が増やせないので外部委託しまし

た。そうしたら、委託したところがＡ査定が増えたのです。なぜＡ査定が増

えたのかということを社長さんを呼んで文句を言ったのですが、まだＢやＣ

の方が許せる。Ａが出るはずがないだろう、レセプトチェッカーでチェックで

きるはずで病名漏れなんてありえない話だと。そうしたら少し良くなったの

です。あと、正職員の医事課職員がきちんと見ない限りはだめだと思いま

す。この外来が低い理由はどういうふうにお考えなのかということがひとつ

です。 

もうひとつは、ＡＩで料金設定したということですが、ＡＩの依頼は来ます

かということです。 

小山先生どうぞ。 

保険の方をやっているのですが、私は立川共済病院というところから来

ました。そこは、査定率が全然高かったのですが、そうすると、査定の資

料がものすごく分厚くて全部に目を通すことができなかったのです。 

ここに来た時に、査定率が非常に低くて、査定されたもの全てチェックし

てみんなで対策を考えることができるので、そこが大きいのではないかな

と思っています。 

確かに他所の病院から来ると、ここは低いのです。 

ひとつ特色なのは、埼玉ルールにおいて委託業者のチェックが厳しい

のです。通らないという約束になっているものだと、出すか出さないかとい

うと出さないことの方が多くなっている。埼玉ルールに関しては、すごく意

識をしてチェックしているというのがひとつ。チェッカーを入れて改善する

かというと、あまりはっきりとした効果が認識できなかったのです。小山先

生が引き継ぐ前からやってきて、そう思ったのです。 

精度を高める必要があるというのは確かにそうですが、一番大きいの

は埼玉ルールに準じたレセプト表記にあるのだと思います。それを全て出

せと言われると、ルールに乗っていないじゃないかと言われかねない。ル

ールはルールで遵守すべきだろうということがありますので、それに則っ
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細田委員 

窪地院長 

細田委員 

窪地院長 

細田委員 

貝吹医事課長 

細田委員 

貝吹医事課長 

細田委員 

貝吹医事課長 

窪地院長 

水谷委員長 

てレセプトを提出しています。 

入院の方は、手術手技のミスマッチが時にあります。それが高く比率を

占めることがあるのです。以前は、血小板を大量に使ったために、そちら

ですごく査定をされたということがありました。これは産科領域の大変な症

例だったのですが。それは仕方ないとしても、一番大きなものが切られる

という時が、やはり上がっているということだと思います。 

埼玉ルールというのは。私は特別審査と埼玉県の支払基金と両方やっ

ていますが、埼玉県で独特なルールってありますか。 

埼玉ルールと称しているのは、紫色の冊子がありますよね。これを基準

にしています。 

あの程度であれば、みんな同じではないですか。 

あの程度と言われますが、あれに準じているのです。 

それと一般的なルールに関しても、２つ検査はできませんと言われてい

れば、最初から分かっているものを出すのかということになるのだと思い

ます。特別理由がある場合には、詳記を書いて出すというのは訴え方だと

思うのです。こちらが訴えなければいけないことは詳記に反映する。 

それから、摘要なしに関しては病名があるかないかということが一番関

連するわけです。今は、摘要があるかないかも、決められた摘要に準じて

いるかどうかもＡという表記をしたりしていますから、混在しつつあるのか

なと。 

ＡＩの料金設定については、依頼が来ますか。 

ＡＩに関しましては、警察からの依頼がございます。制定した理由という

のが、医療事故調査制度の開始に伴って、公立病院ですので利用料金

設定がないと徴収できないという背景がありますので、今回、設定させて

いただいております。 

警察はうちは以前から支払ってくれましたが。 

警察の方での設定額というのがございますので、今回、それを整理した

うえで、捜査機関と患者さん希望の場合を含めて料金設定をしたというこ

とでございます。 

入院患者さんで亡くなった場合ということですね。 

それは、うちはご遺族にお話しして、普通のＣＴと同じ額を以前から徴収

していました。 

料金設定という足かせが公立病院の場合はありますので、その部分を

設定したということになります。 

調査をしたうえで価格設定しました。遺族から希望があれば料金をいた

だく、こちらから希望して撮るものは料金を取らないということで基準をつく

っています。 

他にはありますか。 

伊関先生どうぞ。 
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窪地院長 

収益確保では細かいところはＡでもＢでも問題なくて、一番はアの部分

なのですけれど、外から見ていると職員定数の縛りを外して収益を上げて

きたのが、最近、伸び悩みつつあるかなというのが正直に感じています。 

お手元に、ＤＰＣを通じたさいたま市立病院の経営分析ということで、あ

ちこちで講演しているものの使い回しなのですが。星野委員さんには分か

りづらいかもしれないですが、ＤＰＣというものがありまして、請求のやり方

なのです。 

３ページを見ていただきたいのですが、今は大きな急性期病院は、包括

評価部分と言って、傷病名が決まって、そこに入院日数と係数というもの

を掛けてお金がもらえる。あとは出来高分として、手術、麻酔、内視鏡は

別なのです。こういうやり方で入院の手術料なんかは請求しているので

す。支払う方はなかなか分からないと思うのですが。 

ＤＰＣの係数というものがすごく大事で、基礎係数、暫定調整係数、機

能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱの４つがあり、暫定調整係数は次回の平

成 30 年度改定には廃止予定で、機能評価係数というのが重要になりま

す。機能評価係数Ⅰというのは５ページになります。施設認定というもの

が７ページをご覧いただきたいのですが、厚労省は高度急性期病院、急

性期病院のなかで生き残りをさせていて、一定の基準に達するところにつ

いては、診療報酬をつけて伸ばしますと。そうではないところは、場合によ

っては急性期病院を諦めてくださいというような時期になっています。その

象徴的な物が８ページにある総合入院体制加算というものです。一定の

基準で、全身麻酔件数が年 800 件以上などいろいろな要件があるのです

けれど、その中で②に、救命救急医療、第三次救急医療として 24 時間体

制の救急を行っていること、これが要件になっています。先ほどさんざん

言った救命救急センターをつくるかつくらないかというのは、ここの加算を

取るということでものすごく重要なポイントになります。 

次の 14ページなのですけれど、平成28年度から総合入院体制加算は

１と２だけだったものが３ができまして、病院の医療提供機能によって収益

に差が出てくる時代になってきています。 

ひとつの質問は、次のページですが、６月２日時点でさいたま市立病院

は総合入院体制加算３の届出になっています。２の届出の可能性がある

のかどうか。何が課題で２が取れないのか。将来的な病院の新築によっ

てどういうところを目指すのかということについて第一にお伺いしたい。大

きな病院だと、総合入院体制加算２を取るために戦略を練ってやっていま

すというのが一番気合の入った病院長なのです。それができているのか

どうか。精神科が問題になってくるので、そこの対応もお聞きしたいと思い

ます。 

総合入院体制加算というのは我々も注目しています。新病院になると、

今の整理している機能から考えると自ずと１を取れるのです。なので、基
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本的にはそれが取れるということで将来を見ています。 

