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第 5回さいたま市立病院経営評価委員会議事録 

日時 平成 26 年 8 月 28 日（木） 14 時 00 分～17 時 25 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 

元さいたま市自治会連合会副会長 中村委員 

傍聴者 0 人 

事務局 青木保健福祉局理事 

保健部 

服部保健部長 

（地域医療課）海老名課長

市立病院 

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 

山本理事兼経営部長、工藤経営部次長 

（庶務課）杉崎課長、石黒病院施設整備室長、渋谷庶務課長補佐兼

施設管理係長、越田係長、今井主任、飯島主事 

（財務課）吉原課長、吉田主任、佐久間主事 

（医事課）貝吹課長、大谷医事課長補佐兼医療相談係長、坂庭係長、

廣瀬主事 

市立病院診療部  

（薬剤科） 福田薬剤科長

会議次第 1 開 会 

2 議 事 

  （1）委員長の選出 

  （2）中期経営計画の達成状況に対する評価について 

3 その他 

4 閉 会 

配付資料 資料 1 中期経営計画の達成状況（平成 25 年度）に対する評価について 
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配付資料の確認 

（吉原財務課長） それでは、定刻となりましたので、ただいまから第 5 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。 

委員の皆様におかれましては、ご多忙中にもかかわらず会議にご出席

いただき、誠にありがとうございます。 

申しおくれましたが、私は本日の進行を務めさせていただきます財務課

長の吉原でございます。よろしくお願いいたします。 

始める前に、まず資料の確認をお願いいたします。本日お配りいたしま

したのは、委員の皆様の名簿、それと配席図となっております。また、事

前に送付させていただきました資料といたしまして、「次第」、それから「中

期経営計画の達成状況に対する評価について」でございます。お手元に

資料のない方はいらっしゃいますでしょうか。 

特にないようですので、先に進みたいと思います。 

1 委員及び事務

局職員の紹介 

（吉原財務課長） 

（細田委員） 

（吉原財務課長） 

（水谷委員） 

それでは、開会に先立ちまして、まず前回の委員会から 2 名の委員の

方々が変更になりました。前浦和医師会長として本委員会の委員長を務

めていただきました阿部委員と前川崎市病院事業管理者であります秋月

委員が退任されまして、新たに 2 名の方に本委員会の委員として就任い

ただいております。お名前を申し上げますので、簡単に自己紹介をお願い

いたします。 

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の

細田洋一郎様でございます。 

ご紹介いただきました細田でございます。病院名は、大変長い名前な

のでＪＣＨＯと呼ばれており、この 4 月からＪＣＨＯ埼玉メディカルセンター

へと名称が変わりました。名称だけではなくて開設母体も変わり、それま

でが埼玉社会保険病院として社会保険庁の病院だったのですが、今回社

会保険病院と厚生年金病院と船員保険病院が一緒になって独立行政法

人という形で地域医療に貢献していくことになりましたので、今後ともよろ

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、浦和医師会長の水谷元雄様でございます。 

浦和医師会長の水谷でございます。これまで阿部先生が会長をされて

おりましたが、今年の6月の総会で会長交代となり、私が会長に就任いた

しました。よろしくお願いいたします。 
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（吉原財務課長） 

（窪地院長） 

（吉原財務課長） 

（青木理事） 

（吉原財務課長） 

（山本経営部長） 

（吉原財務課長） 

（服部保健部長） 

（吉原財務課長） 

（堀之内副院長） 

（吉原財務課長） 

（小川副院長） 

（吉原財務課長） 

（海老名地域医療課長） 

（吉原財務課長） 

ありがとうございました。 

それでは続きまして、事務局側の職員につきましても人事異動がござ

いましたので、紹介をさせていただきます。 

まず、平成 26 年度より新たにさいたま市立病院の院長に就任されまし

た窪地淳院長でございます。 

窪地でございます。前回は副院長として出席させていただきましたけれ

ども、今回から院長としてこの委員会に出席しておりますので、よろしくお

願いいたします。 

青木龍哉保健福祉局理事でございます。 

青木でございます。よろしくお願いします。 

山本信二保健福祉局理事兼市立病院経営部長でございます。 

山本でございます。よろしくお願いいたします。 

服部智保健部長でございます。 

服部でございます。よろしくお願いいたします。 

堀之内宏久副院長でございます。 

堀之内です。よろしくお願いいたします。 

小山卓史副院長でございますが、ただいま所用のため不在でございま

す。用が済み次第、出席する予定となっております。 

続きまして、小川裕美子副院長兼看護部長でございます。 

小川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

海老名英治地域医療課長でございます。 

海老名でございます。よろしくお願いいたします。 

杉崎則夫庶務課長でございます。 
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（杉崎庶務課長） 

（吉原財務課長） 

（貝吹医事課長） 

（吉原財務課長） 

（福田薬剤科長） 

（吉原財務課長） 

（石黒病院施設整備室長）

（吉原財務課長） 

（窪地院長） 

杉崎でございます。よろしくお願いいたします。 

貝吹博司医事課長でございます。 

貝吹です。よろしくお願いいたします。 

福田隆之薬剤科長でございます。 

福田です。よろしくお願いいたします。 

石黒達夫庶務課病院施設整備室長でございます。 

石黒でございます。よろしくお願いいたします。 

その他関係職員といたしまして、事務局側の職員が同席させていただ

いております。よろしくお願いいたします。 

それでは、事務局を代表いたしまして、院長の窪地よりご挨拶をさせて

いただきます。 

本日は、委員の皆様におかれましては、ご多忙にもかかわらず本委員

会にご出席いただき、まことにありがとうございます。 

近年医療を取り巻く環境が急速に大きく変わろうとしていることは、皆様

のご承知のとおりでございます。特に今回行われました平成 26 年度の診

療報酬改定のコンセプトとして、地域における医療機関の機能分化と在

宅医療の充実に向けた地域包括ケアシステムの構築などが今まで以上

に強く打ち出され、将来の地域医療ビジョンに基づいた当施設の立ち位

置を決めていかなければならない時期も迫りつつあります。 

このような状況の中で、当院におきましては、老朽化の進む施設の整

備を行うため、昨年度末にさいたま市立病院施設整備基本計画を策定い

たしました。埼玉県は、医療過疎と言われて久しく、近い将来、超高齢化

を迎える県として挙げられている状況からも、さいたま市唯一の公立病院

であるさいたま市立病院が地域完結型医療の要となり、市民に高度な医

療を提供できるように医療機能の強化を図ることといたしました。 

計画した施設整備が順調に進められるよう、中期経営計画を着実に推

進し、健全経営を継続させなければなりません。本日の本委員会では、

平成 25年度の中期経営計画の達成状況について評価していただくことと

なっておりますが、委員の皆様にはこのような観点からご指導くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

最後に、皆様に平素からご指導、ご支援をいただき、おかげをもちまし
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（吉原財務課長） 

て、この 6月にさいたま市立病院が平成26年度の自治体優良病院として

総務大臣に表彰を受けましたことをここにご報告申し上げ、経営評価委員

会の開催に向けてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

続きまして、本日の傍聴に関しまして、傍聴者はございません。 

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、あらかじめご承知おきいただければと思います。 

2 議事 

（1）委員長の選

出 

（吉原財務課長） 

（伊関委員） 

（吉原財務課長） 

（水谷委員長） 

それでは、次第に沿いまして、議事に入らせていただきたいと思いま

す。 

まず、次第の 2の議事の「（1）委員長の選出」でございます。 

前委員長でありました阿部委員が退任しておりますので、ここで新たに

委員長を選出していただくことになります。 

どなたかご意見、またはご推薦等がありましたらよろしくお願いいたしま

す。 

前回の阿部委員長に引き続きまして、地元の浦和医師会の水谷先生

がふさわしいと思いますので、ぜひご就任いただければなと考えておりま

す。 

ありがとうございます。 

他にご意見等ございますか。 

特にないようですので、水谷委員に委員長をお願いするということでご

異議ございませんでしょうか。 

異議がないようですので、水谷委員を委員長として決定させていただき

ます。 

水谷委員におかれましては、委員長席の方へ移動をお願いいたしま

す。 

ただいま委員の皆様のご推挙によりまして委員長をさせていただくこと

になりました水谷でございます。これから委員の皆様のご協力のもと、委

員長の責務を全うしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いし

たいと思います。 

早速ですが、副委員長の選出を行いたいと思います。副委員長の選出
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については、委員会の承認を得て委員長が指名することになっておりま

すが、前回まで伊関委員に副委員長をお務めいただいたと聞いておりま

すので、引き続き伊関委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

それでは、異議がないようですので副委員長は伊関委員にお願いした

いと思います。 

（2）中期経営計

画の達成状況に

対する評価につ

いて【項目評価】 

（水谷委員長） 

（吉原財務課長） 

続きまして、議事の「中期経営計画の達成状況に対する評価について」

に入ります。 

まず、方向性実現に向けた取組の大項目ごとに評価を行い、次に収支

計画・主要経営指標について委員の皆様より意見を伺った上で、全体的

な評価を行いたいと思います。 

それでは、早速項目評価から行っていきたいと思いますが、1 つの大項

目の説明が終わった後、委員の皆様のご意見をいただきます。 

なお、大項目は 8 項目ございますので、1 項目当たりの質疑応答は 10

分程度で考えております。委員の皆様には、進行にご協力をお願いいた

します。 

それでは、「医療機能・施設面の充実」から事務局より説明をお願いい

たします。 

それではまず、お手元の資料の中期経営計画の達成状況に対する評

価についての 2 ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらが今回の

項目評価の一覧となっております。各項目については、病院評価として、

市立病院が小項目ごとにｓからｄの 5段階で評価を行っております。 

2 ページ目をご覧いただきたいと思います。こちらが今回の項目評価の

一覧になっておりまして、各項目について病院評価として、市立病院が小

項目ごとにｓからｄまでの 5段階で評価を行っております。 

資料の右下に記載しておりますように、まずｓにつきましては、中期経

営計画の目標を大幅に上回り、特にすぐれた成果が認められるというケ

ースでございます。ａにつきましては、中期経営計画の目標を達成または

上回っているとして、実績値が目標値に対して100％以上の場合等でござ

います。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いうこと
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で、実績値が目標値に対して80％以上100％未満の場合等であります。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いうことで、実績

値が目標値の 80％未満の場合ということでございます。ｄにつきまして

は、未着手または中期経営計画の目標を大幅に下回っているということ

で、未着手または実績値が目標値の 60％未満かつ取組の実施につきま

して重大な問題が生じているなどの場合でございます。 

続きまして、資料の 3 ページをご覧いただきたいと思います。ページの

上部に大項目名、病院評価平均値、平均値による評価、評価委員会の

評価の欄がございます。次に、中項目、小項目の表で、平成 25 年度の年

度目標として、中期経営計画上の目標と取組目標を記載し、右の欄に実

績と取組内容、病院評価説明、それから病院評価（スコア）を記載してお

り、下段には昨年度の取組内容や病院評価、平成 26 年度以降の取組予

定などを記載しているところであります。 

このうち資料上段の平均値による評価につきましては、小項目ごとの

病院評価がｓの場合は 10点、ａは 7点、ｂは 4点、ｃは 1点、ｄはゼロ点と

点数化いたしまして、その平均値が 9点以上である場合にはＳ、6 点以上

9点未満の場合はＡ、3点以上6点未満の場合はＢ、1点以上3点未満の

場合はＣ、ゼロ点がＤというように、事務局がＳからＤまでを当委員会で評

価するときの目安として示しております。委員の皆様におかれましては、

この目安を参考に大項目ごとに評価をしていただくことになります。 

それでは、大項目の「医療機能・施設面の充実」の説明をさせていただ

きます。まず、小項目の「（仮称）施設整備検討委員会の検討」になります

が、平成 26年 3月に地域完結型医療の要としての役割を果たすことを目

指した「さいたま市立病院施設整備基本計画」の策定を行い、取組目標を

達成することができましたので、ａ評価としています。 

続きまして、資料の4ページ、小項目「エネルギーセンターの更新」につ

きましては、建設工事を実施する予定となっておりましたが、設計の見直

し等でスケジュールが遅延したこと、昨今の労務費及び資材価格の高騰

により入札が不調になったことなどにより、年度内に工事契約を行うこと

ができなかったため、ｃ評価となっております。 

続きまして、資料の 5 ページ、6 ページをご覧いただきたいと思います。

まず、小項目の「ＣＴ装置更新」と「内視鏡機器の充実」につきましては、ど

ちらも当初の予定どおりに機器を購入し、購入後の機器の使用状況も検

査件数が増加するなど、一定の効果が得られたため、ａ評価としておりま

す。 

次に、資料の 7ページをお願いします。小項目「ＩＣＵの増設」につきまし

ては、中期経営計画上、平成25年度には取組が設定されておらず、評価

の対象外の項目となっておりますが、平成 24 年度にＩＣＵ1 床の増床が未

達成となっていたため、平成 25 年度に増床を実施したものです。なお、1
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（水谷委員長） 

