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第 6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 11 月 13 日（木） 15 時 30 分～16 時 45 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 

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、渋谷庶務課長補佐兼施設管理係長、田島主査 

（病院施設整備室）石黒病院施設整備室長 

（財務課）吉原課長、中川課長補佐兼用度係長、田中係長、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 

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）中期経営計画の達成状況に対する評価について 

  （2）平成 26 年度上半期の状況について 

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に対する評価について（平成 25年度評価案）

資料 2 平成 26 年度上半期の状況 
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配付資料の確認等

（吉原財務課長） それでは、皆様全員揃いましたので、始めさせていただきたいと思いま

す。 

まず、資料の確認をさせていただきます。本日お配りしている「配席

図」、事前に送付させていただいた資料といたしまして、「次第」と「中期経

営計画の達成状況に対する評価について」、「平成 26 年度上半期の状

況」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、先に進ませていただきます。 

本日傍聴につきましては、傍聴者はございません。 

また、前回同様、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。 

それでは、水谷委員長、よろしくお願いいたします。 

1 開会 

（水谷委員長） それでは、ただいまから第 6 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、ご多忙の折にもかかわらず会議にご出席いただきま

して、誠にありがとうございます。本日は、前回に引き続いて、市立病院

の中期経営計画の達成状況に対する評価を確定させることになっており

ます。 

なお、本日の委員会は 17 時頃までということで、会議の時間に限りが

ございますので、進行につきまして皆様のご協力をお願いいたします。 

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） 

（吉原財務課長） 

それではまず、次第をご覧ください。議事（1）「中期経営計画の達成状

況に対する評価について」となっておりますが、まずは前回の各委員の

方々からのご意見等について、事務局で資料をまとめたとのことですの

で、その説明をお願いいたします。 

それでは、お手元の資料の「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」の 2 ページ目をご覧ください。こちらは、項目評

価の一覧となっております。この中の外部評価の欄に前回の委員会で決

定していただきました評価を記載しております。 

次に 29ページをお願いいたします。こちらは、前回の委員会におきまし

て、医療安全関連の研修などを開催したことにより、院内でどのような効
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果、影響が出たのかを記載してほしいとのご要望がありましたので、こち

らのページの右端の病院評価説明の欄の下段に、研修を実施したことに

よるインシュリンの注射に関するインシデントの減少について記載させて

いただいております。 

次に 34 ページをお願いいたします。こちらは、査定率の減額率につい

て、入院と外来それぞれの査定率についてのご質問がありましたので、

中ほどの実績の欄に各査定率を入院と外来に分けて記載させていただ

いております。 

続きまして、57 ページをお願いいたします。こちらは、前回の委員会で

委員の皆様よりいただきました項目評価における主な意見等をまとめさ

せていただいたものになります。 

まず、「医療機能・施設面の充実」におきましては、医療機器の前倒し

での整備の必要性や施設整備後の透析室の充実化に向けた人員の確

保、それから災害用備蓄の早期確保について、ご意見をいただいており

ます。 

次の「患者サービスの向上」におきましては、食事の満足度向上、患者

アンケートにおけるソフト面の評価、ホームページコンテンツの充実化が

必要であるとのご意見をいただいたほか、コンビニエンスストア払いの導

入の見直しや、がんサロンにおける意見交換のしやすい環境づくりにつ

いてご意見をいただいております。 

次に、「病診連携の強化」におきましては、産科セミオープンシステムの

取扱件数の見直し、医療連携の強化に向けたメディカルソーシャルワーカ

ーなどの人材確保、病院の外からの視点に立った紹介率の目標設定、地

域医療支援病院の認定に向けた方策の検討などについて、ご意見をい

ただいております。 

次の「業務改善に関する取組」におきましては、災害時医療を踏まえた

ＳＰＤの検討と、市立病院の施設整備において、物の調達や動線、処理ま

で含めた院内の物流の構想を設計に含めて検討すべきとのご意見をい

ただいております。 

次の「収益確保に向けた取組」におきましては、医業収益の増加は医

療スタッフの努力の成果であるとの評価をいただいたほか、ホームページ

バナー広告募集の方策や、未収金が発生しないような院内の体制整備、

情報共有についてご意見をいただいております。 

次の「費用縮減の取組」におきましては、材料費対医業収益比率の低

下について評価していただいたほか、減価償却費を含めた費用を満たす

まで医療機器を使うのではなく、適切な時期での更新が必要であるとの

意見をいただいております。 

次の「経営管理体制の整備」におきましては、企画部門の設置は、重

要課題として取り組む必要があり、その際には診療情報管理士などの医
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（水谷委員長）  