高度急性期とは何かと言ったときに、診療報酬で示されているのは、総

合入院体制加算を取れているか取れていないかということが大きな意味

を成すということを聞いていますし、これは病棟単位ではなくて、病院にか

かっている加算ですので、今問われているのが病床機能報告制度は病棟

単位になっていますので、少し意味合いが違っている。ただ、高度急性期

と称するためには、この１を取っていなければいけないということは十分に

承知していますので、そこである程度の年度を待たなければいけないとい

うのが現実だと思います。救命救急センターが絶対必要条件になってい

ますので。２か３を取るということに関しましても、我々は実績要件などは

クリアしていますのでいいのですが、問題になるのは精神科の要件のな

かでリエゾンチームの加算と認知症ケア加算１を取れということになって

いるのです。これに関しましては、その資格を得るためには長期の研修を

受けに行かなければいけないという現実があります。そうしないと認知症

ケア加算が取れないのです。リエゾンチームの加算もチームが形成でき

ませんので、これが問題となっている。ロの方に関しましては、ここで取れ

ないかということで改めて見直していて、今は猶予期間に入っていますの

で、すり合わせをして取れるような方向で条件を確認しているという状況で

す。いずれにしても、我々の施設はこれを取らなければいけないということ

姿勢でチェックしています。 

新病院では、川崎の病院管理者の方が精神科を入れろと言ったのが

大きかったかなと思うのですが、精神科の病棟も予定されていますし、お

そらく、１を取るということがこの病院の当面の目標だと思いますので、そ

れに向けた体制作りを是非していただくのと短期的に３を死守して２をでき

れば取れるような体制作り、人に対しての投資をしていただければと考え

ています。 

次のページにＤＰＣ機能評価係数Ⅱというものがあるのですけれど、厚

労省の目指す医療の方向性ということで指数を取っています。下の 12 ペ

ージなのですが、機能評価係数Ⅱの内訳ということで、保険診療指数は

データが出るのでみんな同じです。効率性指数は在院日数の短縮の評

価、複雑性指数は難しい患者さんが多いかどうか、カバー率は様々な疾

患に対応できるかどうか、救急医療は救急医療について、地域医療は地

域医療への貢献、後発医薬品はジェネリックの使用について評価される、

重症度指数は重症度の乖離率を評価するということで、これは評判が悪く

て、提供力とは違うのではないかという議論があります。なので、これが低

いか高いかは、今回は問題とするべきじゃないと思っています。ただ、結

果としてそのランキングがインターネット上にも出ていますし、自治体病院

の機能評価係数は全体的には高く出ます。Ⅱ群というのは 140 病院で大

学病院に準じる病院で、できればⅡ群を新病院では目指していただきた
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いと思っています。Ⅱ群の 140 病院のうちで 46 病院が自治体病院で、Ⅲ

群の 1,446 病院の中のトップ 100 病院のうち 45 病院が自治体病院となっ

ています。 

次のページがⅡ群の自治体病院の機能評価係数ⅡのランキングとⅢ

群のトップ 100 病院の中のランキングで、実は３、４年前は、さいたま市立

病院はトップクラスで100病院の中に入っていたのです。それがここにきて

落ちてきているのが正直なところです。 

次のページに埼玉県内公的病院機能評価係数Ⅱの推移ということで、

今までさいたま市立病院は埼玉県内でトップクラスで公的病院の中でもト

ップクラスだったのですけれど、川口市立医療センターや済生会川口にも

抜かれている、全体を見ると伸び悩んできている。何で落ちているのかな

と思っていたのですが、内訳が今は公表されています。Ⅱ群が４つありま

す。自治医大とさいたま医科大学と赤十字、独協医科大学。それ以降で

行くと、さいたま市立病院が 229 と書いてあるところですが、それで見ると

後発品の係数がちょっと低めに出ています。 

次のページは位置を分かりやすく作っています。機能評価係数Ⅱの合

計ですと、さいたまの横矢印のある下がさいたま市立病院だと思ってくだ

さい。全体とすると高い方なのですが、もっと上に行ける力は潜在的に持

っていると思います。保険診療点数については出すのが当たり前なので、

これは標準をクリアしている。次の効率性指数は平均在院日数の短いと

ころが評価されますが、それなりの数字になっています。次の複雑性係数

がもう少し上がった方がいいだろうと思います。これはいろいろな手術を

受けるということが重要だと思います。カバー率はいろいろな種類の病気

を受けるということで、これはかなり高いと思います。子どもと周産期を受

けて大人と組み合わせているところが強さだと思います。救急医療もよく

やっていると思います。次のページの地域医療指数もそれなりのところ

で、できればこういうものを良くするためにどうしたらいいのかを考えてい

ただけたらと思います。 

ひとつだけ、ここがポイントになるのですけれど、後発医薬品係数が、

多くの病院は基準を満たして満額になっているのですけれど、さいたま市

立病院は子どもや周産期も多いし、それぞれのドクターの思いがあるので

後発医薬品係数が低めに出ます。これが先ほど言った機能評価係数とし

て出てきますので、結局、収益が下がるという面もあるので、ジェネリック

に対する先生方の気持ちも分かるのですけれど、収益を考えると多くの病

院が後発医薬品を入れていますので更なる検討をしていただいて、この

係数は高い数字を取っていただければなと思います。先生方の思いがあ

りますので、ちゃんと話し合いをしなければいけないというのは重々分かり

ます。ただ、こども病院でも高いところは高いので、そういうところは学んで

いただいて患者さんにとっていい選択をしていただければ。 
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窪地院長 

重症度につきましては低めに出ていますけど、低い方が質の高い医療

をやっているのではないかという議論もありますので、これが低いことにつ

いては気にする必要はないと思います。 

機能評価係数Ⅱの分析によって、質の高い医療提供をしていると結果

として係数が上がって収益の向上もありますので、これを是非意識しなが

ら運営をしていただきたいなと思います。まさにポイントとして、今回の新

しい公立病院改革ガイドラインでは、私が総務省の準公営企業室にＤＰＣ

の係数Ⅱを入れてくれとお願いをして入れてもらったという経緯もあります

ので、意識をしていただきたいなと思います。やはり係数Ⅱを上げるには

ドクターを増やさなければならないのです。ドクターを増やして、対応でき

る診療の質と量を増やして、あとは後期高齢者の急増に対応した質の高

い医療をする。そのためには投資が必要で、人の雇用が必要だということ

です。是非この辺をしっかり対応していただければ。ここがポイントになっ

てくると思います。 

何かありますでしょうか。 

窪地先生どうぞ。 

ご指摘ありがとうございます。 

これに関しましては、公表されてから資料を診療部長会議を構成してい

る人たちには回しました。何が影響しているのかということで、昨年度から

すると順位が倍近く落ちていますし、今のご指摘のように、後発医薬品に

関しましては、我々はこんなものを使えないということは言えないでしょう

と。他の施設は、ほとんどの施設は右に傾いている。これについての指摘

は以前からしていたのですが、ここの実績まで到達しなかったというのが

大きな原因で非常に反省をしています。 

今の時点で、麻酔薬などいろいろなことを検討した結果、70 数％まで上

がっていますので基本的にはこれをクリアできるということで、この差が

３、４千万影響しているのです。それと今の順位を意識するのであれば、

ほぼ川口医療センターと同等のものが得られているはずなのです。これ

は対応が遅れたということに過ぎませんので、今我々としては、次に出て

くる 80％を意識して薬剤科長には指導をしてほしいとこちらから言ってあ

ります。 

もうひとつ、複雑性係数ですが、これは２回に渡って我々の施設は低く

出ています。これがなぜかということで、１年間に同じコードで引っ張られ

るものが 12 症例数ないと１つとしてカウントされないのです。それが 12 ま

で達していないものが多いのではないかというのが少し明らかになりつつ

あるということと、この複雑性を意識しすぎて調整しようとすると、他の軽

症をあまりやらなくなる。そうすると収益に影響してくるのです。これを改善

しようとすると 500 万くらいのものだと。であれば重点的にやるべきことで

あるのかという、自然に見ていてもいいものではないかと。 
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水谷委員長 

波田野財務課長

それと、我々はⅢ群にありますが、Ⅱ群にならないのは、ひとつは手術

の難易度がちょっと低く出ているのです。その点がもう少しでクリアされる

ところにありますので、そこのところは意識すればいいのかと思うのです

けれど、Ⅱ群とⅢ群の上の方にいるのではどちらが収益がいいかという

のは、またこれも違うという面もありますので、今の時点で上手く運営して

いくためには意地になってやるほどでは。ただ、後発医薬品だけは非常に

もったいないことをしていますので、これは確実に獲得していかなければ

いけない。それに伴っていけば前回と同じような順位で、勢いが無くなって

いると評価されなくてすむのかなと思っています。ここは全く無視している

わけではありませんので、反省点を込めてお話しさせていただきました。 

追加でよろしいですか。 

当院も医療機関別係数が今回で 0.031 落ちたのです。やはり、一番の

原因は機能評価係数Ⅱです。Ⅱをどこで上げられるかというと、効率性係

数と救急と後発医薬品係数なのです。後発医薬品は、うちは 77％まで持

ってきたのですが、去年の 10 月からのものが来年になりますが、来年は

80％に上がりますので、どうにか80％まで持って行けと一生懸命やってい

るのですがどうなるか分からない。 

先ほど伊関委員には申し上げたのですが、今年の４月に大赤字をうち

は出しました。院長になって初めてこんな赤字が出ました。分析すると、患

者数はもちろん減っているのです。ただ、入院は少し増えているのです

が、10万点以上の大きな外科の手術が減って、他の手術は点数が下げら

れている。それが１つと、４月は外来が１日少なかった。それで 1,700 万円

くらいになる。結局、これからやっていくことは、もちろん患者さんが増えな

ければならないのですけれど、機能評価係数Ⅱをどうやって上げていくか

ということだと思います。うちもⅢ群ですが、窪地先生のところはⅡ群に行

ければそれが良いと思いますが、同じようなところをがんばっていくしかな

いのだろうなと思っています。 

よろしいでしょうか。 

総合評価を決めていきたいと思いますが、事務局案のとおりＢ評価とい

うことでよろしいでしょうか。それではＢ評価とさせていただきます。 

続いて、大項目の費用縮減に関する取組について、事務局よりお願い

いたします。 

それでは、大項目⑥の「費用縮減に関する取組」について、説明い

たします。 

資料 33 ページをご覧ください。 

「材料費対医業収益比率」につきましては、薬品・診療材料ともに

価格交渉により一層の削減を進め、平成 26 年度を下回る 22.8％とな

ったため、ａ評価としております。 

資料 34 ページをご覧ください。 
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「後発医薬品の採用比率」につきましても、34 品目の後発医薬品