床増床後もおおむね順調に病床の運用が図られているところでありま

す。 

資料の 8 ページになります。小項目の「ＨＣＵの整備」につきましては、

既に平成 24 年度で計画の目標を達成したことから、評価の対象外となっ

ておりますが、昨年度に委員の皆様より目標達成後の状況も報告してほ

しいとのご要望がございましたので、ＨＣＵの整備後の平成 25 年度の運

用状況を記載させていただいております。 

次に、資料の 9 ページでございます。小項目の「手術室増設工事」につ

きましては、先ほどご説明いたしました「さいたま市立病院施設整備基本

計画」の中で手術室増設の方向性を検討し、手術室の増室数や高度化

の内容をまとめることができましたので、ａ評価としております。 

資料の10ページになります。小項目「ＮＩＣＵの充実」ですが、こちらも先

ほどの「ＨＣＵの整備」と同様に平成 24 年度で計画の目標を達成したこと

から、評価の対象外ではありますが、ＮＩＣＵ3 床増床後の運用状況を記

載させていただいております。 

資料の11ページをお願いします。小項目の「透析室の充実」につきまし

ては、計画上の目標では透析室の 2 床の増床を予定しておりましたが、

「さいたま市立病院施設整備基本計画」の中で施設整備時に改めて透析

医療の充実拡張を図ることとしたため、平成 25 年度では着手しておりま

せんので、ｄ評価といたしました。 

資料の 12 ページになります。小項目の「食料の備蓄」につきましては、

目標が食料の備蓄の導入となっておりますが、1 日分の備蓄食料は確保

しましたものの、保管場所については継続検討となっておりますので、ｂ

評価としております。 

資料の 13 ページになります。小項目の「災害用医療機器の整備」につ

きましては、災害時に必要な機器や備蓄用薬剤の一部導入を行いました

が、引き続きスペースの確保等の課題について継続検討が必要なため、

ｂ評価としております。 

資料の 14 ページになります。小項目の「ＤＭＡＴチーム体制の充実」に

つきましては、さまざまな訓練に積極的に参加したものの、減員となった

医師の隊員の補充登録に必要な訓練に参加できなかったため、ｂ評価と

しております。 

以上、大項目の「医療機能・施設面の充実」につきましては、市立病院

の評価では、ａ評価が4つ、ｂ評価が3つ、ｃ評価が1つ、ｄ評価が1つで、

病院の評価平均値が 4.5 となりますことから、平均値による評価はＢとし

ております。 

以上で説明を終わります。 

ありがとうございました。 
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（伊関委員） 

（水谷委員長） 

（窪地院長） 

評価対象外項目を除いた結果、市立病院の内部評価では、ａ評価が 4

つ、ｂが 3 つ、ｃが 1 つ、ｄが 1 つとなっております。平均値による評価がＢ

ということになっておりますが、委員の皆様のご意見やご質問がございま

したらどうぞ。 

前回もお話ししたのですが、このａ、ｂ、ｃという病院評価はあまり意味が

ないように感じます。ａでも収益とか医療の質に貢献しない項目だったり、

寄与が低い場合もあるし、ｂ評価でも実は頑張っていて、医療の質の向

上、収益の向上に貢献するような項目もあると思います。 

1 つだけ気になるのが 5 ページの医療機器の更新なのですが、近年、

収益が急向上している中で、医療機器は前倒しで整備して、収益に直結

させる必要があるのではないでしょうか。例えばＣＴを更新しているようで

すが、以前に私がこちらの神経内科を受診したとき、ＣＴ検査は満杯でし

た。絶えず患者さんのサービスのために、収益や病院の財政の状況を見

つつも、できるだけ早く更新はしていくべきだと思います。また、機器が良

くなりますと、当然収益が増えたりもしますので、その点も踏まえながら、

前倒しすべきものは前倒しをするというのが経営だと思います。 

平成27年度に血管撮影装置を更新したからａ評価というのではなく、私

から言えば、28 年度より前倒しで更新できなければｃ評価とするべき内容

だと思います。絶えず病院の状況や利用者のニーズ等も把握しながら、

前倒しの整備を検討していただければと思います。 

また、昨年度も言いましたが、災害用の備蓄については大した金額で

はないですから、収納場所をどうするかということは早目に決めて、目標

とする 3日分の備蓄は一日も早く整備しないと市民の安心に応えたことに

はならないです。計画どおりに毎年少しずつやるというのは、役所の論理

としてはａ評価かもしれないが、市民から見たらｃ評価なのではないでしょ

うか。評価方法を決めた以上、仕方ないところはあると思いますが、でき

るだけ市民の目線に立って、また経営の目線に立って、必要だと思うもの

はどんどん前倒ししていくという姿勢がこの計画の達成に必要な視点だと

思います。恐らく来年も同じことを言うと思うのですが、できるだけ早めの

対応をお願いしたいと考えております。 

ありがとうございました。 

それでは、今のご意見に対して何かございますか。 

ただいまのご指摘に対しましてお話しさせていただきます。 

医療機器に関しましては、放射線の診断・治療を高めるということで、

放射線機器が中心になっておりますが、ご指摘がありましたように、今ま

では予定どおり取組を進めていくという形でやってきました。ただ、先ほど
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（伊関委員） 

（細田委員） 

（窪地院長） 

（細田委員） 

（窪地院長） 

（細田委員） 

も申し上げましたが、ここで市立病院の建替えを行っていくことが決定し、

状況が変わってきていますので、また新たに見直していく予定です。 

それから備蓄の倉庫につきましては、建設を進めているエネルギーセ

ンターの中に倉庫を 1 つ設けるという予定でおりましたが、先ほども説明

いたしましたように、工事が遅れているということがありまして、スペースを

確保することができなかったのが大きな要素です。この点に関しましても、

時間の問題で解決すると捉えていますので、ご理解いただければと思い

ます。 

これは議事録に記録してもらいたいのですが、病院の建築が予定され

ていますが、建物と同時に医療機器まで整備すると、投資が一度に高額

になりますので、整備後の 7 年間ぐらいは借入金の返済が大変だと思い

ます。このため、前倒しで医療機器の整備を行い、財政の負担を軽くして

いくという考え方もありますので、できるだけ早めの整備を検討されるのも

一つだと思います。 

今の伊関委員のご意見に関しまして、医療機器については、建替え後

でないと入れることのできないものもかなりあります。私どもの病院はエレ

クタシナジーを入れましたが、建替え後でなければ機器を入れることはで

きませんでした。ですから、病院建替えのときに経費が増えてしまうのは、

ある程度はやむを得ないのではないかと思っています。 

それから、マルチディテクターＣＴについては購入されたようですが、ＩＭ

ＲＴはもう既に導入されているのでしょうか。 

ソフトはあるのですが、機械が少し老朽化しているので、近々更新を計

画しており、そのときに対応できるのではないかと考えております。あと

は、技師と医師の問題がありますので、それを同時に解決しなければい

けないという問題もあります。ＩＭＲＴについては、拠点病院として整備しな

ければいけないと考えています。 

専従で常勤の放射線治療医が必要ですから、なかなか人員の確保は

難しいですよね。それから、手術室を今度 12 室にするというのは、12 室

12ベッドですか。それとも、ベッドを 1部屋に2つ入れるということも想定し

ているのでしょうか。 

1 部屋に 1 ベッドを予定しております。 

備蓄の件で、ＳＰＤは院内倉庫型にするようですが、私どもの病院では

土地が狭いので院内倉庫型にできないのです。後で話に出るのかと思い
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（窪地院長） 

（冨田委員） 

（中村委員） 

（窪地院長） 

ますが、せっかく院内倉庫型のＳＰＤにするにもかかわらず、食料の備蓄

が1日分というのは少ないですよね。これだけ敷地が広いのであれば、当

然 3日分備蓄すれば良いと思うのですが。 

ＳＰＤについては、現段階として院内倉庫で計画していますが、どの手

法が一番効率的なのか、いろいろな業者も入ってくると思いますので、事

務の方で検討して、また再度見直しを図っていくことになるかと考えており

ます。 

この施設整備の項目については、今回の病院の施設整備計画も絡む

ので、病院の職員の努力に関係ないものを評価するのは難しいのではな

いでしょうか。例えば、今の食料の備蓄であれば解決方法もあると思いま

すが、建替えまで導入できない機器があるのでｂ評価というのは、評価に

問題があるのではないかと思います。 

それから、先ほど伊関委員から医療機器を前倒しで入れるというお話

がありましたが、せっかく大臣表彰をとられたのであれば、機器を導入し

た場合と導入しなかった場合を考えた上で収支の予測を立て、何を優先

すべきか順番をつけて評価していくと良いのではないでしょうか。 

先ほど細田委員が、食料の備蓄が 1日分というのは少ないということを

おっしゃっていましたが、今年のような暑さの中で、安易な備蓄倉庫を作

ったのでは食料を維持できないでしょうから、相当な費用もかかるのだと

思います。ですが、人間の命にかかわることですので、早急に考えていた

だきたいと思っております。 

それと、6 ページにある「内視鏡室の充実」についてですが、私も日赤

の評議員をやっているときに、追加予算が出てきて、最新の内視鏡機器

を導入したことがありました。そのとき、私も一患者として、食道がんの疑

いで診療にかかっていましたので、担当医に「大変良いものを買っていた

だきましてありがとうございました」と言われたのです。機器も日進月歩で

進歩していますので、先生方がよりよい診断ができるようなものをいち早く

整えていただきたいと思っております。 

まず、先ほどのＣＴの件でお話をさせていただきますと、良いものに変

えて、撮影時間を短縮することで回転を早くするということが一つ目の段

階だと思いますし、それから列を増やしていくことも必要だろうと思ってい

ます。当院においては、まだそれを見込んでいる状況にあり、必要度は高

いと認識しております。 

それから、先ほどの医療機器の購入の問題なのですが、これは確かに

おっしゃるとおりで、日進月歩で機器は進歩しますので、我々も良い機器
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（水谷委員長） 

（伊関委員） 

（水谷委員長） 

（冨田委員） 

（水谷委員） 

（伊関委員） 

（吉原財務課長） 

を入れ、良い診断・治療に結びつけたいということは日頃から当然考えて

いるところです。しかしながら、現実問題としては経費の問題があり、それ

を全て要求どおり購入することは非常に難しいです。ただ、そのバランス

を考えた上で、高度な医療を提供していくことが使命ですので、職員と話

をしながら段階的に整備をしていくということを考慮していただければと思

います。 

ありがとうございました。 

こちらの項目につきましては、先ほど院長からもお話がありましたが、

計画の見直しをする予定もあるということもございますので、実情と今後

の病院建替えも含めて検討していく必要があるのだと思います。 

それでは、「医療機能・施設面の充実」の評価につきましては、病院の

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。評価の仕方につ

いては、今ここで変えるということもなかなか難しいと思いますので、現状

の中での評価ということになると思いますが、いかがでしょうか。 

評価方法については、現場の人達が良かったと思うことができる項目

を考えた方が良いと思います。現在の計画は、現場においてはあまり努

力の反映として映らないように感じますので、次の計画では、その点に配

慮された方が良いと思いますが、今はｂ評価で良いのではないでしょう

か。 

他には何かありますか？ 

透析室の充実について、ｄ評価というのは当てはまらない気がするので

すが。 

透析の問題については、資料にも記載しているとおり、施設整備計画

があることで見送っているのだと思うのですが。 

新しい病院ができるまでは透析室を拡大するスペースがないのか、そ

れとも透析室への投資が病院建替えの際に無駄になってしまうのでやら

ないのか、そこが分からないので、教えていただきたいのですが。 

計画では 2 床の増床ということになっておりますが、現場の意見として

は、現在のスペースで増床となると、かなり無理に設けるような形で、運

用としては厳しいということが 1 つございました。それと、臨床工学技士と

透析の専門医等の人員を確保するのが難しい部分があり、施設整備の

検討の中で改めて透析室の対応を考えていくということで、2 床増やすの
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（細田委員） 

（水谷委員長） 

（窪地院長） 

（水谷委員長） 

（吉原財務課長） 

はやめるという判断になりました。 

おそらく医師などの人的な問題が大きいのではないのでしょうか。とい

うのは、腎臓内科医の確保は大変なのです。私どもの病院でも腎臓内科

医で退職者がいますし、腎臓内科医がいても、シャントは内科医がつくら

ないケースが多いのです。そうすると、血管外科医がいなければできない

ということになるので、透析というのは人的に非常に難しいというところが

あります。私どもの病院は導入透析だけで、維持透析は全部外部にお願

いしてしまっているので、それこそ地域完結型で対応していく必要がある

と思います。それから、循環器科を入れると、臨床工学士は循環器の業

務のウェイトが高くなり、透析の工学士が少なくなるということもあります

ので、なかなか人的に難しいのだと思います。 

ありがとうございます。 

いずれにしましても、今後の新病院建設が進み、31 年には新しい病院

で診療を開始するのが目標だと思いますが、そのときには透析の充実化

も図っていくと聞いています。現段階で条件をクリアすることが困難であれ

ば、そこまではやむを得ないという気がするのですが、院長はどうでしょう

か。 

ご指摘のとおりだと思います。現段階で透析室を増床しても中途半端

な成果しか得られないと思います。人的な問題についても、いま細田委員

からご指摘がありましたように、病院の建替え後に基準を置いて、そこで

人員確保をしていく方がむしろ効率的だと思っております。 

それでは、透析に関しては、今回はこのような形での評価ということに

なろうかと思いますけれども、全体としてはＢ評価でよろしいでしょうか。 

それでは、異議がないようですので、Ｂ評価ということにさせていただき

たいと思います。 

続きまして、次の「患者サービスの向上」に参りたいと思います。 

事務局より説明をお願いいたします。 

それでは、大項目の「患者サービスの向上」についてご説明いたしま

す。 

資料の 15 ページになります。患者アンケート調査の反映としまして、小

項目「満足度（満足と考えた割合）」の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ました。目標

値4.3に対しまして4.29 と、目標をわずかに下回っていたため、ｂ評価とい
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うことにしました。 