（伊関委員）  

（杉崎庶務課長） 

（窪地院長） 

療事務職を積極的に活用し、民間のようなプロパー職員を育成していくこ

とを検討すべきとのご意見をいただいております。 

続きまして、58ページをご覧ください。「職員の確保、人材育成と適正配

置」におきましては、施設整備に向けた職員定数条例の見直しの検討、

院内保育の充実化と小学校就学後の児童を持つ育児世代への支援、短

時間勤務などの柔軟な勤務形態の活用、時間外勤務を減らす努力の必

要性についてご意見をいただいております。 

続きまして、資料の 60 ページをご覧ください。こちらは、前回の委員会

におきまして、収支計画・主要経営指標の達成状況に対する委員の皆様

からのご意見を記載しております。 

市立病院の施設整備に向け、今後多額の費用が見込まれるため、繰

入基準の見直しや建築費用の積み立てなどが必要であり、後年度におい

て病院の財務状況を悪化させないよう現金預金を増やしていくことが重要

であるとのご意見をいただいたほか、施設整備により、今後は減価償却

費が収支を圧迫してくることが予想されるため、計画的な投資が必要であ

るとのご意見をいただいております。 

説明は以上でございます。 

ありがとうございました。 

前回の委員会で委員の皆様からいただいたご意見について、「項目評

価」と「収支計画・主要経営指標の達成状況」で、それぞれ記載したとのこ

とですが、何かご質問又は追記したいご意見等はございますでしょうか。 

この中で明確に当てはまる項目はないのですが、この病院にとって重

要なのが初期研修医のマッチングの状況だと思います。昨年度は欠員が

出たものの、今年度はフルマッチになったという話を聞いているのです

が、いわゆる初期研修医の募集の状況ですとか、また初期研修医が集ま

るようなプログラムの充実、医師が集まるような仕組みについて、どのよう

な努力をされているか、お聞きしたいと思います。 

初期研修医のマッチングにつきましては、医局に働きかけをしているほ

か、ホームページの更新を図るなどして取り組んでいるところでございま

す。 

追加させていただきますと、レジナビなどレジデントに対する案内をする

行事がありますので、我々の病院もそれに参加しています。また、学生が

見学しやすいよう担当者を作って、窓口を明確にしていくこともあるかと思

います。まだまだ足りない面もあるのかもしれませんが、そういった努力を

しているところでございます。 
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（伊関委員）  

（小川副院長兼看護部長） 

（水谷委員長）  

（冨田委員） 

（窪地院長） 

（冨田委員）  

（窪地院長）  

とても重要な内容だと思いますので、絶えず目配りをして、特に若手の

医師雇用については努力していただきたいと思います。 

それと、看護師についてはどうでしょうか。 

看護師についてお答えいたします。 

今年度は看護大学の就職説明会も含めて、こちらから出向いて採用活

動を行っております。幸い、今年度は募集も多く来ているという状況です。

他にございますでしょうか。 

この項目評価の一覧を見ると、収益や費用面では良い成績結果が出

ているのですが、今後必要になってくる医療連携については、少し取組が

少ないように見受けられましたので、病診連携だけではなく、病病連携や

病院間の役割分担などについて、どのくらいの体制を組んでいるのか、

医療連携の方針などについて、お聞きしたいと思います。 

前回も少しお答えさせていただいたと思いますが、地域医療連携に

我々も力を入れていく必要があるという認識から、その体制を作るため

に、地域医療連携推進委員会という委員会を立ち上げて、ご指摘されて

いるような点を整理しているところです。 

現在、医療相談室は当然ありますし、病診連携室は浦和医師会向けの

充実したものと、それから他の地域での医療連携室も新しく作りましたの

で、情報交換や患者のやりとりがスムーズにいくような体制になってきて

います。ただ、これをもっと近代化させないといけないですから、計画して

いる病院の施設整備にあわせ、組織の充実化を図ることを検討していま

す。 

具体的にどのような方向性なのかお聞きしたいのです。というのは、医

療連携は建築というハード面のことよりも人の問題であるということと、医

療連携に携わる職員が少し少ないように思えたので、病院の統合とかブ

ロック化が始まっている時代に、この病院がどのような方向性に進むのか

見えにくいように思ったのです。囲い込むという言い方は変かもしれませ

んが、急性期病院の競争も激化していますし、埼玉県は特に急性期の後

が非常に少ないと思いますので、そういった面をどのようにブロック化して

いくのかお聞きしたかったのです。 

医療連携については、病院の中でも専属の職員がおらず、今も併任又

は委託の職員によって形づくられたところがあるのです。このため、医療
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（水谷委員長） 