の採用を行い、平成 26年度を上回る 65.1％の採用比率となったため、

ａ評価としております。 

資料 35 ページをご覧ください。 

「医療機器の購入方法の見直し」につきましては、高性能な血管造

影装置２台と周辺機器を一括購入することにより、約２億円のコスト

を削減したため、ａ評価としております。 

資料 36 ページをご覧ください。 

「医療機器等の採算性の検証」につきましては、性能や購入価格の

異なる２種類のＭＲ装置について採算性の検証を行い、さらに収益額

を伸ばす余地があるとの検証結果が得られたため、ａ評価としており

ます。 

資料 37 ページをご覧ください。 

「ＥＳＣＯの導入」につきましては、目標どおりＥＳＣＯ工事を実

施し、平成 28 年２月に機器運転調整を開始したため、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、病院の

評価では、ａ評価が５つで病院評価平均値が７．０となることから、

平均値による評価はＡとしております。 

大項目⑥「費用縮減に関する取組」についての説明は以上です。 

ありがとうございました。 

内部評価でａ評価が５つということで、平均値はＡ評価ということですが

ご意見は。 

はい。伊関先生。 

結局散々言ってきた、こういう計画をやって後発品が 57％だからａとい

うことをやっていたら、ＤＰＣの調整係数で何千万も損をするということにな

る訳ですよ。絶えず時代の流れを最新で読んでいかないと。こういう計画

行政的な運営の仕方だともう生き残れないので。そこのところは指摘して

後発医療品は申し訳ないけども、ｃにせざるを得ないと思う。ただし、この

話は費用縮減ではないのですよ。この項目はもう収益確保の話に動くべ

き内容であってという話なのです。ＤＰＣ調整係数Ⅱにジェネリックが入っ

たのは２年前なのですよ。なので、確かに計画を作った時はＤＰＣにジェネ

リックは入っていなかった。でも議論の中で、去年の時点で調整係数Ⅱに

ジェネリックが入った時点で、この項目の性格がもう違う所に移ってしまっ

ている。 

とにかく、一般の病院に求められている部分までジェネリックの導入率

が達していないので、ｃ評価かなと思う。ただし、それは本来収益確保の

部分の話ですけど、費用縮減の項目になると思います。 

はい。細田先生。 
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窪地院長 

僕も後発医薬品 65％でａ評価は少しおかしいと思っていた。 

ただ、薬剤の値引き率が 17％まで引かせたというのは大変なものだと

思う。自治体病院は共同購入というものは無いが、うちはＮＨＯと同じで国

なものですから、共同購入をやって 12.1％しかない。そういう意味ではうら

やましいなと感じます。 

あとはよろしいですか。はい冨田委員。 

先ほどの収益確保に向けた取組と、今回の費用縮減に関する取組で

やはりどこを重点ポイントにおいて、院内どんなふうにやってきているかと

いうのを１番聞きたいところです。それで今、伊関委員からＤＰＣの分析が

ありましたが、院内でどんなふうに進められてきているのかが１番大切な

ことなのですけども。 

それと収益については、あまり雑収入をここまで目標に持ってくるのは

一般的にあまりない。やはりポイントを絞った方が良いなというふうに思い

ます。 

あと費用なのですけども、例えば光熱費の削減でESCOを入れましたと

書いてあるのですが、効果があって初めて a なんじゃないかなというのが

ありますので、目標設定のところをプロセスに従ってやったから a というの

だけはやめて欲しい。これでどういうふうに影響が出たのかの視点をもう

少し入れて評価の方を考えてほしいなというふうに思います。 

重要ポイントがどこと、どういう体制かというのだけ説明をいただけませ

んでしょうか。 

よろしいでしょうか。事務局の方。重要ポイントの方は。 

はい。では院長お願いします。 

やはり支出を気にしなければいけませんので、ここで挙がっているもの

でいきますと、材料費の縮減が大切なポイントだろうというふうに私自身も

思います。 

あとは、人件費の問題というのが出てくるのですけども、要するに人を

雇わなきゃいけないということでそれで掛かるものは将来投資という考え

方があると思います。ただ、今の時点で補うために来てもらっている医師

をどういうふうに調節していけるのかと。ですから、逆に人を正規に多く雇

い、お願いして手伝ってもらっているような意味合いの医師は、少し軽減し

ていくということで、将来的に投資につながる様にしていくこともこれは大

きな意味では費用の縮減にというふうに繋がるのではないかと。展望のあ

る話ではないかなと思っていますので。これは１番難しい問題だとは思う

のですけども。 

材料費はこの中では１番だと思いますし、それから大型医療器機を買う

際の合理的な適正な価格と言いますか、やはり購入すること関しては神

経をつかわなければならない点だと思いますので、これは努力をしなけれ

ばいけないポイントだというふうに思っている。大型器機は毎年何らかの
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形で買ってはいますから。そこのところは十分に交渉するということに務め

ていくということと、経費が掛からないようにし交渉していくというところだろ

うと思います。 

よろしいですか。  

ESCOは設置までで、実際の事は今年１年間みないと評価はできないと

いう事ですよね。 

今年の５月から始まったばかりなので、この１年間終わらないと効果が

出てこないというところになります。 

そうですよね。今年度の評価のところで具体的に数字を挙げていただ

けるとありがたいなと思います。 

それでは、全体評価がＡ評価なのですけどいかがですか。１つジェネリ

ックの話が出ましたけど、これは従来の評価の方法から見るとだと思うの

ですが。どうしますかね。 

事務局さんで判断いただいて。後発品採用比率がａというのは。ちょっ

と低いかなと思うので。一般的に考えても急性期病院としては、もう少し上

げなければならなかったというところですよね。目標設定が低すぎる。 

目標をクリアするとａというのは少し違うというのは、確かにその通りの

様な気がしますけれど。ですからそれを評価していただいて全体的に計

算するとどうなるのですか。ｃにするとＢになりますか。 

点数的には、計算するとＡなのですけども、委員さん方の評価ということ

で見ていただければと思います。 

1 つ足引っ張っている状態で、計算するとａなのですか。 

小項目はこちらの評価ですので、大項目の評価はこちらの点数で算出

しておるのですが、それに対しての委員さんの評価をお願いしたい。 

１つｃにすると、点数はいくつになるのですか。点数が変わってくるでしょ

う。 

今申し上げたのですけども、小項目の点数は事務局の方で評価したも

のですので、あくまで委員さんの方は大項目での評価をお願いしたいので

すが。 

お聞きしているのは、例えばｃにした場合に計算するといくつになるの

かの計算を教えてほしいということなのですよ。 

少しお待ち下さい。 

評価の仕方なので難しいとは思うのですけど、ジェネリックだけが少し

評価されないというところなので。あと他は伊関先生がおっしゃった様に、

他の意味合いが強いでしょということになると、そこは別として考えるとａで

も良いのかなと思いますけれど。 

ただいまａが５つなのですけども、ａを４つ、ｃを１つにしますと、５．８にな

りましてＢ評価になります。 

Ｂでいいですね。 
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要はＡだろうが、Ｂだろうが関係ないのですよ。おそらく、価格交渉の関