資料の 16 ページになります。こちらの「満足度（満足と考えた割合）」の

外来につきましては、待ち時間のスタッフの対応などについてアンケート

調査を実施し、目標値66％に対し68.1％の満足度割合となりましたので、

ａ評価としておりますが、昨年度の実績値 73.9％を下回っておりますの

で、こちらについては引き続き、患者さんの満足度の向上に努めていく必

要があると考えております。 

資料の 17 ページになります。市民公開講座の実施としまして、小項目

「開催目標回数」では、目標の年間12回の開催を達成しておりますが、昨

年度に委員の皆様より、開催の回数よりも参加人数に着目し、人の多く集

まる施設で講座を開催することを検討すべきとのご指摘をいただいており

ました。平成25年度の病院評価としましては、ｂ評価としておりますが、委

員の皆様のご指摘を踏まえまして、平成 26 年度より浦和駅前のコミュニ

ティセンターを利用し、診療科ごとに講座の開催を行うなど、病院全体とし

ての取組として進めております。 

資料の 18 ページになります。小項目「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、平成 25 年度では主に研修医募集のコ

ンテンツについて充実化を図り、ホームページ訪問件数も増加傾向にあ

ることから、ａ評価としております。 

資料の19ページになります。小項目「がんサロンの運営支援」につきま

しては、交流会を 12回実施し、参加者同士の対話をサポートしてまいりま

したが、昨年度よりも参加人数が減少していたため、ｂ評価としておりま

す。 

資料の20ページになります。小項目「クレジットカード払いの導入」につ

きましては、計画上の目標では平成 26 年度からの導入となっておりまし

たが、平成 25 年度中に導入を行うことができたため、ａ評価としておりま

す。 

資料の21ページになります。小項目「自動支払機の導入」につきまして

は、既に昨年度に自動支払機を導入しておりますが、患者の利用状況を

踏まえ、1 台増設を行って待ち時間の短縮化を図ることができましたの

で、ａ評価としております。 

資料の 22 ページになります。小項目「コンビニエンスストア払いの導入

検討」につきましては、昨年度に引き続き、導入によるメリット、デメリットを

比較した結果、導入決定のために解決すべき課題があることから、ｂ評価

としております。 

以上、大項目の「患者サービスの向上」につきましては、市立病院の評

価では、ａ評価が3つ、ｂ評価が5つ、病院評価平均値では5.1 となります

ことから、平均値の評価はＢとしております。 
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（水谷委員長） 

（伊関委員） 

（水谷委員長） 

（杉崎庶務課長） 

（水谷委員長） 

（中村委員） 

ありがとうございました。 

市立病院内の内部評価ですけれども、ａが 3 つ、ｂが 5 つとなっていま

す。平均値がＢとなっております。委員の皆様のご質問、ご意見をお願い

します。 

ホームページについては、昔に比べたら良くなっていると思います。一

番大事なのは研修医向けのコンテンツで、病院の命運に関わる部分です

から、充実化が求められます。看護部のコンテンツに関しても、今年 1 年

で良くなりました。昨年度は予算の関係で多少更新のスピードが遅かった

ように見受けられましたが、これも予算をつけて、コンテンツを充実させて

いくことが重要だと思います。 

特に医療従事者の方々は、就職する際にホームページを見て病院の

比較をしますので、絶えずコンテンツを最新のものにしていくということが

必要です。今年度コンテンツを新しくしたから終わりというのではなく、毎

年更新していくことが、人材募集のために最低限必要なことだと思いま

す。 

伊関先生のご指摘のとおりだと思いますが、病院としての対応はどうで

しょうか。 

ただいまご指摘いただきましたように、ホームページにつきましては毎

年度コンテンツの更新を行っていくという考え方を持っておりますが、特に

後期研修医の募集等につきましては、まだまだコンテンツについて改善

の余地があると考えております。今後そういう点につきましても改善を図

り、医師の採用につながるようなホームページを作っていきたいと考えて

おります。 

よろしくお願いします。 

中村委員、どうぞ。 

15ページの満足と考えた割合というところなのですが、古い病院ですの

でいろいろと不都合なところがあるのだと思います。食事については、「普

通」という回答が多かったと書いてありますけれども、患者さんも外科や

内科などいろいろな方がいますから、おいしいという答えはなかなか出て

こないのかもしれませんが、おいしいという回答のパーセンテージは上げ

てもらいたいと思います。 

それと、病院が古いと室温の調節が大変難しいと思います。夜も寒くて

眠れないという患者さんがいると、家庭のように 1 つの部屋だけ温度を下

げるというわけにもいかないでしょうし、一日も早い建替えが必要なので



16 

（水谷委員長） 

（窪地院長） 

（水谷委員長） 

（窪地院長） 

（水谷委員長） 

はないかと思っております。 

市民講座については、大変進歩して、コムナーレを使って講座をやって

いるということで、すぐ駅の前ですから、参加者も増えるのではないでしょ

うか。 

あと、がんサロンというのは、私は一度も参加したことはないのですが、

これは患者と付き添いの者が一緒なのか、それとも患者だけなのか、そ

れとも付き添いだけなのでしょうか。患者がいたら言いたいことも言えない

ケースもありますよね。このがんサロンの参加者が減ってきているという

ことは大変残念なので、少しでも皆さんが参加して、安心して治療に専念

でき、ストレスが少しでも解消されるようなサロンを作っていただきたいと

思います。 

今のお話の中で、がんサロンの話についてご質問がありましたが、ど

のようになっているのでしょうか。 

がんサロンについてお答えいたします。 

このがんサロンの趣旨は、医療者がいろいろな情報を与えることのみ

ではなくて、むしろ患者さんや家族の方が主体的に集まって意見交換を

するという場であるというのが本筋だと思っています。 

この病院では 1か月に 1度開催しているのですが、参加者が次第に同

じ患者さんに限られてくるという状況があります。また、サロンに来られて

いた方が亡くなられたりすると、新たに多くの人が集まってくるわけではな

く、自然発生的に少なくなっているという状況もあるのです。 

多くの人を集めて、そして様々なことを講義のように聞くような目的では

ないので、自主的に参加していただくという案内を我々がもう少しやって

いかなければいけないと感じています。その一つにピアコンサルタントと

いうものがあります。これは、がんの体験をされた方、経験をされた方で

元気な方、今まさにそういった点で悩んでいる方がコンサルタントとして活

動するものです。我々も要望に応えようとすることで、ミニレクチャー的な

こともやったりしていますが、それのみでは、多くの人が集まるものではな

いということをご理解いただければと思います。 

よろしいでしょうか。先ほど食事の話が出たのですけれども、昔は検食

といって、必ず当直医などが院内の食事を食べて、評価をしていました

が、最近はどうなのでしょうか。 

これはやっております。 

実際に食べた先生方の評判はどうなのですか。 
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（窪地院長） 

（水谷委員長） 

（細田委員） 

（窪地院長） 

（細田委員） 

（窪地院長） 

（中村委員） 

（小川副院長） 

（水谷委員長） 

（冨田委員） 

一応評価を記載することになっているのですが、やはり言われるよう

に、まだ十分ではないので充実させないといけない問題だと思います。 

どこの病院でも、食事がおいしかったと言われる病院はあまりないので

すよね。ですが、病院によっては、食事が良かったと言われるところもある

ようですので、努力していただければと思います。 

私どもの病院では、検食で必ず食べて検食簿に評価を書くように言っ

ています。監査でチェックされた際に記載漏れがあるとまずいですから。

おかげさまで、手前みそですけれども、すごくおいしくなりました。 

そういった事例をぜひ参考にさせていただきたいと思います。食事につ

いては、負担率は高くなるかもしれませんけれども、そういうことで患者さ

んが満足を得られるかどうか、素材の問題等もあると思いますので、研究

していく必要を感じています。 

さいたま市の保健所で栄養委員会というのがあって、今までは、さいた

ま赤十字病院の加藤院長が委員長だったのですけれども、今年から私が

委員長をすることになったのです。そこで病院だけに限らず様々な栄養士

が集まって、とてもおいしいものを作っていますよ。 

勉強させていただきます。よろしくお願いします。 

一つ不思議に思いましたのは、さいたま赤十字病院では以前は食事の

ときにお茶が出たのですが、今は出ないのです。お茶が出なくなった理由

などは掲示されていましたが、これもサービスだと思うのです。 

当院は、お茶のサービスはしております。 

他にいかがでしょうか。 

冨田委員どうぞ。 

患者サービスの向上ということで、アンケート、がんサロン、支払いとい

うことですが、評価の基準として、どこでａがつくのかｂがつくのか少し分か

りにくいです。例えば、患者アンケートの中で、入院は前年度より良かった

けれども、ｂ評価になっているし、外来のほうは前年度より落ちているけれ

どもａ評価になっています。しかも、病院の職員ではどうしようもできない

設備の面も入っていますので、なるべくソフトの面をピックアップして、設備
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（水谷委員長） 

（伊関委員） 

（中村委員） 

（水谷委員長） 

（貝吹医事課長） 

とは別に評価した方が職員のやる気が出るのではないでしょうか。 

それから、プロセス評価もあります。特にこの支払方法の項目について

は、導入したから終わりなのではなく、年度ごとにどこまで到達することが

目標なのかもう少し細かく記載していただくと良いと思います。 

確かに導入して終わりではなくて、その後どうなったかという検証は必

要だと思いますので、今後はその点についても見ていく必要があると思い

ます。 

それでは、この大項目についての病院の平均値による評価はＢという

ことですが、これでよろしいですか。 

1 つだけ。コンビニエンスストア払いについて、導入のメリットがないなら

ばやめてしまうという決断をして、評価対象外にするということも必要だと

思います。今年度はこれでよいと思うのですが、来年度は少し考えていた

だいた方が良いでしょう。 

全体としてはＢ評価でも構わないのですが、できれば毎年の努力の成

果を絶えず説明の部分に書いていただけると、職員の努力の状態が見え

てきますから、職員が努力していることを伝えることは必要だと感じます。 

どうしても日本人は謙虚ですので、あまり成果を書かないことが多いので

すが、頑張っていることを伝えることが、税金を払っている市民の皆さんに

対しての説明責任だと思います。 

最近は、いろいろなものがコンビニエンスストアで支払いできるので、こ

の取組を考えたのだと思いますが、病院がそこまで考えなければいけな

いのかという思いがございます。26 病院のうちの 6 病院だけがコンビニエ

ンスストアを使っているということが書いてありますが、これが増えていな

いのであれば、やはりいろいろなマイナス面があるのではないかと思いま

す。市民としてはありがたい方法なのかもしれないのですが、コンビニエ

ンスストアまで使ってお世話になった病院への支払いをするのではなく、

きちんと直に病院に支払うべきという思いがありますので、先ほど伊関委

員がおっしゃったように、やめることもご検討した方が良いと思います。 

医事課長、どうぞ。 

コンビニエンスストア払いについてご説明いたします。 

各委員からお話をいただいたとおり、コンビニエンスストアを使うという

のはいかがなものかというのは確かに議論の中でありました。実質的に

手数料や契約等の問題が出てきますので、収入的なメリットはあまりない

ものと感じています。また、遠方の患者さんや支払いが滞った方の分割払
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（水谷委員長） 