（吉原財務課長） 

者を配属し、そして主体性を持って、戦略的に活動できるような組織には

なっていないのが正直な話です。ただ、医師や看護師も地域連携にもっと

携わっていく必要があると思いますし、他の施設でもそういう体制をとって

おりますので、我々もこの病院を選んでもらえるような体制を作っていきた

いと考えています。 

他にございますか。よろしいですか。 

それでは、伊関委員と冨田委員からいただいたご意見につきましては、

事務局で資料に追記をお願いいたします。 

続いて、「全体評価」になりますが、前回の委員会での各委員のご意見

をもとに事務局の方で評価案を示していただいておりますので、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

それでは、「全体評価」の説明に入らせていただきます。 

資料の65ページになります。まず、評価結果につきましては、皆様のご

意見をもとに「概ね計画のとおり進捗しているが、市立病院の施設整備に

向けた人員と資金の確保が必要である」とさせていただきました。 

判断の理由といたしましては、昨年度よりも医業収益が増加し、材料費

の縮減にも成果が見られた点について評価していただいたほか、今後の

市立病院の施設整備に向けて一層の人員の確保が求められる点と、収

支計画・主要経営指標の達成状況でご指摘をいただきましたように、施設

整備においては多額の建設費用が見込まれ、後年度負担が大きくなるこ

とから、施設整備後の健全経営の維持を見据えた資金確保が必要であ

るという点を記載しております。 

次に、下段の評価にあたっての意見につきましては、前回の委員会の

際に全体評価として委員の皆様からいただいたご意見を要約して記載し

ております。 

内容としまして、まず落合委員より「医療職が非常によく努力している。

今後は県内、市内の人口動態や高齢化率にも注意しながら、柔軟に病院

経営を行っていく必要がある。」とのご意見をいただきました。 

次に、細田委員より「市立病院の経営状況は良好であり、今後も急性

期病院として地域医療における中核的な役割を担っていくことを期待して

いる。一方で、今後ますます高齢化が進み、近隣への大学病院の誘致な

どもあることから、医療需要の変化にも対応していく必要がある。」とのご

意見をいただいております。 

続きまして、伊関委員より「市立病院の施設整備後も財務的な健全性

を維持するためには、将来のことを考えた資金確保が必要である。これか

ら病院の建築を進め、国の政策も変わり、大学病院の誘致が進められて

いるという環境の中で、独立した病院組織として経営のあり方を訴えてい
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（水谷委員長）  