係の材料費比率等、これについては窪地先生が自治体病院側の協議会

で役員やっていろんな価格情報が入ってくるというのが大きいと思う。そう

いうことで事務をサポートできているのかなと思う。そのへんも指摘してお

くべきかなと思います。 

最終的に市長に報告書を提出することになると思うのですけど、今のジ

ェネリックの話等については、こういう話があったということで、どこかに一

行入れてもらった方が僕は良いのかなと思うので、評価の仕方だけでは

なく、こういう意見があったということはお話しておいた方が良いし、それか

ら、先ほど伊関先生方から人を増やさなければ絶対駄目だということも、

その中に入れていただきたいと思います。 

そうしましたら、Ｂ評価ということでよろしいでしょうか。では、そのように

させていただきたいと思います。 

委員長よろしいでしょうか。 

そうしましたら、表の右上に評価委員会による評価修正理由いう欄がご

ざいますので、こちらに理由をいただければと思います。 

後発品医薬品の採用比率についての評価がｃ評価になったためという

ことで良いですか。 

  はい。 

そうしましたら、次ですけどよろしいですか。 

それでは、経営管理体制の整備についての説明をお願いします。

では、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 38 ページをご覧ください。  

まず、「院内経営会議及び外部評価組織」につきましては、中期経

営計画の進行管理のため、院内で四半期・半期ごとに自己評価を実施

したほか、本委員会にて委員の皆様方から、当院の健全な経営基盤の

確立にとって大変貴重なご助言をいただき、平成 26 年度の外部評価

結果として取りまとめ、市長への報告を行ったため、ａ評価としてお

ります。 

資料 39 ページをご覧ください。 

「組織の見直し」につきましては、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を行いましたが、企画部門の設置については

事務部門の組織と並行して進めていく必要があり、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。 

資料 40 ページをご覧ください。 

「企画部門の設置」につきましては、経営部の組織の見直しや事務

分掌を整理し、企画部門の設置に向けた検討を重ねましたが、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。 

資料 41 ページをご覧ください。 
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「コンプライアンスの確保」といたしまして、「研修の開催」につ

きましては、新入職の看護職員 36 人、臨時職員４人、医療技術員９

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たため、ａ評価としております。 

資料 42 ページをご覧ください。 

「経営状況に対する説明会（研修会）の実施」につきましては、年

12 回開催の各診療部長などが出席する各部連絡会議において、各月

の決算状況や累計損益、増収・減収要因などを報告し、経営状況に関

する情報の共有化を図ったため、ａ評価としております。 

以上、大項目⑦「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２つで病院評価平均値が５．８となる

ことから、平均値による評価はＢとしております。 

大項目⑦「経営管理体制の整備」についての説明は以上です。 

内部評価ａが３つ、ｂが２つということで総合評価Ｂですけれど。

はい伊関先生。 

これも毎年やっている企画部門について、今日のやつが典型なのです

が、きちっとやっておかないと生き残れない時代になるので、申し訳ない

けども、39 も 40 もｂじゃなくて両方ともｃかなと思う。要は、病院職員を守る

のは、事務職員だし企画なのですよ。やっぱり企画がきちっとして、窪地

先生が全国から情報が入ってきていますから、それをサポートして広げて

いくそういうマネジメント体制が、600 床の病院をつくっていくためには必要

で、全適プラス企画部門の充実、そのための事務職員のきちっとした配

置。しかも、それは単なる一般の行政職だけではなく、専門職の採用や外

部の職員採用も含めて、場合によっては病院経営職の創設、ないしは外

部人材の招へいも含めて充実させるということが、収益改善や働きやすい

職場づくりに繋がるので、ここはあえて２つともｃにしたうえで、報告書にき

ちんと載せたほうが。これは４、５年前から何回も言っているので。確かに

人事に届かないのですよ。でもたまたま看護師の職員定数が増えただ

け、収益が急改善したのですけど、ただ新病院に対応したしっかりとした

マネジメント体制の改革は必要だと正直思います。 

確かに私も全く同感です。毎年再検討してどうなっているのかということ

になってしまうので、是非答えを出すように強く働きかけないと。 

企画がきちんとしないとせっかく良い建物が建っても、中身が空っぽじ

ゃどうしようもないので頑張って頂きたいと思います。と言う事で、私もｃで

良いと思うのですけど。委員長がそんなこと言ってはいけないのですが、

皆さんいかがでしょう。 

私も賛成です。議長、伊関先生のおっしゃる通りだと思います。 

採点のされ方がね、少しおかしくありませんか。項目だけからして目標

を達成できて、目標よりもはるかに上回ったらｓで、目標達成できたらａで、
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目標が達成できてなければｂになって、それが話にもならなったらｃという

ことになるようにくっついている訳だから、これは客観的にみてもｃという評

価になるのじゃないかと思うんですけど。 

あの現実的に先生達が悪いという意味ではなくて、ｃとなったと思っても

らわないと困るので、応援を含めてのｃだというふうにはご理解いただきた

いと思いますので。局長さんに厳しくｃと言いますのでよろしくお願いしま

す。 

共通した２つを分けてあるのが良くわからないのですが、総合評価とし

てはＢということでよろしいですかね。 

ここのところは強く市の方に申し上げてほしいと思います。 

今、医師紹介会社の方の情報が色々入ってくるのですが、そのＨＰを見

てみると、医師のことだけではなくて、病院の事務職を募集としている病院

が非常に多いです。いわば経験とか、もちろん企画職もそうなのですけど

も。病院の営業においては医師だけでなくで、事務職というよりも経営職

がいかに大事かという認識がまだ足りないのではないかなと思いますの

で、毎年同じ目標を立てて、またダメと言われないように今度は是非結果

を出すようなかたちで出していただきたいなと思います。 

それともう１つなのですけども、コンプライアンスの点なのですけれど

も、地方公務員法の守秘義務も良いのですが、最近いろんな情報管理で

すとか、それからマイナンバーなんかも入りましたし、時代に合わせた設

定をもう一度考えていただいて、公務員法さえ守ればいいのではなくて。

最近情報もありまして、ある私が昔行っていた病院さんは、お医者さん

が研究のためにデータを持ち出したことが分かって非常に問題になったこ

ともあって、そういった体制はきちんとできていますかなど、新しい視点で

もって項目を充実させていただいたほうが良いのではないかと。 

項目の変更は５年間なので難しいとは思うが、この次に盛り込んだもの

をつくっていかなければならないし、本当に５年間で良いかなどを含めて

内容を検討することにしていけばよろしいかなと思います。 

ということで、今の事に関しましてはＢ評価でということにしていきたいと

思います。 

それでは最後の職員の確保・人材育成と適正配置について説明をお

願いします。

それでは、大項目⑧「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 ページをご覧ください。 

「職員数の見直し」といたしまして、「配置人数」につきましては、

看護職員等の採用選考の実施などにより、平成 26 年度末から 19 人増

の 728 人となりましたが、目標の 748 人には達していないため、ｂ評

価としております。 
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水谷委員長 

伊関委員 

資料 44 ページをご覧ください。 

「７：１看護体制の維持」につきましては、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。 

資料 45 ページをご覧ください。 

「院内保育定員の見直し」につきましては、27 年度は評価対象外

となっておりますが、行事内容の見直しや防災訓練の実施により、保

育内容の向上に努め、委託業者と新託児棟開設の準備を行いました。

資料 46 ページをご覧ください。 

「資格を有する医師の割合」につきましては、平成 26 年度と同様

の 97％となり、目標の 95％を上回っているため、ａ評価としており

ます。 

資料 47 ページをご覧ください。 

「認定看護師数」につきましては、認定看護師取得に係る諸費用の

支援を行い、「認定看護管理者」、「手術看護認定看護師」、「皮膚・排

泄ケア認定看護師」を取得し、目標人数を達成したため、ａ評価とし

ております。 

資料 48 ページをご覧ください。 

「職員満足度調査の実施」につきましては、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が、49 ページの「職員の仕事に対する満