（吉原財務課長） 

（水谷委員長） 

いなどのケースでは、郵便局を使わせていただいております。ゆうちょ銀

行の振り込みができますので、現時点でもそういう方のフォローはできて

いるのかと思っております。そういった点を踏まえ、このコンビニエンススト

ア払いをやめるかどうかということについては、今年度で具体的な方向性

を決定してまいりたいと考えております。 

ここには課題が出てきたということしか書いてありませんので、具体的

なことも含めて次年度までには解決していただきたいと思います。 

それでは、この項目につきましてはＢ評価ということでよろしいでしょう

か。 

それでは異議がないようですので、Ｂ評価とさせていただきます。 

続きまして、大項目「病診連携の強化」に参りたいと思います。 

事務局より説明をお願いいたします。 

資料の 23 ページになります。 

まず、小項目「産科セミオープンシステムの導入」につきましては、昨年

度は浦和医師会の産科医療機関を対象に産科セミオープンシステムを導

入いたしましたが、平成 25 年度では大宮、与野、岩槻医師会の産科医療

機関に対象を拡大することができましたので、ａ評価としております。 

次に、資料の 24 ページ、小項目「産科セミオープンシステムによる取り

扱い件数」につきましては、先ほど説明しましたとおり、産科セミオープン

システムの対象を大宮、与野、岩槻医師会の産科医療機関に拡大し、出

産件数につきましては平成 24 年度よりも増加したものの、計画の目標値

を下回っているため、ｃ評価としております。 

資料の 25 ページになります。小項目の「医療連携機能の充実」につき

ましては、目標どおり看護職員を増員し、医療機関からの問い合わせや

来院患者のトリアージを迅速に行えるようになったため、ａ評価としており

ます。 

資料の 26 ページになります。小項目「地域医療支援病院の認定」につ

きましては、紹介率、逆紹介率の向上について方策の検討を進めており

ますが、年度内に具体的な取組を開始することができなかったため、ｃ評

価としております。 

以上、大項目の「病診連携の強化」につきましては、市立病院の評価で

は、ａ評価が 2 つ、ｃ評価が 2 つで、病院評価平均値としましては 4.0 とな

りますことから、平均値の評価はＢとしております。 

以上です。 

ありがとうございました。 
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（伊関委員） 

（水谷委員長） 

（冨田委員） 

病院評価は、ａが 2 つ、ｃが 2 つということで、平均値Ｂということですけ

れども、委員の皆さんのご意見はいかがですか。 

伊関委員、どうぞ。 

まず25ページの医療連携について、看護職員を1名増員したのは良い

ことなのですが、それで足りるのかなと思いました。メディカルソーシャル

ワーカーなどのいろいろなスタッフを積極的に充実していかないと、これ

から相当厳しい変化の時代に対応できない可能性があります。 

さらに言えば、26 ページの地域医療支援病院についても、医療の機能

分化の中で、高度急性期病院としてこの病院が生きていくとするならば、

病院としてこの認定を受けるための取組を積極的にやるとか、機能を特

化していくべきです。市民の皆さんに十分な説明をしなければなりません

ので、今まではどちらかというとあまり無理はしない形でやってきたと思う

のですが、国で進める機能分化の流れに沿って、必要な機能、目標とす

る機能を目指していくことが必要な時代になってきていると思います。これ

は病院のご判断だと思いますので、すぐにやれという話ではないですが、

地域医療支援病院の認定を取ることができれば、当然加算も取れます

し、これから建替えなどで収益増も図っていかなければならないことを考

えれば、一つのテーマとして検討すべきではないかと思います。 

ありがとうございます。 

冨田委員、どうぞ。 

この項目は、主に 2 つのポイントで、産科セミオープンシステムの導入

と地域連携機能の充実ということになるかと思います。産科セミオープン

システムはある程度先行してやっているようなので、私はｃ評価をつける

必要はないように思いました。 

それよりも、伊関先生がおっしゃったように、医療機能の充実というの

はこれから病院の生き残りをかけて強化しなければならない分野です。ど

この病院もこれに必死になっています。特に 7 対 1 看護の病院は本腰を

入れていかなければならないわけですので、もう少し目標をもってやって

いただく必要があると思います。看護師がいるのは良いことですが、それ

以外に公立病院が一番弱いところとして、事務系のコメディカルをたくさん

揃えなければいけなくなってきています。メディカルソーシャルワーカーも

そうですし、医療と福祉の両方に精通した人材としてケアマネージャー、

医師会や他の病院を回る営業マン的なスタッフなどが必要です。自己満

足で看護師 1 人の増員で済ませるのではなく、医師会から見てどうなの

か、周囲の病院から見てどうなのかという視点で、紹介率の目標をきちん

と出した方が良いと思います。 
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（水谷委員長） 

（窪地院長） 

（水谷委員長） 

（吉原財務課長） 

その点について、院長はいかがですか。 

少し我々のほうの説明不足でしたが、実際は医療連携室や医療相談

室など、いろいろな機能は持っているのです。また、退院調整を行ってい

る看護師を複数名配置していますし、メディカルソーシャルワーカーもおり

ます。ただ、それは医療相談室に配置しておりますので、この項目の中で

医療連携機能としての全てを表現していないため、看護師 1 名のみの増

員という形でご理解されているのだと思います。実は浦和医師会との連

携は強固なのです。医療連携室としては、浦和医師会にも職員を派遣し

ていただいていますし、そういった面での連携は強いのですが、他の医師

会との連携については、窓口がはっきりしていませんでした。そういうこと

もありまして、他の医師会との機能を少しずつでも強化していく目的から

看護師を 1名配置したのです。 

ただ、ご指摘されていますように、これから非常に大切な部門であるこ

とも間違いありません。ですので、院内で地域医療推進委員会という委員

会を立ち上げました。そこで、新病院に向けて医療連携機能を一つにまと

めていくという方向で論議を進めています。また、新病院ができるまでに

連携機能を高めていくため、実際に活動も始めていますので、そういった

意識は持っているということはご理解いただきたいと思っております。 

浦和医師会とさいたま市立病院の連携はかなり強固で、歴史も古いで

すから、ある程度のものはできていると思いますけれども、今委員長が言

われているように、浦和医師会と市立病院の関係だけではなく、他の医師

会との関係もこれから検討していかなければいけない時期だと思います。

まして、浦和美園地区に新しく大学病院ができるという話も出てきておりま

すので、なおさら地元との連携の強さが要求されるでしょう。 

それから、産科セミオープンシステムの目標値につきましては、25 年度

が実績85件で目標が160件、今年度の目標は240件となっていますが、

目標達成の可能性はあるのでしょうか。もっと実現性のある目標値に修

正するのも悪くないのではないかなと思いますので、産科の先生方とよく

ご相談いただいて、目標値をもう一回検討されたらどうかと思いますが。 

産科セミオープンシステムにつきましては、導入当初シミュレーションが

よくできていなかったこともあり、高い数値を設定してしまいました。この年

間240件という目標に対し、現状でも産科の病床数からしても満杯に近い

形で埋まっていまして、さらに分娩件数を増やしていくというのは非常に厳

しい状況です。このため、今後の目標値につきましては、現場の医師、看

護師と達成可能な件数を相談しているところです。 
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（水谷委員長） 

（吉原財務課長） 

よろしくお願いします。 

また、地域医療支援病院の件ですが、前任の村山院長からは近隣の

患者さんが紹介状なく来ることがあるので、そこを切り捨てることはできな

いという話もございました。それをどう割り切るかということも一つの考え

方ですから、紹介状がない方の負担を増やすなど、いろいろご検討され

た上で、地域医療支援病院を目指していただきたいと思います。 

他にご意見はございますでしょうか。 

特にないようですので、それでは、この項目につきましてはＢ評価でよ

ろしいでしょうか。 

異議がないようですので、Ｂ評価ということにさせていただきます。 

続きまして、大項目の「業務改善に関する取組」に参りたいと思いま

す。事務局より説明をお願いいたします。 

それでは、資料の 27 ページになります。 

まず、小項目の「院内情報システムの更新」につきましては、計画上、

平成 25 年度に目標が設定されていないため、評価対象外ということにな

っておりますが、昨年度の取組において、一部の医療機器が未接続とな

っていたため、平成25年度において機器の接続を行うとともに、電子カル

テシステムのデータの外部保管を開始し、大規模災害時におけるＢＣＰ対

策を進めております。 

続きまして、資料の 28 ページの小項目「ＳＰＤの導入」につきましても、

計画上、平成25年度に目標が設定されていないため、評価の対象外とな

っておりますが、院内倉庫型ＳＰＤとしての導入方針を定め、準備を進め

ているところでございます。 

次に、資料の 29 ページの小項目「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、目標どおり 6 回の研修会を開催し、参加人

数も昨年度を大幅に上回ることができたため、ａ評価としております。 

次に、資料の 30 ページの「医療安全に関する改善取組件数」につきま

しては、目標どおり、医療事故関連報告や医療上の問題点を検討、検証

し、12 件の改善を行うことができましたので、ａ評価としております。 

資料の 31 ページになります。小項目の「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、昨年度に構築

したインシデント管理システムを活用し、インシデント事例の共有化などを

行うことができましたが、日本医療機能評価機構への報告内容を精査し

ているため、ｂ評価としております。 

次に、資料の 32 ページをお願いします。小項目「廃棄物量（対平成 23

年度比）」につきましては、伸び率 0.1％の削減にとどまっておりますが、
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（水谷委員長） 

（伊関委員） 

（小川副院長） 

（水谷委員長） 

（冨田委員） 

廃プラスチック専用のコンテナ設置など、平成 26 年度以降の削減に向け

た取組を進めることができたため、ｂ評価としております。 

以上、大項目の「業務改善に関する取組」につきましては、市立病院の

評価では、ａ評価が 2 つ、ｂ評価が 2 つ、病院評価の平均値としましては

5.5 となりますことから、平均値による評価はＢとしております。 

説明は以上です。 

ただいまの説明では、ａ評価が 2 つ、ｂ評価が 2 つということで、平均値

によりますと、平均値による評価はＢということでございます。 

委員の皆様のご質問、ご意見等ございましたら。 

伊関委員、お願いします。 

業務改善で、医療安全に関する改善を行うことは良いと思いますが、

例えば看護管理の学会や、自治体病院学会ですとか、広く全国に発信、

発表をしつつ、さらにフィードバックをして院内の改善に反映させるといっ

たサイクルも必要だと思います。学会関係については、あまりこの資料で

は出ていないので、そういう試みが行われているのか教えていただきたい

のですが。 

それでは、伊関委員のご質問にお答えします。 

医療安全に関しましては、看護情報学会で 8 月に発表してまいりまし

た。それは、インシデントシステムを使って院内の電子カルテをどのように

使うかというのがポイントで、多くの人に興味深く聞いていただきました。

また、自治体病院に関しましては、毎月発表に行きますが、今年は地

域連携ということで産科セミオープンシステムがクローズアップされており

ましたので、こちらについて発表させていただいており、学会発表は積極

的に参加をしております 

冨田委員どうぞ。 

まず、院内情報システムとＳＰＤの導入については、評価対象外という

ことになっていますが、どちらも目標がないと何をどう改善していきたいの

か見ていて分かりにくいので、これについてはもう少し具体的なことをお

聞きしたいと思います。 

それと、医療安全のセミナー開催は良いのですが、開催した結果、イン

シデントレポートが今までより多く出るようになったなどのアウトカムの評

価があってもいいと思います。参加しないよりしたほうが良いのですが、そ

の結果、皆さんがどういう行動に出たのか、もう少し掘り下げても良いの

ではないでしょうか。 
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（水谷委員長） 

（窪地院長） 

（水谷委員長） 

（細田委員） 

（窪地院長） 

（細田委員） 

院内情報システムとＳＰＤの導入について、何かこれから検討される余

地があるのでしょうか。 

システムの導入に関しましては、中期経営計画を作る際、記録まで全

てを含めて電子カルテ化していくということが大きな目標でした。それで、

実際にシステムを使ってみて、どのように改善したらよいか業者にも会議

に参加してもらってディスカッションをしているという状況です。したがいま

して、目標を立てるとなれば、二次的利用をどのようにするかというところ

に課題があるのではないかと思っています。 

そうしますと、今後の27年度、28年度については、何か簡単なものでも

良いですから、目標となるようなものを作成していただいたほうがよろしい

かと思います。目標がないのに評価することはできないでしょうから、今の

段階でしっかりとした目標が設定できないとしても、何か入れていただき

たいと思います。 

細田委員どうぞ。 

私も、ＳＰＤのところが評価対象外になっていたので不思議に思ったの

ですが、市立病院は災害拠点病院ですよね。県でも災害医療をやってい

ますが、統一性がありません。私どもの病院は県の災害指定病院だった

のですが、今度から県は災害指定ということすらなくしてしまったようなの

です。災害医療をどうするのか。東日本大震災のとき、備蓄がなくて、自

家発電の重油が来ないということもありました。市立病院は市民の命を守

るわけだから、災害時の医療というのは市立病院だからこそ考えていた

だきたいと思います。 

それから、院内倉庫型だとどのくらいの備蓄ができるのでしょうか。 

どれくらいの備蓄ができるかというのは、まだ業者が決まっていません

ので、業者が決まってから具体的に検討していくことになるかと思いま

す。ＳＰＤは、日常的な医療材料が中心になります。この中に薬剤を入れ

るかどうかというところも議論がそこまでされていないのですが、いろいろ

な面で規模を検討していきたいと思います。 

実は、名古屋の中京病院がＳＰＤをやっていたのですけれども、震災の

ときにかなり問題になったのです。ライフラインがもし潰れてしまったら業

者も持ってこられないわけですから、災害時医療というものをきちんと考

えた上で検討を進めていただきたいと思います。 
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（窪地院長） 

（財務課長） 

（水谷委員長） 

（落合委員） 

貴重なご意見として、参考にさせていただきます。 

本計画の策定の際、院内情報システムの更新につきましては、平成 24

年度に更新を行い、以降は計画全体での大きなシステム変更等は特に

想定していなかったため、計画上は 25 年度から 28 年度までは特に目標

を設定しておりません。 

それから、ＳＰＤの導入につきましても、平成 25 年度まではＳＰＤの具

体的な検討目標などは定めておらず、計画上では今年度に検討して、27

年度中に完成させる予定になっておりました。しかしながら、倉庫として想

定していたエネルギーセンターの竣工が28年度までずれ込むことにより、

ＳＰＤの導入も遅れる見通しとなっております。 

すでに 26年度に入っておりますので、26年度については今から目標を

立てるのは難しいですが、努力している部分を表に出してこないと評価の

しようもありませんので、平成 27 年度以降は、目標を記載できると良いと

思います。 

それと、災害時の対応については、県が主導で動いていたと思いま

す。なかなか県の側で医師を入れた検討をしてこなかったという実情があ

り、県と市とそれぞれ立場は違うと思うのですけれども、県が動かなくて

も、さいたま市として、あるいは市立病院としての検討をぜひ進めていた

だきたいと思います。 

落合先生、どうぞ。 

時間に遅れまして、本当に失礼いたしました。 

今のＳＰＤのことで意見を述べさせていただきたいのですが、ＳＰＤとい

うと、病院以外の業者に頼んで、物品を安く購入して経営に役立てるとい

うのが大きな目的と思われていましたけれども、最近は新しいＳＰＤのコン

セプトが出てきています。日常の消耗品や、医療材料も含めて、院内の物

流のあらゆるものを全部総合的にチェックして、その物流の流れを把握す

ることで院内の情報も把握し、医療安全にもつなげようという考え方にな

ってきていると思うのです。ですから、物を置いて、薬をどこに置く、あるい

は医療材料をどこに置くというような概念のＳＰＤはもう古くなってきている

と言えます。 

いずれにしても、ＳＰＤの導入については、さいたま市立病院を新病院

として整備する話の前提にあるのだと思うのですが、ぜひこの新病院を作

る前に、物をどのように調達し、どうのように動き、どう処理されていくかと

いう物流の構想も設計に含めて、これから先の 1 年、2 年をお考えになら

れるべきだと思うのです。新病院を建てた後に、ＳＰＤの検討をする話で

は遅いので、そういった視点からＳＰＤを考えるべきだろうと思います。 
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（水谷委員長） 