（伊関委員）  

（水谷委員長）  

くため、地方公営企業法の全部適用への移行を検討してはどうか。」との

ご意見をいただいております。 

次に、冨田委員より「財務諸表は良好であるが、今までの投資不足が

生んだ収益という面もある。これからはさらに医療機能を上げていくため、

人員の確保と投資が必要である。また、市立病院が将来どのような病院

を目指すのか、地域の実情を分析していくため、企画部門の設置など、現

場をよく知る職員の育成を図っていく体制をとってほしい。」とのご意見を

いただきました。 

中村委員からは「高齢社会が進み、老老介護が今後ますます増加して

いくことを踏まえ、地域の診療所と病院との連携が重要である。また、施

設整備後に経営破綻などのないよう、資金面については市とよく協議して

いただきたい。」とのご意見をいただきました。 

これら委員の皆様からのご意見を全体評価として資料にまとめさせて

いただいております。 

説明は以上になります。 

ありがとうございました。 

「概ね計画のとおり進捗しているが、市立病院の施設整備に向けた人

員と資金の確保が必要である」という評価案を示していただきましたけれ

ども、委員の皆様からご質問又はご意見はございますでしょうか。 

まさにこのとおりで、これからさいたま市も高齢化していく中で、この 10

年ぐらいで、いわゆる団塊の世代の方々が後期高齢者になりますから、

2025年には爆発的に患者さんが増えてきます。肺炎の入院患者が1.8倍

程度増えるという試算も出ていますので、それに向けて、病院の施設整

備を進めることが必要だと思います。 

ただ、現在は建設費が高騰していますから、その厳しい状況の中でも

資金を確保していくということがとても重要です。また、診療報酬制度は人

員を雇うことによって加算を得るという形になっていますので、病院の建

築に向けて内部留保資金を確保するためにも、人員の増員を前倒しで行

っていくことが必要です。 

それと、評価に当たっての私の意見の部分なのですが、2 段目の「経営

のあり方を訴えていくため」というところについては、「経営を行うため」とし

た方が良いと思いますので、文言の修正をお願いいたします。そのため

に最低でも地方公営企業法の全部適用をして、スピードのある意思決定

を行うような仕組みを作っていくことが重要かと思います。 

他にございますでしょうか。 
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（落合委員）  

（水谷委員長） 

（山本理事兼経営部長）  

（落合委員） 

（山本理事兼経営部長）  

私的な意見で恐縮ですけれども、浦和区民として住んでいて、さいたま

市立病院という言葉が残念ながら聞こえてこないのです。病院長として、

いろいろな業者とやりとりをしている中では、「先生、さいたま市立病院の

委員を務めていらっしゃるなら、紹介してくれませんか。」と業者が声をか

けてくることはあるのですが、さいたま市の中での話題として、この病院が

近々リニューアルされるという声があまり聞こえてこないのが非常に残念

というか、不安なのです。 

今、伊関委員が言われたように地方公営企業法の全部適用という話に

なれば、さいたま市としてそれを認める話になるのだと思います。そうする

と、さいたま市の中でこの病院の予算を確保していく過程で、浦和地域で

は病院を建て直さなければいけないということはよく分かるけれども、さい

たま市議会の中で乗り切れる議題なのかどうか気になっているのです

が、その点はどう考えたらいいのでしょうか。 

議会の反応といいますか、さいたま市全体として市立病院をどのように

認識しているのだろうかという疑問だと思うのですが、どうでしょうか。 

経営部長の山本と申します。新しい病院の建設につきましては、昨年

度に施設整備基本計画を策定いたしました。これにつきましては、さいた

ま市議会に報告をしております。同じくこの計画につきましては、市民の

皆様にもホームページ等でご紹介しているというのが昨年までの流れで

ございます。 

新病院の形や内容につきましては、今年度の基本計画、来年度の実

施設計の中でさらに検討を進めていくことになりますが、実は 12 月にさい

たま市議会に途中経過を報告し、2 月に基本設計について報告をしていく

予定となっており、市議会につきましては、そういった経過報告をしていき

ます。 

また、建設費や実施設計の予算の確保につきましても、市の財政部局

を含めた内部の検討の中で調整を進めていますので、それが確定すれ

ば市議会にも予算委員会を通じて了承を求めていくという流れになりま

す。 

市の内部というのは、大宮であるとか、与野であるとか、そういった他

の地域も含めてコンセンサスが得られるという理解でよいですか。 

さいたま市は、東京のような特別区ではございませんので、例えば、さ

いたま市立病院の建設については、浦和区で決めるわけではなく、さいた

ま市役所の市議会で決めていくことになります。さいたま市立病院はさい

たま市の病院ですから、浦和だけではなく、さいたま市全域の市民の方に
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（落合委員）  