足度（前年度対比）」につきましては、時間外勤務に関する満足度が

低い状態が続いており、26 年度比０．３％の減となり、目標値を下

回ったため、ｃ評価としております。 

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１つ、ｃ評価が１つで、

病院評価平均値が５．５となることから、平均値による評価はＢとし

ております。 

 大項目⑧「職員の確保・人材育成と適正配置」についての説明は以

上です。 

内部評価でａ評価が４つ、ｂ評価が１つ、ｃ評価が１つで平均がＢ

評価ということですがどうでしょう。 

はい。伊関委員。 

47 ページの認定看護師なのですが、例えば感染症の管理は加算の

度合いが大きいので、たくさんの病院で大体２人のダブル体制で、万

が一いなくなった時のための準備だとか、そういう加算を取る、また、

離職したときでも大丈夫な体制にするという点で見ると、もう少し前

倒しで増やすことも必要なのかなとしているんですけどいかがでし

ょう。 
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小川看護部長 

伊関委員 

小川看護部長 

伊関委員 

水谷委員長 

冨田委員 

水谷委員長 

大沢庶務課長 

冨田委員 

 ご指摘の通りです。実は２名を最低限度として育成しましたところ、伊関

先生がおっしゃる通り１名退職しましたが、まだ１名おりましたので活動を

することができています。ただ、今申し上げましたように、やはり１名では

不安定ですので、今後も更に１名以上の認定を作るべく今募集をかけて

いるところです。ただなかなか募集をかけても、それぞれ職員の思いもあ

りますので手挙げは無いのですが、いずれにしても育成のための指導は

させていただいております。 

 認定看護師を取ったら何か手当などがあるのでしょうか。 

 院内には特別な手当が無いのですね。それで、私ども看護部でやって

いるのは権限の方を高くして活動の支援をしております。権限を上げると

活動の範囲も広がりますし、決定権もありますので、臨床指導医以上の

職務につくようにはしております。 

認定の方たちは、専従の業務と作業空間の環境整備はしております。

つまり必ず１人デスクがあったり、パソコンがあったりとか。そういう環境の

整備をさせていただいております。 

専門性を高めることが重要だという意識を看護の中でも持っていただい

て、場合によっては手当等も創設することもありなのかなと考えています。

県内でも認定看護師の多い、しっかりとしている病院だという評判を是非

つくっていただきたいなというふうに思います。 

はい。冨田委員。 

２点ほどあります。１点は 45 ページの院内保育定数の見直しとあるの

ですが、定数は公務員の職員の話だけかと思ったら、保育児童の定数も

あるのですか。ちょっとびっくりしたのですけど、600 床の病院の女性職員

の事を考えると、20 人で本当に足りるのか心配なので実態をお聞きした

いのが１つ。 

それと後ろの方で、職員満足度調査というのが出てきて、満足度調査を

たくさんやったからａで、だけど中身はｃというのが少し解せない。満足度

が足りないのはどんな職種でどういう。それを何とかしようとする組織があ

ったのか。ｃだから悪いというよりも、ただやれば良いのではなくて、改善

する仕組みがあるのかお聞きしたいと思います。 

はいどうぞ、事務局。 

まずは院内保育の関係ですけれども、現在定員は 33 名です。利用は

大体月平均 17、8 名くらいとなっています。ただ、新病院に向けて看護師

が今後増えるということで、丁度託児棟を今建て替えまして、そちらについ

ては最大 60 名まで定員が増やせるようになっています。 

この計画の中では定員の増数というのは書いていませんが、新しい託

児棟についての増員というのは今後考えていかなければならないものと

思っています。 

病児はやっていますか。 
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大沢庶務課長 

水谷委員長 

伊関委員 

大沢庶務課長 

水谷委員長 

窪地院長 

水谷委員長 

細田委員 

水谷委員長 

窪地院長 

病児はやっていなくて、バックアップママという制度はやっております。 

それと満足度の関係ですけれども、ご指摘のとおりで実施をしているの

でａというのと、実際の改善項目が２％満足度増加していないのでｃという

ふうに計画上そういう作りになっています。 

40 項目色々聞いている中で、去年も時間外勤務に対する項目というの

が、特に全体を引っ張って低くなっているというのがございましたので、こ

ちらについては超過勤務の縮減というようなことで、毎月の運営会議でテ

スト化や安全衛生委員会で取組みをやっていたというところですけども、

特に職種間でいくと事務職で数値が下がっているようなところでございま

して、目標には達していないという状況でございます。 

どうぞ。伊関委員。 

そこに事務職が低いというふうに盛り込んでください。 

病院評価の中では事務系職員が低いということで、自己評価の中にき

ちっと書いてございます。 

どうぞ。院長。 

病児保育を全くやっていない訳ではなくて、発熱とかの子供さんがいた

場合にはすぐに小児病棟で対応すると。その間母親は働けるという環境

は作っていますので、表立ってここの場所に幼児保育として管理するとい

う場所は無いというだけであって、機能的にはそういう形でいまは対応さ

せてもらっているということは言えると思います。 

細田先生。 

学会の援助とか認定看護師を取得するために補助を出すということは

非常に良いことだと思うのですけども、費用の縮減ということと全く相反す

ることになりますよね。当院では、例えば医者は２回まで交通費を出すと

いう事や、他の参加費を出すということをやっているのですが、すべてひっ

くるめると年間１千万円以上になります。費用の縮減ということを考える

と、認定看護師取った途端にやめてしまう人もいる訳ですから、非常に難

しい。 

それで１つお聞きしたいのは、制限を設けているのかどうかということ

と、それから今言ったディスクレパンシーのことをどう考えているのか。イ

ンセンティブを付けたほうが絶対良いと思うのです。良いと思うのですけ

ど、病院経営のことを考えると難しいということで、そこら辺をお聞きしたい

と思います。 

それでは院長お願いします。 

制限は設けています。設けていますけれども、これは投資すべきと考え

ていますので、経費節減、縮減のための項目に入れるというのは避ける

べきだと僕自身思っています。というのも、将来投資ですし、質にも絡む話

ですし、それから個人のモチベーションにも係る話ですし、今コメディカル

の方もどういうふうに支援していくかいうことも、むしろ拡大して考えていか
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細田委員 

水谷委員長 

落合委員 

水谷委員長 

波田野財務課長

ないと、先ほどの職員満足度にも基本的にはつながってくる事ですし、投

資することによって得られるものの方が大きいというふうに理解しています

ので、その対象にしたいとは今まで思ったことはありません。

長い目で見ればすごい投資ですし、病院の質も上げますから重要なこ

とだと思うのですが、ただ、なかなか経営上厳しいのではないかということ

で意見として挙げさせていただきました。 

はい。ありがとうございました。 

落合先生。 

今の点は私も院長に賛成です。あと、図書室の整備も同じように削減

はできないので一定のところはあると思います。 

同じ項目について伺いたいのですけど、資格ということなのですけど、

これは学会で専門医になったとか、あるいは指導医がいるというようなと

いうことのように理解しているのですけど。 

中心静脈に挿入する時の技術がどうやるとかですね、あるいはＢＬＳを

取っているとか、ＡＣＬＳを取っているか、そういったこと。あるいは当直を

するためにはどういうとこまでの技量があったら当直して良いとかですね。

あるいは、何をするのにも１人でできるのか、２人でやらなきゃいけないの

か、指導医の元にやらなきゃいけないのかというような、いわゆるコンピテ

ンシーとプリビレッジとか言うのですかね。そういったことに関するようなル

ールが有るのか無いのかそういうことを検討していくのが、真に医療の質

という話になってくると思うので、そのへんもご検討いただけたらと思いま

す。ＪＣＩとかいうような判定基準には、そういう事が１人１人出て、対応して

いる職員の能力表が厳密に確認できているのか問われるというのがある

ので、そういう点は参考にしていただきたいと思います。 

その辺の評価については、これからどんどん進めていったほうが病院

のためになると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、今の大項目としては B評価ということでよろしいでしょうか。 

それでは B 評価とさせていただきます。これで８つの大項目は終了しま

したので、議事を次に進めさせていただきます。 

収支計画の説明の前に、評価について確認をさせていただきたいので

すけども、小項目の評価については病院の評価ということでこのままにし

ていただきまして、委員会では大項目の評価ということにさせていただき

たいと思いますので、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」について、説明いた

します。 

資料 50 ページをご覧ください。 

まず、「収支計画の達成状況」といたしまして、さいたま市立病院

の平成 27 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
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りまして、それぞれ、上から、収入、支出などの科目、そして目標値・