（吉原財務課長） 

ありがとうございました。 

ＳＰＤについては、これから実際に建替えの設計に入っていくわけです

から、そういうことも含めてご検討いただけたらと思います。 

それでは、業務改善に関しては、Ｂ評価でよろしいでしょうか。 

特にご意見がなければ、Ｂ評価ということにさせていただきたいと思い

ます。 

それでは続きまして、大項目「収益確保に向けた取組」に参りたいと思

います。 

事務局より説明をお願いいたします。 

それでは、資料の 33 ページになります。 

小項目の「医業収益の増収額」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 床の増床、ＨＣＵの整備による管理料の取得

などにより、目標値を上回り、平成 23 年度比で医業収益が約 13 億 1,100

万円の増ということになりましたので、ｂ評価としております。 

続きまして、資料の 34 ページになります。小項目の「査定額の減額率」

につきましては、昨年度に引き続き、医療事務コンサルタントの活用等に

より適切なレセプト請求を実施し、昨年度よりも 0.01％ほど減額率が上昇

したものの、目標値を達成することができましたので、ａ評価としておりま

す。 

資料の35ページになります。小項目の「未収金発生削減率」につきまし

ては、臨戸訪問の実施や未収金回収業務の委託等により目標値を上回

る削減率となりましたので、ａ評価としております。 

資料の 36 ページになります。小項目の「使用料・手数料等の見直し」に

つきましては、近隣病院の使用料、手数料の調査結果に基づき、一部の

ワクチンの予防接種料の見直しを行うことができましたので、ａ評価として

おります。 

資料の 37 ページになります。小項目「行政財産の貸付」につきまして

は、平成 25年度では、院内テレビカードシステムの公募を実施し、従来よ

りも手数料が有利な契約を締結することができましたが、売店等の公募

については、明確な貸付期間を設定することができず、継続検討が必要

となったため、ｂ評価としております。 

資料の 38 ページになります。小項目の「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、ホームページバナー広告の募集を行

いましたが、企業から応募がなかったほか、昨年度未達成であった領収

書への広告掲載についても実施することができなかったため、ｃ評価とし

ております。 
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（水谷委員長） 

（伊関委員） 

（水谷委員長） 

（冨田委員） 

（水谷委員長） 

以上、大項目「収益確保に向けた取組」につきましては、市立病院の評

価では、ａ評価が4つ、ｂ評価が1つ、ｃ評価が1つで、病院の評価平均値

では 5.5 となりましたことから、平均値による評価はＢとしております。 

以上です。 

ありがとうございました。 

病院の内部評価で、ａが 4つ、ｂが 1つ、ｃが 1つというふうになっており

ます。平均値による評価はＢということですけれども、委員の皆様からご

意見、ご質問はありますか。 

これも昨年度に言ったと思うのですが、評価項目のウェイトが違うわけ

で、医業収益の確保が根幹です。前年度が約 10 億円の増ですので、収

益的にはかなり上昇していたところにさらに上乗せで 3 億円近く増やして

いますから、ｓ評価でも十分足る成果だと評価しています。 

逆にバナー広告で収益を確保できても金額的にはたかが知れていると

思うのです。バナー広告を使ってＰＲになるところはあまりないと感じます

が、1 つだけアイデアを提案するなら、例えば「私たちはさいたま市立病院

を応援しています」といった、応援メッセージが入るような広告はどうでしょ

うか。それでも応募はないのかもしれないですが、少なくともバナー広告

がなくても、この病院の屋台骨が崩れるという話ではないので、もっと遊び

心を入れ、営業というよりもコミュニケーションをとるということにしてみた

ら良いのではないでしょうか。あまりバナー広告で変わったことをやってい

る事例を聞いたことはないのですが、やるならそういう考え方もありうると

思います。 

他にございますか。 

冨田委員、どうぞ。 

私も病院らしい収益の上げ方というのは手術と診療報酬のところだけ

で、あとは随分と細かいものが多いように思います。 

それと、未収金の回収の件なのですが、診療報酬の請求をきちんとや

るのはもちろんなのですけれども、未収金削減の取組で、未収金回収を

業者に委託したというのは職員の努力とは違うように思えます。この項目

については、どうやって未収金が発生しないように院内の体制を整える

か、職員間でそういう情報共有をしていくかがポイントで、業者に委託した

からプラスというのは、実績としては少し疑問があります。 

ありがとうございます。 

落合委員どうぞ。 
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（落合委員） 

（水谷委員長） 

（窪地院長） 

（細田委員） 

（窪地院長） 

私も伊関先生のご意見に賛成で、医療スタッフは本当に頑張っておら

れるのに、ｂ評価というのでは、職員としては残念だと思います。評価方

法を決定する際に、この方法で承認した私たちが申し訳なかったのです

が、職員が頑張られた部分はａとなるようにする方が良いと思います。自

分の病院のことを振り返ってみても、ここに来て収益を上げるのはほとん

ど不可能であります。どうしてこんなにうまくいっているのかと感心してお

ります。 

ありがとうございました。 

査定額の減額率 0.09％は、かなり低いですね。変な質問で申しわけな

いのですけれども、例えば実際には診療行為をやっていても、これは絶

対取れないからと請求しないということもあると思うのですが、どうなので

しょうか。 

お答えします。 

時には、明らかにこれは請求しても通らないというのは確かにありま

す。それに関しましては、絶対に診療に必要であれば、訴えるという意味

でそれを請求すべきだと話しております。査定に関しては、どうして削られ

たか検証し、再請求すべきだと思うものについては、新しくレセプトをつく

るときに反映させています。請求しても無理だと判断する場合もあります

が、その際には医師も知っていないといけないですから、査定をベースに

して知ってもらうようにしているのが現状です。 

それともう一つは、これは再請求して通ったというものは数字に入って

いませんので、実はもっと数字は低くなります。 

入院と外来で査定率が違うのではないですか。というのは、入院はＤＰ

Ｃですので、ＤＰＣだとあまり査定されません。私どもの病院も入院は査定

率がすごく低いのです。ただ、外来はやはり高いです。そこの差も出てくる

のではないかなと思います。また、これは余計なことですけれども、医師

に言うと怒られるので事務方が請求前に査定しているという病院もあるよ

うです。 

外来のほうは出来高算定になっていますので、項目が一番多いのは外

来です。ただ外来で削られるのは、大口ではありませんので、さほど影響

はないと思います。ただ、ＤＰＣのうち出来高算定になっているところが大

きいので、件数によっては影響を受けるという状況ですが、確かに以前の

出来高算定のみの時代より査定率そのものが下がっていると理解してお

ります。 
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（細田委員） 

（窪地院長） 

（水谷委員長） 

（伊関委員） 

（水谷委員長） 

（吉原財務課長） 

外来と入院を分けると、実際はどのくらいなのですか。 

外来の方が0.2％台で推移しています。病棟のほうは0.1以下で、トータ

ルして評価しますと、こういう数字になります。率としては高くなりますが、

金額の問題からいけば、トータルでは下がります。 

それでは、収益確保に向けた取組について、平均値による評価はＢと

出ておりますけれども、いかがでしょうか。 

これはＡですね。 

それでは、一生懸命仕事をした皆さんを評価したいと思いますので、Ａ

評価とします。 

それでは続きまして、「費用縮減に関する取組」に参りたいと思います。

事務局の説明をお願いいたします。 

資料の 39 ページの小項目「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、昨年度を下回

る 23.8％となりましたので、ａ評価としております。 

資料の 40 ページの小項目の「後発医薬品の採用比率」につきまして

も、27 品目の後発医薬品の採用を行い、昨年度を上回る 20.23％の採用

比率となりましたので、ａ評価としております。 

資料の 41 ページになります。小項目の「医療機器の購入方法の見直

し」につきましては、マルチディテクターＣＴ装置を対象として、5 年間の保

守費を含めて入札を実施し、従来と比較して単年度当たりの保守費の削

減を行うことができましたので、ａ評価としております。 

資料の 42 ページをお願いします。「医療機器等の採算性の検証」につ

きましては、平成 24 年度に購入したＳＰＥＣＴ装置について、一定の条件

のもとに収益及び費用の算定を行い、機器の使用状況と採算性について

分析を行うことができたため、ａ評価としております。 

資料の 43 ページの小項目の「ＥＳＣＯの導入」につきましては、医療機

能・施設面の充実の項目でありましたエネルギーセンターの更新と同様

に設計の見直し等でスケジュールが遅延したこと、それから昨年の労務

費及び資材価格の高騰等により入札が不調となったことなどによりまし

て、年度内に工事を行うことができなかったため、ｃ評価としております。 

以上、大項目の「費用縮減に関する取組」につきましては、市立病院の

評価では、ａ評価が4つ、ｃ評価が1つで、病院評価の平均値が5.8となり

ますことから、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） 

（伊関委員） 

（吉原財務課長） 

（伊関委員） 

（水谷委員長） 

（冨田委員） 

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 1 つということで、平均値による

評価がＢということでございますが、委員の皆様からご意見、ご質問はあ

りますか。 

42 ページなのですが、ＳＰＥＣＴ装置の採算性について、減価償却費を

入れて赤字という話で、減価償却終了後も一定期間使用していく必要性

があると記載されていますが、これは起債を使っているのですか。 

起債はしておりません。 

基本的に減価償却費は買ったものを耐用年数で割って、同じ現金を貯

めて次の投資を行うという話ですけれども、その費用まで稼ぐことが本当

に必要なのかという考え方はあると思うのです。冨田委員のお考えも聞き

たいのですが、要はその機器が医療上本当に必要で、更新すればさらに

新しい収益があるならば積極的に更新を図っていくべきであって、減価償

却費を含めた費用を満たすまでその機器を使い続ける必要性が果たして

あるかどうか疑問に思うのです。現場からすれば、場合によっては故障等

のリスクも出てくるでしょうから、適切な時期での更新はやはり必要なのだ

ろうと思います。 

ＥＳＣＯの導入については、エネルギーセンターの建設が遅れたことで

ｃ評価としているようですが、費用縮減は全体としてかなり頑張っているよ

うですし、Ａ評価でも良いと思います。そもそもエネルギーセンターが着工

できなかったのは予期しない建設費の高騰による入札不調ですから、そ

こまで病院の責任と見るのは酷ではないかと感じます。 

冨田委員どうぞ。 

私も材料費や後発医薬品の採用比率など、皆さんの努力の成果が見

られるので、評価はＡでも良いと思っています。 

医療機器関係については、先ほどの伊関委員の考え方で言いますと、

まず全体額を見ます。例えば、この投資に対してどのくらいの売上があっ

たかを把握し、減価償却費も費用に入れますが、修繕費も含めます。 

それから、これは国際会計的な考え方なのですけれども、この古い機

器を持ち続けることによって、例えば修繕費や保守料まで余分にかかる

可能性もあります。やはりある程度の耐用年数で買い替えていかないと、

陳腐化ということもありますし、収益が取れないケースもありますから、長



31 

（水谷委員長） 

（吉原財務課長） 

持ちさせるから良いということでもないです。 

さいたま市立病院は経営努力については熱心なのですが、投資に対し

ては厳しく見ているようですので、改めて投資の時期を考えていった方が

良いと思います。 

それと、ＥＳＣＯの導入に関しては私も伊関委員のご意見と同様です。

周囲の環境によってｃ評価になってしまうのでしたら、例えば大震災が起

こったらすべてｃ評価になってしまいます。そういうことは考慮の外で考え

た方が良いのではないかと思います。 

他にございますか。 

お話を伺っていると、Ａ評価のほうが納得できるような気がするのです

けれども、委員の皆様、いかがでしょうか。 

確かにエネルギーセンターの問題は病院の責任ではなくて、ほかの諸

事情ですので、これは考慮からは外し、全体としてはＡ評価ということでお

願いしたいと思います。 

それでは、大項目の「経営管理体制の整備」について事務局からの説

明をお願いいたします。 

それでは、資料の 44 ページになります。 

まず、小項目の「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、本委員会の皆様方のご協力を得まして、各取組の実現に必

要なご助言をいただき、平成 24 年度の外部評価結果を取りまとめること

ができましたので、ａ評価としております。 

次に、資料の 45 ページになります。小項目の「病院機能評価認定の取

得」につきましては、1 月に病院機能評価の訪問審査を受審し、改善要望

を受けることなく認定を得ることができましたので、ａ評価としております。 

資料の 46 ページになります。小項目「組織の見直し」につきましては、

計画では調査検討を目標としておりましたが、病院の施設整備の推進が

喫緊の課題となっておりますことから、計画の前倒しを行い、組織・人員

要望を通じて病院の施設整備を集中的かつ専門的に担う病院施設整備

室を設置することができましたので、ａ評価としております。 

資料の 47 ページをお願いします。「企画部門の設置」につきましては、

先ほどの「組織の見直し」でご説明しましたとおり、病院の施設整備を優

先して人員の配置を行ったため、企画部門の設置については再度検討を

継続することとなりましたので、ｄ評価としております。 

資料の 48 ページをお願いします。コンプライアンスの確保としまして、

小項目の「研修の開催」につきましては、医療技術員、看護職員を対象に

公務員倫理研修会を目標どおりに実施し、公務員倫理について一定の周
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（水谷委員長） 