（窪地院長） 

もお知らせをしていくということになります。 

なかなか病院の情報が伝わらないということにつきましては、私どもも、

基本設計がまだ途中であることもあり、充分な情報を出していなくて申し

わけないのですが、これから基本設計がある程度公表できる段階になれ

ば、委員の皆様や市民の皆様にお知らせをしていく予定です。 

分かりました。 

それでは、さいたま市立病院として市域全体をカバーする病院として、

幾つかの市が集まった中に 1 つ病院ができるぐらいの意味を持つ病院に

位置づけが変わるのか、浦和市立病院という形で存在した従来のこの地

域をカバーする病院としての位置づけのままなのか、この点はどうなので

しょうか。 

重要なポイントだと思います。この病院はご指摘のように、浦和市立病

院からさいたま市立病院に変わっても、これは政令市になって名称が変

わっただけにすぎなかったのだと思います。 

今回、建替えに際して、医療機能は当然強化していきます。我々、自治

体病院の役割を考えますと、地域完結型医療の最後の受け皿になること

だと考えております。高度な医療を提供することは当然の役割だと思いま

すが、救急のこともありますし、都内で治療を受けた方が地域に戻ってき

て、状態を悪くして入院する方がいらっしゃいますけれども、今後の人口

動態を考えますと、最初の治療からこの地域で行えるようにする必要があ

ります。人口の流れを考えて、治療の受け皿となる機能を発揮できるよう

にするため、急性期としての機能アップを考えた内容としています。 

具体的には、救命救急センターの設置、それから緩和ケア病棟を整備

することで、少なくとも患者が新生児から亡くなるまでカバーできる機能に

はなるだろうと考えております。それから、身体合併症を持った精神疾患

の患者の受入れについても地域から要望が出ていますので、それを受け

入れる体制を作るかどうか県とも交渉しており、自治体病院としての役割

が果たせるよう、できるだけ設計に反映していこうと努力をしているところ

でございます。 

また、この地域をどれだけカバーするかということに関しましては、この

地域は非常に広いということがあります。それから、自治体病院として地

域全体をカバーできる機能にはどういうものがあるかという点に関して

は、この地域ではまだ分からない面も多いため、今後の地域医療ビジョン

で示されるものだと思いますけれども、その中で自治体病院として求めら

れる役割を果たしていくことが非常に重要なのではないかと考えておりま

す。 
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（落合委員）  

（窪地院長） 

（落合委員） 

（細田委員）  

（落合委員） 

意見を言うのは簡単なので、勝手なことを言わせていただいております

けれども、例えば、大宮赤十字病院もさいたま赤十字病院と名前を変え

ましたが、さいたま市全部ではなく、大宮を中心にカバーしている状況も

あるのだろうと思います。そうすると、大宮区、浦和区、中央区といった地

域の中でそれぞれ基幹病院のようなものが 1 つできるのか、なかなか難

しいところだと思いますが、それぞれの病院が各地域をカバーするという

約束のようなものを作って、市が自治体病院を持っている意義が明確な

病院になっていっていただきたいと思うのです。 

少しそういう面でも動きがありまして、産科のカバーする領域を決めた

コーディネーター制度というものがあります。また、救急にも動きが出てお

りますので、落合先生が言われますように病院がカバーする領域というも

のが少しずつ決まってきているのだろうと思います。 

さいたま市の南東の一病院ということでは理解が得られにくいと思いま

すから、さいたま市報などを使って、将来のさいたま市の医療ビジョンを示

して、さいたま市全体でこの病院をバックアップしていこうという状況を作

っていく必要があるではないでしょうか。 

私どもの病院もさいたま市内の病院ですが、窪地院長と伊関委員もメ

ンバーとなっている市の医療ビジョン研究会を 7 回開催しています。国の

地域医療構想のガイドラインも近いうちに示されるでしょうから、市の医療

ビジョンもある程度検討が進むのだろうと思います。 

私どもの病院はＪＣＨＯという地域医療機能推進機構で、今後の高齢化

を見据えると、当然のことながら、医療だけではなく介護もやっていくこと

になります。これは地域医療機能推進機構法で決まっているのですが、

地域医療協議会に市の職員の方も参加していただいて、検討を進めてい

ます。 

先ほど落合先生から市立病院の役割についてのお話があったので、

敢えてお伺いしますが、今回の建替えではハード面・ソフト面も含めて、地

域包括ケア等への対応も考えているのか、それとも急性期病院のみで考

えているのか、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。 

私も少し先走って申し訳なかったのですが、資料にあるとおり、人員と

資金の確保が重要であるというのは結論です。ですが、具体的に良い病

院をつくるために人員と資金を確保するという話になると、現状の評価を

良くしなければいけないと思うのですが、その先にあるもの、そこで考えて

いる未来はこうなのだと示すことが必要ではないかと思ったのです。 
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（窪地院長）  