実績値ですが、左から、前年度の平成 26 年度実績値、その右側に、

平成 27 年度目標値、実績値（見込）を記載しております。 

 なお、収益的収支については、損益ベースですので「税抜き」とな

っております。 

 それでは、平成 27 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番上にある、「１．医業収益」をご覧ください。 

 「医業収益」は、139 億 3,500 万円で、その内訳ですが、 

『（１）入院収入』が、103 億 6,100 万円、 

『（２）外来収入』が、30 億 8,400 万円、 

『（３）その他』が、一般会計繰入金の３億 1,300 万円などを含み、

合計で４億 9,000 万円となっております。 

次に、「２．医業外収益」ですが、「医業外収益」は、 

10 億 1,800 万円で、その内訳は、一般会計繰入金である『（１）他会

計負担金・補助金』が、８億 4,100 万円、『（２）国県補助金』が、 

2,800 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１億 4,900 万円となっておりま

す。 

 これら、「医業収益」と「医業外収益」を加えた、「経常収益」は、

149 億 5,300 万円となっております。 

 次に、支出の「１．医業費用」をご覧ください。 

「医業費用」は、138 億 6,200 万円で、その内訳は、 

 『（１）職員給与費』が、66 億 4,700 万円、 

 『（２）材料費』が、31 億 8,100 万円、 

 『（３）経費』が、34 億 5,100 万円、 

 『（４）減価償却費』が、５億 3,500 万円、 

 『（５）その他』が、研究研修費などで、4,800 万円となっており

ます。 

次に、「２．医業外費用」をご覧ください。 

「医業外費用」は、６億 2,000 万円で、その内訳は、『（１）支払利

息』が、3,900 万円、 

 『（２）その他』が、控除対象外消費税や、職員宿舎費などで、 

５億 8,100 万円となっております。 

 これら、「医業費用」と「医業外費用」を加えた、「経常費用」は、

144 億 8,200 万円となっており、経常収益から、経常費用を差し引い

た「経常損益」は、４億 7,100 万円となっております。 

次に、特別損益ですが、「１.特別利益」、「２.特別損失」ともにあ

りませんでした。 
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「純損益」は、「経常損益」と同額の４億 7,100 万円となっており

ます。 

「累積欠損金」はございません。 

 続きまして、右側の表の、資本的収支の平成 27 年度実績値の見込

ですが、収入につきましては、 

「１．企業債」は、２億 8,900 万円、 

一般会計繰入金である、「２．他会計出資金」は、 

５億 6,200 万円、「３．国県補助金」はありませんでしたので、収入

の合計は、８億 5,100 万円となっております。 

次に支出ですが、 

 「１．建設改良費」が、13 億８００万円、 

 「２．企業債償還金」が、２億 1,400 万円で、 

支出の合計は、15 億 2,200 万円となっております。 

 なお、収入の他会計出資金には、翌年度繰越額に係る財源充当額が

４億 4,100 万円ございまして、支出から、この金額を除いた収入を差

し引いた、「差引不足額」が 11 億 1,200 万円となっており、補てん財

源として、「１．損益勘定留保資金」で同額充当しております。 

企業債残高は、16 億 300 万円となっております。 

続きまして、資料 51 ページの「主要経営指標の達成状況」をご覧

ください。 

まず、「医療関係指標」につきまして説明いたします。 

表の左側から、前年度の平成 26 年度実績値、平成 27 年度の目標値、

実績値（見込）、その右側に達成率、「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、4,709 件となっております。 

26 年度と比較いたしまして、外科で 72 件の減、小児外科で 63 件

の減となるなど、多くの診療科で前年度を下回りましたが、27 年度

目標値は達成しております。 

次に「救急搬送件数」ですが、6,141 で、救急車の受入れに積極的

に取り組んだこともあり、26 年度比 232 件の増となり、27 年度目標

値を達成しました。 

 次に、「平均在院日数」ですが、12.3 日で、入院患者が退院後も安

全な療養が継続できるよう院内での連携や、早期からの退院調整を行

ったことなどにより、26 年度比０．２日の短縮となり、目標値を達

成しております。 

 次に、「紹介率」ですが、地域医療機関から紹介を受けて受診した

患者の割合が 56.7％で、26 年度比３．９ポイントの増となりました

が、27 年度目標値は達成できませんでした。 

 次に、「逆紹介率」ですが、当院から地域医療機関に紹介した患者
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の割合が、37.1％で、26 年度比 11.3 ポイントの減となり、27 年度目

標値につきましても達成できませんでした。 

 資料の 52 ページをご覧ください。 

次に「財務関係指標」につきまして、説明いたします。 

 まず「医業収支比率」ですが、100.5％となっております。 

 職員増による職員給与費の増、招へい医師や専修医に対する報償費

の増や委託費の増などにより医業費用が 26 年度比約２億５千万円の

増となりましたが、ハイケアユニット４床増床による入院医療管理料

の増、薬剤師の増員による薬剤管理指導料の増や外来収益の増などに

より、医業収益が 26 年度比約５億円の増となったとから、医業収支

比率は 26 年度比１.８ポイントの増となり、目標値を達成しておりま

す。 

次に、「経常収支比率」は、103.3％となっております。 

 医業費用が 26 年度比約２億５千万円の増となったほか、小児科の

収益増などにより一般会計繰入金が 26 年度比約１億８千万円の減と

なりましたが、医業収益が約５億円の増となったことから、経常収支

比率は 26 年度比０．３ポイントの増となり、目標値を達成しており

ます。 

次に、「職員給与費対医業収益比率」は、47.7％となっております。

 職員増により職員給与費が 26 年度比１億 1,800 万円の増となりま

したが、医業収益が約５億円の増となったことから、職員給与費対医

業収益比率は、26 年度比０．９ポイント改善し、目標値を達成して

おります。 

次に、「材料費対医業収益比率」は、22.8％となりました。 

 医業収益の増加に加え、薬品費や診療材料費の縮減に努め、材料費

を 26 年度比 4,400 万円の増に抑えたことから、材料費対医業収益比

率は 26 年度比０．５ポイント改善し、目標値を達成しております。

 次に、「他会計繰入金対経常収益比率」は、７．７％となりました。

小児科の収益増などにより一般会計繰入金が 26 年度比約１億８千

万円の減となったことから、26 年度比１．３ポイントの減となり、

目標値を下回っております。 

次に、「一般病床利用率」は、83.4％となっております。 

 一般病床の入院延患者数が26年度比986人の減となったことから、

一般病床利用率は 26 年度比０．８ポイントの減となり、目標値を下

回っております。 

 「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』

ですが、62,775 円となっております。 

 眼科、心臓血管外科、泌尿器科など、多くの診療科において、26

年度比で増となったことから、全体でも 26 年度比 1,755 円の増とな
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り、目標値を達成しております。 

次に、「一日平均外来患者数」は、979.6 人となっております。 

 26 年度からは微増となりましたが、27 年度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、12,957 円となりました。 

 延外来患者数は、診療実日数が 26 年度より１日少なかったことも

あり、26 年度比 239 人の減となりましたが、外来新患者数が 26 年度

比 914 人の増となったことから、外来患者一人一日当たり収入は 26

年度比 1,116 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、資料の 53 ページをご覧ください。 

こちらは、平成 26 年度末から平成 27 年度末の増減額を示した貸借

対照表の状況をお示ししております。 

 まず、「１．固定資産」につきましては、約６億 9,800 万円の増と

なっております。 

これは、主にＥＳＣＯエネルギーセンター更新事業として３億円、

施設整備実施設計業務として約３億 4,450 万円支出したことにより、

建設仮勘定が約６億 4,600 万円の増となったことによるものです。 

 次に、「２．流動資産」が約６億 5,000 万円の増となっております。

これは、主に現金預金が約２億 4,700 万円の増、未収金が約３億

1,200 万円の増、貯蔵品が約 9,200 万円の増となったことによるもの

です。 

 続きまして、表の右側の「３．固定負債」になりますが、約１億

1,500 万円の減となっております。 

これは、退職者が増加したため、退職給付費引当金の取崩し額が増

加したことにより、退職給付引当金が約１億 6,700 万円の減となった

ことによるものです。 

 次に、「４．流動負債」につきましては、約４億 8,600 万円の増と

なっております。 

これは、主に未払金が約５億４００万円の増となったことによるも

のです。 

 次に、「５．繰延収益」につきまして、約 5,600 万円の減となって

おります。これは、収益化により長期前受金が減少したことによる

ものです。 

「６．資本金」につきましては、約５億 6,200 万円の増となってお

ります。 

これは、他会計出資金の受け入れにより、自己資本金が増加したこ

とによるものです。 

 「７．剰余金」につきましては、約４億 7,100 万円の増となってお
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ります。 