（伊関委員） 

（水谷委員長）  

（冨田委員）  

知を図ることができましたので、ａ評価としております。 

資料の49ページの小項目「経営状況に対する説明会の実施」につきま

しては、各診療部長が出席する会議において、月次の決算状況や増収、

減収の要因の説明を行ったほか、医療機器等の採算性の検証で実施し

たＳＰＥＣＴ装置の検査結果などの情報共有化を図ることができたため、ａ

評価としております。 

以上、大項目の「経営管理体制の整備」につきましては、市立病院の

評価ではａ評価が 5 つ、ｄ評価が 1 つで、病院評価の平均値が 5.8 となり

ますことから、平均値の評価はＢとしております。 

以上です。 

ありがとうございました。 

ただいまの評価ですが、内部評価はａ評価が 5 つ、ｄ評価が 1 つという

ことで、平均値がＢということなのですけれども、ご意見いかがでしょうか。

伊関先生どうぞ。 

病院の建築で人を配置することが最重要課題なのは分かりますが、病

院の建築費が膨大になってくることを考えると、早めに収益を改善していく

ことが必要なので、企画部門についても諦めるのではなく、また大学病院

がやってくる中で競争に勝ち抜いていくためには必要なことだと思いま

す。定数管理する人事部局との関係で非常に難しいことは理解している

のですが、戦略的に交渉していくことが必要ですし、周りに取り残されない

ためにきちんとした人員配置をすることは、最重要課題として取り組んで

いただきたいと思います。事務が少なければいいという時代ではないの

で、そこを少し考えていただければと思います。 

冨田委員、どうぞ。 

機能評価ではすごく良い成績のようですし、それから医療機器の採算

性を一つの題材にして経営意識を醸成されたということで、特に医療職を

中心とした現場の職員はとても頑張っているように感じました。ですが、企

画部門の設置がｄ評価で全体としてＢ評価になってしまったというのは、と

ても残念だと思います。今、伊関委員がおっしゃったように、この企画部門

については、公立病院にとって大きな課題であると思います。というのは、

医療職は官でも民でもそれぞれ現場で努力するという点は同じなのです

が、企画部門というのは病院の目線に立って現場をもっと見直さなければ

いけません。市役所から優秀な方々がいらっしゃるのは良いことなのです

が、現場から発信する面が足りないのではないかと感じます。 

特に総務系ではなく、現場にいる診療情報管理士や、各現場に配置さ
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（水谷委員長）  

（伊関委員）  

（水谷委員長）  

（落合委員） 

（窪地院長）  

（水谷委員長）  

れている医療事務職がどのくらいいるのかがこれから重要なポイントにな

ってくると思います。民間では比較的生きるのに必死ですから、そういった

プロパーの医療事務職員を集めていますが、官庁の病院ではどうしても

現場目線になりにくいところです。 

いくら企画部門といっても、ある日突然できるわけではないので、病院

の中で育てるという形でぜひ取り組んでいただきたいと思います。施設整

備の検討と戦略部門は違いますので、是非そういった人材を集めて早め

にスタートしていただきたいと思います。 

企画部門については、難しい問題も絡んでいるようですので、すぐに設

置するという答えは出せないかもしれないのですが、伊関先生や冨田先

生がおっしゃったことももっともなことだと思いますので、病院の方でも努

力していただければと思います。 

それでは評価になりますが、どうでしょうか。 

機能評価を頑張ったから、Ａで良いのではないでしょうか。 

では、企画部門の設置については市役所の方とも折衝していただき、

平成27年度に向けて頑張っていただきたいという要望をつけ加えまして、

Ａ評価とさせていただいてよろしいでしょうか。 

先ほどのＳＰＤの新しいコンセプトについても、企画部門で勉強していた

だかないと難しいですから、ぜひお願いしたいです。 

私もＡ評価にすることには全く異存はないのですが、これをＡ評価にし

て市に提出したら、「Ａだから現状でも良いのではないか」と企画部門を作

ってもらえないということになってしまうのであれば、Ａ評価には反対しよう

と思っているのです。私の気持ちとしては、病院の頑張りにＡ評価をつけ

たいので、市は前向きに取り組んでいただきたいと思います。 

一言だけつけ加えさせていただきますと、この趣旨や目的は十分職員

は理解しています。ただ、企画部門という形を作るという面でこのような表

現になったことをご理解いただきたいと思います。時代で必要だということ

は認識しております。 

それでは、注文付きでＡ評価としたということで、市に報告していただけ

たらと思います。 

続きまして、「職員の確保・人材育成と適正配置」について事務局から

説明をお願いいたします。 
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（吉原財務課長） 

（水谷委員長）  

（伊関委員） 

それでは、資料の 50 ページをお願いします。 

職員数の見直しとしまして、小項目の「配置人数」につきましては、中期

経営計画上の目標が 702 人であるのに対し、昨年度よりも職員数が増加

したものの、実績では 686 人でありましたことから、ｂ評価としております。

資料の51ページになります。小項目の「7対1看護体制の維持」につき

ましては、看護職の定期的な採用により増員を図り、看護体制を安定的

に維持することができましたので、ａ評価としております。 

資料の 52 ページになります。小項目の「院内保育定員の見直し」につ

きましては、平成24年度に目標を達成しており、評価対象外とはなってお

りますが、その後の状況を記載しております。利用率が 55.7％と低い状況

にありますが、保育対象児童の年齢を就学前まで引き上げを行い、利用

率の向上に努めているところでございます。 

資料の 53 ページの小項目「資格を有する医師の割合」につきまして

は、昨年度と同様に 97％となっており、目標値である 95％以上となってい

ることから、ａ評価としております。 

資料の 54 ページの「認定看護師数」につきましては、2 名の資格取得

支援を行いましたが、平成 25年度では認定看護師 1名の増にとどまった

ため、ｂ評価としております。なお、25 年度中の資格取得を予定していた

感染症管理認定看護師につきましては、本年度において資格を取得して

おります。 

次に、資料の 55 ページ、56 ページをご覧ください。まず、小項目の「職

員満足度調査の実施」につきましては、目標どおり調査の実施を行いまし

たので、ａ評価としておりますが、次の小項目の「職員の仕事に対する満

足度（前年度比）」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、目標値を下回りましたことから、ｃ評価としております。 

以上、大項目の「職員の確保・人材育成と適正配置」につきましては、

市立病院の評価では、ａ評価が3つ、ｂ評価が2つ、ｃ評価が1つで、病院

評価の平均値としまして 5.0 となりますことから、平均値の評価はＢとして

おります。 

以上でございます。 

ありがとうございました。 

この項目につきましては、内部評価では、ａ評価が 3つ、ｂ評価が 2つ、

ｃ評価が 1つとなっております。平均値の評価がＢとなっておりますけれど

も、委員の皆様のご意見、ご質問をお願いいたします。 

確認なのですが、50ページの職員数の見直しで、計画では702人の予

定が 686 人になっているのは、これは人事担当課の理解が得られず、定

数増が図られなかったということですか。 
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（杉崎庶務課長） 

（伊関委員）  

（杉崎庶務課長） 

（伊関委員） 

（細田委員）  

（杉崎庶務課長） 

（細田委員）  

（杉崎庶務課長） 

（細田委員） 

（窪地院長）  

（細田委員）  

ただいまのご質問でございますが、採用に向けていろいろなリクルート

活動を行ったところですけれども、計画した定数には満たなかったという

状況でございます。 

医療人材を雇用するのが難しい時代ですので、なかなか対応できなか

ったということだと思うのですが、計画では平成28年度に向けて 718人に

増えていくのですけれども、これについては職員の定数増はもう見込まれ

ているのですか。 

中期経営計画で定めている職員定数につきましては、既にもう計画の

配置人数を超えるような状況になってきております。さらに、今後は病院

建設に向けまして、医師、看護師等の増員をしていく必要がありますの

で、条例定数の改正を検討しているところでございます。 

では、随時与えられた枠の中でベストを尽くしていただくのと、新しい病

院に向けて定数増に向けた準備をしていただきたいと思います。 

評価対象外の院内保育の件なのですが、24 時間保育あるいは病児保

育はやっているのでしょうか。 

やっております。 

学童保育は始めるのですか。 

就学前までです。小学校入学前までのお子さんということで、26 年度か

ら対象を広げております。 

それでそんなに利用率が低いのですか。 

今年度から小学校まで対象児童の年齢を広げているのですが、調査

時と比較して実際の利用が少な目に出ているようです。ただ、施設整備に

より今の規模よりももっと病院が大きくなりますので、受け入れ体制は十

分作っておく必要があります。 

今後、埼玉県は高齢化がどんどん進むわけですから、女性が育児のた

めに仕事をやめてしまうというのは避けていかなければなりません。それ

で女性勤務医にアンケートをとったところ、一番充実してほしいのは院内

保育でした。病院というのは半分は看護師さんですから、特に市の病院と
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（窪地院長） 