 以上のことから、平成 27 年度末（見込）の資産合計は、左の表の

１番下になりますが、26 年度比約 13 億 4,800 万円の増で 

約 167 億 5,800 万円、負債合計は右の表の下にありますが、26 年度

比約３億 1,500 万円の増で約 73 億 3,100 万円、資本合計は下から２

番目になりますが、26 年度比約 10 億 3,300 万円の増で約 94 億 2,700

万円となっております。 

最後に、１番下の負債資本合計は、26 年度比 13 億 4,800 万円の増

で 167 億 5,800 万円となっており、資産合計と一致しております。 

「収支計画・主要経営指標の達成状況」の説明は以上です。 

 ありがとうございました。市立病院平成 27 年度の収支計画と主要経営

指標の達成状況について説明を頂きました。質問あるでしょうか。 

 はい。伊関さん。 

全部言っておかなければいけないと思うので。５年前の作った目標の達

成率は意味がない。繰り返し言います。従来、前年に対しての比較で、先

ほど収益が伸び悩んでいるのではないかと言ったんですけど、見るべきと

ころは大体決まっていて、52 ページの下から３番目の入院患者１日１人あ

たりの収入が、前年が 61,020 円だったのが、62,775 円になって伸びたこ

と、これは評価すべきなのです。あんまりあれこれ言わないで、ここが１番

重要です。これが伸びていて、その原因がおそらく医業収支比率で出てく

るハイケアユニット４床の増床と、薬剤師の管理指導料の増はそんな大し

たことは無いとは思うのだけども、そのあたりが大きいのかなと見ていま

す。勢いが無いと言いましたが、まだ勢いあります。これは前言撤回しま

す。頑張ってもらいます。 

ただ、１つ気になったのは、53 ページの貸借対照表で、色々言われまし

たが、ポイントは現金です。現金が 43 億から 46 億の２億４千万しか増え

ていないのですよ。要はこの大きい建物を作るのに、できれば現金100億

くらい持っていて、80億くらい取り崩したいのが私の一般的なイメージなの

ですけど、いくら稼いでも稼いでも。結局なぜかと言うと、50 ページで、収

益的収支の他会計負担金・補助金が、要は経営がいいからって10億から

８億４千万に削られているのですよ。１億いくら減っているのです。もう一

つは資本的収支。いろんな建設事業費で平成 27 年度 13 億つかっている

のですけど、その多くが下の方の補てん財源の損益勘定留保資金。要

は、現金つかってやっているのでいくら現金貯めようと思っても貯まらなく

て。企業債は２億８千万しかないのですよ。要は本来であれば今の時点で

企業債でやって、一部はさいたま市に負担してもらうというのが一般的な

公益企業のあり方なんですけど、さいたま市の財政課が出してくれず、一

般会計からの繰入金もそうだし、内部留保があるからそれを取り崩せと、

起債は罷りならぬという形で、全然現金が増えない様な状態になっている
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ことが、さいたま市立病院の財務状態を将来の建設に対して非常に危な

いものにしているのです。あえて厳しいことを言います。私も大利根町の

企画財政課長をやったことあるのでわかりますから。要は借金でやってし

まって、その時にガツンと返済がやってきてそのときのスタッフが大変な思

いをするのですよ。できれば病院の建築は、その建築のときの起債を少

な目にして、毎年の返済を少なくしていかないと、今度医療が破壊されて

しまうので。それと全く反対のことをやっているのがさいたま市の財政課で

あり、さいたま市の病院会計だという話なのですよ。ひたすら厳しいことを

言って申し訳ないのですが、そうじゃないと、結局つくったあとの借金を病

院職員が返していかなければならないので、それがわかっているからあえ

て厳しいことを言います。 

返済のための基金を例えば積んでおくとか、繰入金ルールは確かに厳

しくやっていると思いますが、しかし例えば 12 億円で固定して残りの分を

基金で積んで 80 億くらいためて、それを取り崩して建物の返済に使おうと

いう形にしないと、５年たってもおそらく 60 億くらいの現金しかなくて、取り

崩しが 2、30 億しかなくて、残りの 300 億近くはオール企業債になります。

そして、いわゆる交付税措置は今 25％に下がっていますから、その分半

分は市が出すかもしれないですけど、残りの半分は病院が稼がなければ

ならないのですよ。そういうのを考えると、ここで細かい事たくさん言ってポ

イントが分からなくなるのですが、手持ちの現金をとにかくいっぱい手厚く

する。これがものすごく重要。この話をきちんと次の局長さんないしは市長

さんに伝えておかないと、さいたま市立病院破たんしますよ。私、この設

計に携わりました。少し豪華かなと思ったのですけど、100 億くらい現金貯

まるから何とかなるかと思ったんですよ。全然増えてないですよ。それで

２、３年前に現金取り崩しが容易では無いという話になったのです。いくら

金利安いといっても起債をやると１．５倍くらい返さなければならないの

で、できるだけ借金は少なくされることが重要だと思います。 

なかなか指摘がきつくて大変だと思いますけれど、これは本当のところ

だと思うので、後々困らないようにするためにはしっかりと耳を傾けていた

だいて、市長や議会にこういう意見があったということを伝えていかない

と、後々困るのは病院のスタッフ皆が困ることになるので、そうならないよ

うに今から手を打っていくということも大事な様な気がいたします。本当に

貴重なご意見、伊関先生ありがとうございました。 

他の先生から何かありますか。はい冨田委員。 

本当に伊関先生のおっしゃるような黒字倒産になりかけないかなと思い

ます。 

私は収益の事を言いますけども、結果はすごく良いのですけれども、こ

の色々な指標の目標値が非常に低いのですね。前年の実績よりも低い目

標を立てているというのはあまり無い。手術はもしかしたら医者の数とか
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あるのかもしれないですけど、逆紹介率とか１人当たりの収益ですとか、

前年よりも低い目標を普通あまり立てないものなので、少し目標設定が低

いのかなという気がしました。 

それと今回の総務省の公営企業の考え方をしても、医業収益を重視し

ている時代になりましたので、経常収益しか書いていないのですけども、

一般的にはいわば営業収益、医業収益というのをきちんと出している病

院は少ないので是非書いていただきたいなと思います。 

それと私が聞きたいのですけども、この企業債が急に減ったのは後ろ

に伸びたのでしょうか。それとも起債やめて手持ちの現金つかったという

伊関さんのが正しいのでしょうか。もしずれたのであれば、何十億のもの

がこんなに 10 分の１になってしまうというのは、計画が違ってきたのであ

ればその辺教えてもらえないでしょうか。 

逓次繰越で延びている部分です。 

後ろ倒しになったということで、出してくれないという訳ではないですね。

よろしいですか。それでは、この部分につきましては伊関先生の大熱弁

がありましたので、その辺はしっかりと受け止めていただきたいと思いま

す。 

最後に全体評価といたしまして、市立病院の中期経営計画の達成状況

につきまして、委員の皆様から一言ずつご意見を伺いたいと思います。ま

ず落合先生の方から順番にお願いしたいと思います。 

一言で申し上げて非常に良くやっておられると思います。自分がやって

いた病院のなかで比べても、収支という意味では良く頑張っておられると

思います。ただ、同じく目標とされる病院ということからすると、600 床ぐら

いの同じような病院だったのですけども、一日当たりの患者さんの単価と

いう点からするとまだ差があると思います。 

私としては、次回教えていただきたいのですけども、今病院は人口が減

で、高齢者が増えて非常に問題になっているというのが一般論なんです

けど、さいたま市、特に浦和のあたりは浦和駅降りてきても若い人はいっ

ぱいいますし、赤ちゃんを連れている親御さんはいっぱいいるし、ずいぶ

ん他の都市と比べると環境が違いますよね。それが本当に違うのかどう

かというようなところで、患者背景としての年齢ですとかということを知りた

い。加えて、この病院がカバーしている地域はどれくらいで、全体の来ら

れる患者さんの何割が例えば三室地区から来られ、何割がどこから来ら

れ、浦和でなくて大宮が来られているというような数値、表をいただきた

い。それから救急患者さんについては、今まで 4,500 件くらいの実績があ

る訳だけど、来られる患者さんは何歳の患者さんが運んで来られている

のかというような資料を見せていただきたいなと思います。この資料はお

金の行き来だけが書いてあってそこが見られないとベンチマークとして他

所の病院と比べてみるとかいうときに講評などが言えないのでそういう資
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料を用意していただければなと思います。ありがとうございます。 

そういうデータありますよね。ですから次回の委員会でもしできたらいた

だけたらと思います。よろしくお願いします。では細田先生。 

同じさいたま市の病院なのですけれども、さいたま市立病院ですから市

民のための病院ということで、結果は頑張ってらっしゃるなということが分

かります。ただ、この評価というのはさいたま市医療ビジョン研究会等で今

後の地域医療構想をある程度は考えていると思うですけれども、この評

価は市立病院のことだけなので、これから高齢者がどんどん増えて人口

は減る、それから医療ビジョン研究会でどういう疾病が増えるかというのを

きちんと出していますよね。だからそういうことを考えた上でのビジョンとい

うものを建てなければいけないのではないかなというふうに思っていま

す。病院を建て替えて急性期だけやるのではなく、全体のことをもう少し見

ていただいたほうが良いのではないかという気がいたします。 

以上です。 

とにかく繰り返しになりますけど、この病院に私命預けているというとこ

があるので、普段の病院とは少し違う。普段はこんなに喋らないですけど

ね。ただ、現場の人たちが大変な思いをしているのがやはり市役所本体

の理解が無くて、事務職員の方たちが一生懸命やっているのは十分良く

分かっているのですけど、それが伝わっていないところのミスマッチはや

はりあると思うので。本当に全国いい病院沢山みていますけど、良い病院

はやはり市役所が病院の現場に対して理解を示して、市と病院が一体と

なって生き残りをかけて取り組んでいるところだけが生き残ると思うので。

少しまだ足元の経営はいいですけど、本当に５年、10 年先安泰かというと

まだまだ死角が沢山あるので、その死角を埋めていくことが必要なんだろ

ういうふうに思っています。 

ありがとうございます。冨田委員お願いします。 

私も同感です。経営指標は良いし、貸借対照表を見てみますと自己資

本比率 56％となっていて、民間と比べてもすごく良い。こんなに良いところ

の何が悩みだろうというと、やはり伊関さんのおっしゃるように、中身は良

いのですけど、策が足りない。もう少し皆さんしたたかになって、どうやって

市からお金を出してもらうとか、どうやって貯めこむとか、それから長期的

ビジョンで先ほどおっしゃったように本当に急性期だけでいいのか、場合

によっては豹変するというか、自分をもっと変えていくというか、だからこそ

企画職がいるのですよね。将来どうなるという人口予測とか、今医療の世

界でずいぶん人口予測の話が出ているのですけども。そういうことで、こ

のさいたま市はどうなのかなとか。落合先生がおっしゃるように資料が無

いのでそれ以上の事は言えないのですけども、今後の人口動態とか、ど

この地域とか、近くに病院が出来れば患者さん持って行かれる可能性が

あるので、どんな強みを持っていくかとか戦略を選んでいくというのが今後
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の課題だと思いますので、是非経営職の方々に力を発揮していただい

て、さっき無かったのですけども、看護師とお医者さんは一生懸命研修す

るんですけども、事務の研修費を全然書いていないんですね。事務の人

にも、もっと勉強していただきたいのでその予算を取っていただきたいなと

改めて思います。 

それでは最後になりますけども、星野委員、初めての事で戸惑うことも

あったと思いますけども、一言いただければと思います。 

大変勉強させていただきましてありがとうございました。平成２９年６月

から工事が始まるという話を承っておりますので、地域といたしましては周

辺の環境整備等で協力をさせていただければと思っておりますのでよろし

くお願いいたします。緑区は、10 区の中でも今人口の伸び率が一番高い

区と言われていますので。 

また、ＣＳ９０ということでさいたま市は非常に住みよい、明るい街だとい

うことで宣伝しております。また他に色々な活動をしてお金も使っているの

で、この収支計画達成状況を見させてもらって、市立病院に対する補助金

がこんなものなのかと思っているところでございます。一つの行事でこれ

以上の予算を使っている行事がいっぱいあると思うのですけど、今度市

長に会いましたら、その辺の話をさせていただきたいと思っておりますの

でよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

ありがとうございました。ただ今皆様から頂戴いたしました意見を基に、

次回までに事務局の方々に全体をまとめていただきたいと思いますので

よろしくお願いいたします。 

3 その他 

水谷委員長 

波田野財務課長

落合委員 

最後にその他ですけど、事務局から何かございますでしょうか。 

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。次回の委員会では、本日、皆様に評価していただいた内容やご意

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。 

また、次回の委員会では、平成 29 年度から 32 年度までを計画期間

とする次期中期経営計画の骨子案をお示ししたいと考えております。

委員の皆様方からは、忌憚のないご意見をいただきまして、当院のさ

らなる医療機能の充実や健全経営に資するような計画にしていきた

いと考えております。 

なお、次回開催は、８月 18 日木曜日 14 時から、場所は本日と同じ

くサービス棟２階第１・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。 

一言いいですか。是非局長さんにお願いしたいのですけど、病院の

医療現場の方のスタッフなんですけど、医療の質と安全その事だけ考

えて、本当に自分の家族が病気になったら是非この病院に連れて行き
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水谷委員長 

藤原保健福祉局長

たいと思えるような事だけを考えさせるような経営でなければ駄目

でね。お金のこととか人数のこととか、この病院がどういう方向に行

くべきかということは本当に企画というか、事務というか、この病院

であればさいたま市のミッションがどの方向へということで、それを

こういうミッションの病院だからここで働いてもらえますかという

形で医者を連れてくるというふうにしなきゃダメなので、是非何にも

わからない事務がゴロゴロ来るような病院だけはやめて欲しいんで

すよ。それやって失敗している病院は全国にいくらでもある。本当に

強い病院はそこで働いている事務、企画それが一番しっかりしてい

る。そういう人たちが、極端なこと言うと、毎月行われている中医協

の会議なんかに必ず行ってアンテナ立ててウォッチしているんです

よね。それで来年はどうなるということを見ながらやっているので、

そういうことを後になって出てきたから、急に追っかけてあれをし

ろ、これをしろというような形の経営の追っかけるような病院になる

と、医療スタッフは逃げていくことになるんです。それで、医者や看

護師が集まらない病院を作ってしまって、その後なんとかしようとな

ってそれで潰れている病院がたくさんあることは肝に銘じていただ

きたいと思います。ここは先々のことはまだ分かりませんけども、今

のところは人口は増えていてということで、医師とか研修医とかにし

てみたら、来てみて働きたい地域の病院であることは間違いがないん

ですよ。ですからその大きな地の利を利用して、是非市がバックアッ

プしてあそこだったら働きたいという環境を醸し出す病院にしてい

ただきたいと正直思います。すいません。勝手なこと言いましたけど。

どうぞ藤原さん。 

本日は貴重なご意見ありがとうございます。先ほどお話ししました

けれど、私この病院のケースワーカーを７年ほど務めさせていただき

ましたときに、その当時の先生の方から医師というものは治療に専念

したいのだと、その他のことは事務の方でやって欲しいという事をい

われた事がありまして、患者さんの転院ですとか、退院先とかいうも

のについてはケースワーカーとしてしっかりと対応するという思い

で７年間勤めさせていただいた経緯がございますので、先生のお話も

重々私としても認識しております。ただ、一般会計の繰入もそうです

し、経営形態の事もそうですけれども、あり方検討会で議論された後、

滞ってしまっているのが現状でございますので、それを何とか私は１

年しかございませんですけども、もう少し形をしっかりと外へ出せる

ような体制にまずは持っていきたいと思っておりますので、今回いた

だいた皆さんのご意見は非常に私の後押し、また院長の後押しになる

かと思っておりますので、今後とも是非ご意見の方賜りたいと思って

いますので今後ともどうぞよろしくお願いします。
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4 閉会 

水谷委員長 力強いお言葉ありがとうございました。それではこれでお開きとさ

せていただきます。ありがとうございました。