（落合委員）  

（窪地院長） 

（落合委員）  

（窪地院長） 

（落合委員）  

（小川副院長）  

して、女性が働ける環境をきちんとつくっていただければと思います。 

その点は考慮しているつもりです。女性勤務医にも呼びかけたりして、

小児科の医師や内科の医師が実際に利用しています。ただ、全員がそれ

を利用するのかどうかは、それぞれの方が基準を持っていらっしゃるの

で、保育の内容まで見たりするのではないかと思います。院内保育室が

あればいいということで提供しているのではなく、保育の内容についても

十分考慮してやっていきたいと思っております。 

私は以前からこの病院の院内保育に感心しているのですが、職員の方

の住所はほとんどこのさいたま市なのですか。 

全てがそうではないです。 

都内の場合ですと、病院に保育所をつくっても、職員が結局満員電車

の中、子どもを連れてくるのは大変なので、一番ありがたい保育所は、自

分の最寄り駅にでもあるのが一番良いのです。実際に職場まで子どもを

連れていけないケースがあることを考えると、55％でも使える人はみんな

使っているのではないかと感じたのですが。 

女性勤務医の側から、複数の病院で中間に保育所を作ってくれると非

常に良いという意見がありました。ただ、その場合の運営などについては

調整するのが難しいとも聞いていました。だから、確かに駅に作るのがよ

いのかもしれませんが。 

病院が保育所を作るという意味ではなくて、働いている人たちに聞いて

みると、結局保育所のある場所というのは、自分の勤務先へ向かうときの

最寄り駅にあるのが便利であって、勤務先にあったのでは連れていけな

いというのが実情のようなのです。 

それでは、主に使っている看護師のほうの補足説明をさせていただき

ます。まず、先ほどの利用率の件なのですが、実は就学前になったのが

今年の 4月 1日からですので、4月 1日に間に合わず、他のところに子ど

もを預けている人たちがいて、利用率が下がっております。このため、次

年度からは利用率も上がってくると思います。 

また、実は一日預かりも認めておりますので、単発で使う人たちの数字

も含めれば、もう少し利用率が上がるように思います。24時間365日運営

しておりますので、夜勤をする人たちにも積極的に使っていただいていま

す。 
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（水谷委員長）  

（冨田委員） 

（落合委員）  

（杉崎庶務課長） 

（水谷委員長） 

（杉崎庶務課長） 

（水谷委員長） 

（杉崎庶務課長） 

（水谷委員長） 

そうしますと、もう一年見てみないと実情が分からないということです

ね。 

院内保育のことが問題になっていますが、働いている女性に聞きます

と、小1の壁というのがあるそうです。小学校に上がった途端に預かるとこ

ろがないということで、大阪にある病院の取組を聞いてみましたら、運転

手を雇って、学童保育をあちこち回って病院のところに子どもを集めてき

て、お母さんたちが帰るときに渡すようにしているそうです。その取組によ

って、看護師で辞める方が非常に減ったようです。ですから、就学後の部

分も少し検討の余地が今後はあるのではないかと感じました。 

今、厚生労働省でも医療職員の勤務実態とか雇用条件というものに目

を向けてきていますから、病院としても今後きちんと取り組んでいかないと

いけない部分だと思います。せっかく定数を増やしても、そのとおり採用で

きないというのは、魅力が少ないところがあるような気がします。公立病院

では短時間勤務の正職員はまだ少ないのではないかと思いますし、勤務

形態を柔軟にすることで、いろいろな人材を集めていくのが良いのではな

いかと思います。 

686 人というのは年度末の数字のようですが、年度の途中で辞めた方

も多くいるのでしょうか。これは25年度末ということなのですが、25年度中

はもっと人数がいて、途中で辞めた方がいてこの数字ということなのでし

ょうか。 

今、手持ちの資料がないのですが、一年間の間に増減はございます

が、702 人以内で推移している状況でございます。 

702 人に到達することはなかったということですか。 

702 人に到達することはなかったです。 

ということは、まだ採用人数に余裕はあるのだけれども、人が集まらな

かったという解釈でよろしいですか。 

先ほど申し上げましたように、関連大学へのリクルートということで採用

できなかった状況がございます。 

この702人が25年度の採用枠で、今年度が713人と書いてありますけ

れども、現状はどうですか。 



38 

（杉崎庶務課長） 

（水谷委員長） 

（伊関委員） 

（冨田委員）  

（窪地院長）  

（冨田委員）  

（窪地院長）  

現在、平成 26 年 8 月 1 日時点になりますが、現在の職員総数が 713

人ということで、定数枠全員の確保がされている状況でございます。 

今は採用枠の職員数を満たしているということですね。 

それでは、評価になりますが、事務局のほうでは平均値による評価とし

てＢ評価としていますが、どうでしょうか。 

職員の仕事の満足度で、時間外勤務が長いというのが問題だと思いま

す。これにＡ評価をつけてしまうと逆におかしくなるので、ぜひ時間外勤務

を減らす努力をしていただきたいと思います。あまりハードな職場は嫌わ

れますので、病院全体で取り組んでいただければと考えています。 

この定数というのは、病床に対してどういう計算で出てきているのでしょ

うか。私は500床の病院にしては職員数が少ないと思っていたのですが。

当初、この中期経営計画をつくるときに 7 対 1 看護体制の維持が一番

話題になった項目なのです。それで、看護師を中心に増やすという計画

になっていまして、このときはまだ病院を新しく整備するという話題は表に

出ていなかったものなのです。このため、医師や放射線技師とか薬剤師、

理学療法士などのコメディカルの増員の話はわずかでした。 

今、我々としては新しい病院に向けてさらに増員を図らないといけない

と思っています。したがいまして、増員を認めてもらうという作業がこれか

ら必要になってきますので、条例改正にどれほど反映できるのかというこ

とで今から努力していきたいと考えています。 

先ほどの透析室の件でも臨床工学士が足りない、医師が足りないとい

う話が出ました。それから、企画部門を作るにしても事務も人が足りない

し、職員満足度調査でも残業が多いとなると、いくら医療機能を上げようと

しても、定数を増やさなければ病院の機能が上がらないのではないかと

思うのですが。 

ご指摘のとおりです。これから大きく病院を作るということになってきま

すので、人員増は強く要望していかないといけないと考えています。今、

特に努力しているのは、コメディカルのところです。この領域は今までほと

んど増員してこなかったという経緯があったので、26 年度に今まで以上に

増員を図りました。採用枠を上限まで使ってコメディカルを増やし、病院の

基盤を作っていくことを一つの戦略にしています。そして、医師に対しては

医療機能の強化に向けて増員を図り、必要なことを充実させていきたいと
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（水谷委員長） 

考えています。現状でよいと考えているわけではないことをご理解いただ

きたいと思います。 

あと 5 年後ぐらいには新しい病院が完成していることになりますので、

そのときに急に増員といってもなかなか難しいと思いますから、将来を見

据えてご努力をお願いしたいと思います。 

では、この評価についてはＢ評価ということでよろしいでしょうか。 

異議がないようですので、Ｂ評価ということにさせていただきたいと思い

ます。 

【収支計画・主要

経営指標の達成

状況】 

（水谷委員長） 

（吉原財務課長） 

それでは次の「収支計画・主要経営指標の達成状況」について事務局

から説明をお願いいたします。 

それでは、「収支計画・経営指標の達成状況」について、ご説明いたし

ます。 

資料の 58 ページをご覧ください。 

まず「収支計画の達成状況」としまして、さいたま市立病院の平成 25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、それぞれ、上から、収入、支出などの科目の区分

欄、そして、左から、前年度である平成24年度の実績値、平成25年度の

目標値及び実績値（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 25 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。 

区分欄のもっとも上にある、「1．医業収益」をご覧ください。医業収益

は、134 億 1，000 万円で、その内訳としまして、「（1）入院収入」が 100 億

5,300 万円、「（2）外来収入」が 28 億 5，800 万円、「（3）その他」が一般会

計繰入金2億 9，800万円などを含み、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 400 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 7，

200 万円、「（2）国県補助金」が 3，800 万円、「（3）その他」が民間借上医

師宿舎使用料や行政財産使用料などで合計 9，400 万円となっておりま

す。 

医業収益と医業外収益を加えた経常収益は144億 500万円となってお

ります。 
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次に、支出の「1．医業費用」をご覧ください。医業費用は、132億7，100

万円で、その内訳は「（1）職員給与費」が62億 7，400万円、「（2）材料費」

が 31 億 9，100 万円、「（3）経費」が 32 億 7，100 万円、「（4）減価償却費」

が 4 億 8，600 万円、 「（5）その他」が研究研修費などで 4，900 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 4億 4，500 万円

で、その内訳は「（1）支払利息」が 5，200 万円、「（2）その他」が消費税に

係る損失や職員宿舎費などで 3億 9，300 万円となっております。 

医業費用と医業外費用を加えた経常費用は137億1，600万円となって

おり、経常収益から経常費用を差し引いた経常損益は 6億 8，900 万円と

なっております。 

次に特別損益ですが、「1.特別利益」の 9，700 万円から、「2.特別損失」

の 9，500 万円を差し引きまして、200 万円となっております。 

経常損益に特別損益を加えた純損益につきましては、6 億 9，100 万円

となっております。 

続きまして、右側の表の資本的収支の平成 25 年度実績値の見込です

が、収入については、「1．企業債」が 5，800 万円、一般会計繰入金であ

る、「2．他会計出資金」が 1億 6，500万円、「3．国県補助金」が 3，100万

円で、収入の合計は、2 億 5，400 万円となっております。 

次に支出ですが、「1．建設改良費」が 5 億 6，900 万円、「2．企業債償

還金」が 2 億 4，200 万円で、支出の合計は 8 億 1，100 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 2，600 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 5 億 8，300 万円となっており、補てん財源として損益勘

定留保資金で同額充当しております。 

続きまして、資料 59 ページの「主要経営指標の達成状況」をご覧くださ

い。 

まず、医療関係指標でございますが、前年度である平成 24 年度実績

値と平成 25 年度の目標値、実績値（見込）となっており、中央の欄に実績

値を目標値で割った割合、さらに右の欄に主な取組・主な要因について

記載しております。 

まず、「手術件数」は 4，466 件となっており、主に整形外科などで手術

室の利用が増加し、前年度を上回る手術件数となっております。 

次に「救急搬送件数」ですが、6，170 件となっており、ほぼ前年度と同

程度の件数となりましたが、目標値は下回っている状況です。 

続いて、「平均在院日数」ですが、12．9 日で、前年度に引き続き、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退院調整

を図るなど、平均在院日数の短縮に取り組み、前年度とほぼ同程度の平

均在院日数となっております。 
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続いて、「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 57％となっており、前年度と比べてほぼ同程度となっておりま

す。 

続いて、「逆紹介率」ですが、当院から地域医療機関に紹介した患者の

割合が、31．9％となっており、これも前年度と比べてほぼ同程度となって

おります。 

資料の 60 ページをご覧ください。財務関係指標について、説明いたし

ます。 

まず、「医業収支比率」が 100．1％となっております。これは、特定集中

治療室管理料の増収などにより入院収益が増加したほか、検査料・注射

料の増などによる外来収益が増加しましたが、招へい医師謝金の増加、

医療総合情報システム更新による賃借料の増加等により、前年度よりも

医業収支比率がやや低下しております。 

続いて、「経常収支比率」は、105％となっております。医業収支比率と

同様に、前年度を下回っております。 

続いて、「職員給与費対医業収益比率」は、46．8％となっております。

職員給与費は、主に看護師の増員により人員数は増加しておりますが、

平成25年7月から平成26年3月まで実施された職員給与の引き下げに

より費用が削減されたため、職員給与費対医業収益比率が低下しており

ます。 

「材料費対医業収益比率」は、23．8％となりました。材料費は、主に手

術件数の増加より前年度より増加していますが、医業収益が増加したこと

に伴い、材料費対医業収益比率が低下しております。 

「他会計繰入金対経常収益比率」は、8．1％となりました。小児入院医

療管理料の収益増により、小児医療に要する経費に対する繰入金が大

幅に減少した一方、医業収益が増加したことに伴い、他会計繰入金対経

常収益比率が低下しております。 

「一般病床利用率」ですが、83．6％となっております。一般病床の入院

延患者数は、前年度よりも 3，303人増加しており、前年度よりも一般病床

利用率が増加しております。 

「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、6万1，013円となっております。入院延患者数が増加した一方、ＤＰ

Ｃ医療機関別係数の低下により包括診療収入が減少し、前年度と比べて

入院患者一人一日当たり収入がやや減少しております。 

「一日平均外来患者数」は、996人となっております。当院は、地域医療

連携の推進に取り組み、前年度とほぼ同程度の患者数となっておりま

す。 

「外来患者一人一日当たり収入」ですが、1万1，763円となりました。前

年度と比べ、外来延患者数が 1，574 人減少した一方、検査料・注射料な
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（水谷委員長）  

（伊関委員）  

どの収入が増加し、外来患者一人一日当たり収入が増額となっておりま

す。 

続きまして、資料の 61 ページをご覧ください。こちらは、平成 24年度末

から平成25年度末の増減を示した貸借対照表の状況をお示ししておりま

す。 

まず、固定資産につきましては3億3，200万円ほどの減となっておりま

すが、これは主にエネルギーセンター更新工事のため、旧看護師寮の取

り壊しや機械備品の除却などにより資産が減少したことによるものです。 

次に、流動資産が約 3 億 6，700 万円の増となっておりますが、これは

主に現金預金が約 2 億 9，900 万円、未収金が 7，200 万円増えたことに

よるものです。 

続いて、表の右側の固定負債になりますが、約 8，000 万円の増加とな

っており、これは退職給与引当金を計上したことによるものです。 

続いて、流動負債につきましては、約3億9，600万円の減少となってお

りますが、これは主に医業未払金が減少したことによるものです。 

資本金につきましては、約 1，900 万円の減少となっておりますが、これ

は一般会計からの出資金により約 1億 6，600 万円の増加となっている一

方、企業債の残高が返済により1億8，500万減少していることによるもの

です。 

剰余金につきましては、約 3億 7，400万円の増加となっておりますが、

これは補助金などにより取得した建物や器械備品の除却により資本剰余

金が減少した一方、平成 25 年度の純利益として当年度未処分利益剰余

金が約 6億 9，100 万円増加していることによるものです。 

以上のとおり、資産合計としましては、前年度から約3，900万円の増加

により平成25年度末時点で約203億 1，700万円となっており、負債合計

は前年度から約 3億 1，600 万円の減少により、平成 25 年度末時点で約

12億 6，200万円、資本合計が前年度から約3億 5，500万円の増加によ

り、平成 25 年度末時点で約 190 億 5，500 万円となっております。 

以上で、「収支計画・主要経営指標の達成状況」の説明を終わります。 

ありがとうございました。 

市立病院の平成 25 年度の収支計画と主要経営指標の達成状況につ

いて説明していただきました。ご質問等はございますでしょうか。 

他会計負担金・補助金について、病院の収益が良くなってきたので、繰

入金が減っているのですけれども、これから新しい病院の整備をするため

にできるだけ現金を保有しなければならないのに、単純な繰入金ルール

で金額を減らすというのは、病院の将来的な財務を考えていくと厳しいよ

うに思います。ある程度の一定の金額を上乗せして、例えば病院の将来
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（吉原財務課長） 

（伊関委員）  

（吉原財務課長） 

（冨田委員）  

の建築費用として積み立てるといった準備をしておかないと、多額の起債

を一度に借りなければなりません。そうすると、借入金の返済に非常に苦

しむ話なので、例えば、この最近の過去 5 年ぐらいの一番高い繰入額を

基準として、病院の現金を増やすことも考えた方が良いのではないでしょ

うか。現金を増やす準備をしておかないと、病院を建てた直後にこの病院

の最大の財政危機がやってくるので、繰入金のルールの見直しはしてお

いたほうが良いと思います。 

それと平成 25 年度は経常損益で 6 億 8,000 万円の利益が出ていて、

かつ減価償却費が 4億 8,000 万円あるので、10 億円近くの現金が貯まっ

ているイメージがあるのですけれども、貸借対照表を見ると 3 億円しか預

金が増えていませんが、残りの金額はどこにいったのでしょうか。 

ただいまのご質問の中で、確かに 6 億 8,900 万円と減価償却費 4 億

8,600 万円ということで、約 10 億円の内部資金が留保されることになりま

すが、資料の右側の資本的収支の欄を見ていただくと、支出8億1,100万

円に対し、収入は2億 5,400万円となっております。この不足額5億 8,300

万円は、内部留保資金を充てて補てんしており、先ほどの黒字と減価償

却で留保した金額をこちらの不足額に充てております。 

これは手術室などの病院の建築費用に使ったということで解釈してよろ

しいのでしょうか。 

25 年度の場合は、主に医療機器の固定資産購入やエネルギーセンタ

ーの建設工事に充てております。 

収支計画の損益計算書を見てみると、非常に良いです。自治体病院で

これほどの数字はあまりないと思います。ただ、材料費や経費は節約して

よい科目だと思うのですが、職員給与費が少ないですね。人件費率が

46.8％というのは非常に低いと思います。 

それと、もう一つとして減価償却費が少なく、これは投資不足です。これ

が次の世代になったときに人材や設備が確保できていない不安がありま

す。伊関委員がおっしゃったように、繰入金も単に減らすのではなく、積立

金という形で現金預金を確保し、健全経理を図ることを市の方も考えてい

ただきたいと思います。民間と違って税金を取られてしまうこともないの

で、投資不足の分を補っておかないと、病院を整備してからが大変だと思

います。 

それと、先ほどのお金の話ですけれども、一見収益が良さそうに見えま

すが、減価償却を考えた場合は今後これから収支を圧迫してくると思いま

すので、その分を見込んだ方が良いのではないかと思います。 
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（吉原財務課長） 

（伊関委員）  

（細田委員）  

まず、職員給与費対医業収益比率ということなのですが、この指標は

あくまでも職員給与費という科目に対しての医業収益比率ということにな

るのですけれども、これを純粋に人件費という考え方に置きかえますと、

実は経費の方にも報償費といって人件費と同様なものがございます。そう

いった部分も含めた人件費比率で計算し直すと、実質的には 54％を超え

えますので、人件費的にもそれなりの投資はしていると感じております。 

また、一般会計からの繰入金に関してございますが、総務省の繰出基

準を参考にさいたま市の財政当局と協議しておりまして、当然収益が上

がってくれば繰入額が減ることになっています。それを収益が上がっても

繰入金を減らさないようにするとなると、総務省の繰出基準から外れた基

準外繰入になってしまうということで、病院として好ましくなく、監査からも

厳しい対応を迫られております。伊関委員のおっしゃられるように、収益

の向上に関係なく、一般会計からの繰入金を据え置くような形で内部留

保が増えていけば、病院としては非常に助かるのですが、その点はなか

なか認められないというのが現状でございます。 

総務省の繰入基準もいろいろ多様な話になっていて、絶対に一定の数

字を作らなければいけないわけではないと思います。それを機械的に守

って将来病院の財政が破綻してもいいのかと言わざるを得ないのです。

まして、建設費が上がるのは確実な中で、将来の準備をしていくほうが逆

に健全経営だと私は思っています。それを借金ですべて賄って将来財政

破綻させるほうが不健全経営です。財政は財政の立場もあるし、それを

突破するのは大変だと思いますが、病院長クラスが市長にかけ合って、

基金を積むぐらいの準備をしないと、何百億単位の病院建築はできない

です。通常の繰入金ルールからすれば、さきほどの説明が限界だというこ

とも分かりますが、少しでも現金を積んでおかないと病院財政が破綻しか

ねないところがあるので、その覚悟で準備をしていただきたいと思いま

す。 

繰入金なんて私どもの病院には全く出ないし、運営交付金すらいただ

いておりませんので、うらやましい話だなと思うのですが、それは別とし

て、材料比率が 23.8％というのはとても低いですね。私どもの病院では実

は 30％を超えてしまっています。今、抗がん剤でも何でも分子標的薬など

で薬品がとても高くなっています。同じＪＣＨＯの病院の中で比べても 30％

を超えているところは 2 病院しかないのですが、別にがんに特化している

わけではないのに薬剤費率がかなり上がってしまっているのです。市立

病院でこれだけ材料費率が低いのはなぜなのか教えていただきたいので

すが。 
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（水谷委員長）  

（吉原財務課長） 

（細田委員）  

（吉原財務課長） 

（冨田委員）  

（吉原財務課長） 

（細田委員） 

（吉原財務課長） 

（冨田委員）  

（水谷委員長）  

何か秘訣でもあるのですか。 

薬剤につきましては、当院の薬剤科長が中心となって、価格交渉でも

最前線に出て事務職と一緒に交渉しております。 

ただ、値引率は多少の差はあるとはいえ、だいたい決まっていますよ

ね。 

値引率については、当院は政令市の中でも比較的良い方で、上位で推

移してきております。また、診療材料につきましては、ベンチマークの数字

を常に見比べて、根気強く一つ一つ交渉しております。 

先ほどの職員給与費に入っていないもので人件費に該当するものと

は、実質的な人件費となる委託費のことでしょうか。それとも、本当に職員

の人件費も入っているのでしょうか。 

職員給与費は、常勤職員の人件費です。経費の中に報償費として、通

常の常勤医師と同じように働いている専修医、研修医、招聘医師の人件

費が入っておりますので、それを給与費に含めて計算すると 54％ぐらい

になるということでございます。 

ということは、常勤ではない非常勤職員が多いということですか。 

招聘医師や研修医などが非常勤職員として一定数おりますので、人件

費率を考える中でこれらの費用を含めますと、先ほどの数字になるという

ことでございます。 

一般的には非常勤も給与に入るはずなのですが、経理的な考え方から

すると変だなという気がします。それはともかくとして、先ほどの繰出金の

ことですが、健全経営をすると単純に減ってしまうというのではなく、政令

指定都市の病院としてどうあるべきかを考えた方が良いです。高度医療

など繰出金の項目はいろいろとありますから、言い方は変ですけれども、

建設改良のための預金の積み立てはなさったほうが良いと思います。 

事務局も大変だと思いますが、将来のことを考えると、確かに皆さんの

ご心配されているとおりで、これから建築費も上がっていく可能性も高い

ですから 1円でも多く貯めていくことを考えなければいけないと思います。

伊関委員がおっしゃいましたけれども、市長と直談判でもするぐらいの
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覚悟で病院一丸となって努力していただく必要があるのかなと思います。 

【全体評価】 

（水谷委員長） 

（落合委員） 

（窪地院長） 

（水谷委員長） 

（細田委員） 

（伊関委員） 

最後に、全体評価として、市立病院の中期経営計画の達成状況につい

て、各委員の皆様より一言ずつご意見を伺いたいと思います。 

まず、落合委員からお願いします。 

前半出られなくて申し訳ありませんでした。後半を見てみると、特に医

療職が非常によく頑張っておられて、私は今日の医療事情の中ではよく

努力されていると思いました。私の聞く限りでは特にこのさいたま市は人

口が増えてきているという話なのですが、そういうことも反映したような結

果と見てよろしいのでしょうか。他の地域で医療経営をしている方々から

は、全体が目減りしていて、人口の減少や高齢化率などの関係で病院に

来る患者さんの数が減るとか症例数が減るという話を聞きます。そういう

意味では市立病院が順調に伸びているというのは、さいたま市特有の事

情もあるのではないかと少し気になりました。 

答えになるかどうか分からないのですが、さいたま市の人口は少しず

つ増えており、今後もある程度は増えていく見通しですので、我々の施設

でダウンサイジングを考えないといけないような領域にはまだなくて、むし

ろ医療機能を高めて、どうやって受け入れるかという検討をしている状況

です。 

細田委員、お願いします。 

旧浦和市域の医療を市立病院と私どもの病院で担ってきましたが、拝

見しますと、大変すばらしい成績ではないかと思います。ただ、埼玉県で

は今後 1,502 床増え、美園地区にまた大学病院が来る予定です。高齢化

率はどんどん進んでいて、2025年に30％を超えるとなると、かなり医療の

形態は変わってくるのではないかなと思います。私どもの病院も今後どの

ように急性期医療をやっていくのか大変悩んでおります。市立病院は、こ

れだけ良い成績を出されているのですから、このまま急性期病院として進

んでほしいですが、大学病院等が来ることで医療需要も変化するでしょう

から少し心配しています。 

さいたま市の地域医療ビジョンをつくるので検討委員会に参加している

のですが、さいたま市は今後高齢者が急激に増えて、疾患でいけば、肺
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（水谷委員長） 

（冨田委員） 

炎の患者は 1.8 倍ぐらい、循環器疾患も 1.5 倍を超えるような状況で、将

来のさいたま市の医療の供給力は相当厳しい時代になると思います。そ

のために前もって、こちらの病院も建替えをするということだと思います。 

ただ、そのときに財政的な健全性を維持するためには、将来のことを考

えて市としてお金の準備をしておかないと、10 年後には今よりもずっとお

金が必要になるわけです。だから、前倒しで準備しておくという経営感覚

は絶対必要ですが、今日の話ですと、予算や人員については官僚組織的

な自治体病院の弱点が表れています。 

さいたま市立病院の中期経営計画では、地方公営企業法の全部適用

への移行が望ましいと提言されています。病院としては今までのやり方で

もできるというご判断があるのかもしれませんが、これから病院の建築を

進め、国の政策も変わり、大学病院が美園にやってくるのです。そういう

環境の激変の中で今までの経営形態で本当に乗り切れるのか疑問の念

もあります。基本的には、窪地院長や病院の幹部の皆さん、また病院職

員の皆さんのご判断だとは思いますけれども、地方公営企業法の全部適

用への移行を検討し、病院事業管理者を置き、その管理者が責任を持っ

て経営をしていく。市長に対して、独立した病院組織として経営のあり方を

訴えていくということを選択する時期になってきているのではないかと感じ

ました。病院としてもこれからの将来を考えて、経営形態についてぜひご

検討いただきたいと思います。 

冨田委員、どうぞ。 

自治体病院の優良表彰を受けたということで、この財務諸表を見てい

ると、さもありなんと思います。ただ、これは今までの投資不足が生んだ

収益ということもあるので、これからはさらに医療機能を上げていかない

と、埼玉県の南部は大変なことになると思います。全国一の医療の過疎

県と言われているだけあって、やはりきちんと整備していかないといけな

いと思うのですが、市の意向に沿って健全経営はされているのですけれ

ども、人手不足を考えたときに、もう少し機能を強化していく必要を感じま

した。125万の都市で公立病院1つというのはやはり少ないと思うのです。

四国のある県では人口は 100 万もいませんが、県立病院が 3 つも 4 つも

あります。そういうところと比べますと、もう少し将来に向けた投資をしてい

く必要があるなと思います。 

特に今回の診療報酬を見ていると、地域での役割が中心になっていま

すけれども、市立病院が将来どのような病院を目指すのか地域の実情を

もう少し分析していくことが必要です。それにはやはりさきほど言ったよう

に企画部門といいますか、現場をよく知る職員を育てて、病院の先行きを

考えていくという体制をとってほしいと思います。また、全部適用でなくて
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（水谷委員長） 

（中村委員） 

（水谷委員長） 

も方法はあると思いますが、全部適用でプロパーの職員を作っていくいう

ことも考えていただきたいです。 

中村委員、どうぞ。 

私は一市民の代表で、専門的な知識は全然持っておりませんので、地

域の代表としてここに参加をさせていただいております。これから高齢化

社会がますます進んでいく中で、私は老老介護をひしひしと感じておりま

す。私も高齢者の一人でございまして、まさに老老介護の体験を持ってお

りますが、地域の診療所と病院との連携はやはりしっかりとっていただき

たいと思っております。 

私は在宅医療の方で、もう病院には通えなかったので、病院から地域

の診療所を紹介していただきました。地域の先生は毎日のように夜中で

も来てくれましたし、真夜中でもいいから電話をくださいと言って、最後ま

で診ていただきました。しかし、大きな病院から地域の診療所を紹介して

いただいたのですが、件数があまりないのです。たまたま昔から私が耳に

していたところがありましたので、快く引き受けていただいたのですが、断

られるケースもあるのだろうと思って、私もすごく心配をしておりました。 

これからは老老介護になりますと病院に通えないわけです。私も体験し

ましたが、高齢のご夫婦が同時に入院し、手続から何からと全て自分で

やらないといけません。これからますますそういうケースが地域の中で増

えてくるのではないかと思います。地域包括と言われていますが、地域の

住民がなかなかそれを理解していただけないことや、どうやったら理解し

てもらえるのかということをすごく心配しております。私は地区社協の仕事

もしておりますので、その方面でも一生懸命ＰＲをしていきたいなと思って

おります。 

今、私は一人で暮らしていますので大変快適でございます。結局今は

元気だから快適なのですが、これからは地域の皆さんにお世話にならな

ければいけないと思って、地域の中のコミュニケーションをいかにとってい

くかということを各自治会の中でも働きかけていく必要を感じているところ

でございます。 

政令指定都市のただ一つの市立病院でございますので、経営破綻の

ないように、しっかりと市長と話し合ってもらいたいなと思っております。大

事な税金でございますので、使うべきところにはしっかりと使えるように、

市長も理解していると思うのですが、よろしくお願いしたいと思います。 

ありがとうございました。 

私からは、中村委員さんがおっしゃったように、社会の形態が随分変わ

ってきまして、独居老人、あるいはお年寄りのご夫婦も増えてきて、医療
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の形態も多分どんどん変わってきているのだと思います。2025 年問題も

ありますけれども、そんな中で市立病院はどのような立場でどういった病

院を作るか改めて考えていただければと思います。 

開業の先生方との連携をどうするかということが、これからさいたま市

の医療を考える上で非常に大事なことだと思います。その一端は、我々

医師会のほうにも責任があると思いますので、医師会としてもその点は検

討していきたいと思っております。市立病院につきましては、最初の計画

ができた段階では美園地区に病院ができるという話はなかったわけです

し、大学病院の進出と市立病院の建替えをするという 2 つ条件が変わっ

てきたわけですから、計画が少し変わっても全く不思議はないと思いま

す。 

今回はこの計画に対しての達成状況の評価でございますので、そうい

う意味で委員の皆様に全体的な評価をしていただき、誠にありがとうござ

いました。今度病院が新しくなったときに今まで何やっていたのかというこ

とにならないようにしていただけたらと思っております。 

3 その他 

（水谷委員長） 

（吉原財務課長） 

最後に次第の「その他」ですが、事務局から何かございますでしょうか。

本日は長時間にわたってご意見をいただき、誠にありがとうございまし

た。 

次回の委員会でございますが、本日皆様から評価していただいた内容

やご意見をまとめた上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。次回の開催時期につきましては11月あたりを考えておりますが、日

程の関係については後日、事務局よりお伺いさせていただきます。本日

はありがとうございました。 

4 閉会 

（水谷委員長） それでは、本日の議事は以上をもって全て終了いたしました。委員の

皆様のご協力、誠にありがとうございました。 

本日は、これにて散会といたします。 