（細田委員） 

（窪地院長） 

（水谷委員長） 

まさしく総論があって各論がある話だろうと思います。それで、この病院

が将来どのような形になるのかということですが、少なくともこの病院の使

命に関しましては、自治体病院とは何かということの追求から、先ほど申

し上げたような最終的な地域医療の受け皿となる施設になることだと思っ

ています。 

悪性疾患におきましても、患者が市外、県外に流出している状況から、

急性期を担う病院がまだ足りないのではないかと認識していますので、そ

ういう意味からいえば、高度急性期を担う病院を目指していきたいと考え

ております。ただ、この病院の一つとして、開放病床も大きく持っています

から、この機能は地域との連携で大きな役割を果たしている部分でもあり

ます。 

そうしますと、我々の施設としては療養型ではなくて急性期として、要す

るに在宅で急性増悪した患者でも、その症状の重い方を受けていくという

ことが必要なのではないかと考えています。そして、療養型については、

我々の施設を中心として周囲の病院と連携をとって、地域の中で医療を

完結させていくという機能分担別のシステムで動いていく必要があると捉

えています。そういった点から、この病院では急性期を中心とし、高度急

性期も担っていく形になるのであろうと思います。 

今後、最終的な受け皿の意味が変わってくるだろうと思うのですが、そ

の点はどうでしょうか。2040 年には高齢者人口のうち 2分の 1 ぐらいは後

期高齢者になりますし、2025 年ですら 3 分の 1 ぐらいになる。そうなると、

最終的な受け皿という意味が、病気による最後の受け皿ではなく、高齢に

よる最後の受け皿へと変わってくると思うのです。市立病院が急性期を担

ってくださるのはもちろん良いことなのですが、どのようなビジョンに基づ

いて新しい病院を作っていくのかお聞きしたかったのです。 

我々は、病気の受け皿ということを中心に考えていましたので、そこか

らどのような連携をとっていくかということを考えていくべきだと思っていま

す。 

細田委員のおっしゃるとおり、浦和医師会としても、市立病院で急性期

をやっていても、出口がないと非常に困るので、病病連携も含めてこれか

ら検討しなければいけないだろうと思っています。 

それから、今般、医科歯科大学で患者の流入流出についてのアンケー

ト調査をするということで、案内が来ていますが、個人的にはそういった調

査結果が出てくることで原因と対策も検討が進むのではないかと考えて

います。 
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（冨田委員） 

（窪地院長） 

（伊関委員） 

（中村委員） 

浦和医師会としては、市立病院でしっかりと急性期をやっていただい

て、一定の診療レベルを確保することで、今まで都内に流出していた患者

も市内できちんとした診療を受けることができるようになることを期待して

います。これは医師会の立場としての話ですが、市立病院もそれには応

えてくださるのではないかと思っています。 

医療マーケットに通じる話だと思うのですが、先日、2025 年の医療はど

うなるかという概略を示した本を見ていましたら、そこに名指しで埼玉県は

絶対的に不足しているという記載がありました。埼玉県の場合は急性期と

それ以降のものが大幅に不足しているという記事だったのです。 

東京に近いため、東京にかなり依存している地域も多いですから、今

後人口構造が変わった場合を考えて、やはり地域ごとに医療マーケティン

グをして、何がどう足りないのか検討していく必要があると思います。 

今、医師会のお話もありましたけれども、きちんと数字的な資料がない

ので、客観的な資料があった方が議論できるのではないかと思います。

ぜひ事務の方も頑張っていただいて、医療マーケットの情報なども今後少

しずつでも示していただけるとよいと思います。 

先ほど話題に出ていた、さいたま市の医療ビジョン研究会の中で、コン

サルタントを介して患者の動向を分析しているものもございます。ＤＰＣか

ら得られるデータなども含めて、将来マーケットをどう評価をして、どのよう

に力を入れていかないといけないかという企画は非常に大切だと思って

います。しかしながら、それは人的な問題にも関わりますので、医療ビジョ

ン研究会や医事統計等で模索をしているところですが、その中で資料とし

てお示しできるものがあれば示していけるよう努力をしたいと思います。 

この評価が終わった後に話そうと思っていたのですが、新しい公立病

院改革ガイドラインが今年度中に総務省から示されることが確定してい

て、それに基づいて新しい病院改革プランを作らなければならなくなりま

す。今回は、都道府県が策定する地域医療ビジョンとの連携も図るようで

すから、単なる経営改善だけではなくて、各病院が都道府県においてどう

いう医療をしていくか、どう連携していくか、場合によっては再編・ネットワ

ーク化についてもプランの中に盛り込んでいくことになると予測されます。 

来年度以降は、恐らくこういう評価と連動した形で新しいプランについて

議論する場が必要になるでしょうから、今の議論は評価ではなく、次のプ

ランで議論していくことになるのではないかと思います。 

先ほど細田先生が高齢の最後の受け皿か、それとも病気の最後の受

け皿かとおっしゃっていたのですが、院長先生は病気の最後の受け皿と
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（水谷委員長）  

（窪地院長） 

（伊関委員） 

（水谷委員長）  

おっしゃっていました。私は、現在も高齢でありますし、地域に住んでいる

者として、病気の最後を受け持っていただくのはありがたいと思うと同時

に、高齢の最後の受け皿は一体誰が持つのだろうと思いました。 

つい最近、テレビでやっていたのですが、100 歳近い老夫婦で、介護が

必要になった奥様を夫が一人では見られないので、地域のあらゆる方面

のスタッフが集まって、そのご夫婦を見守っているという内容でした。そし

て、奥様が亡くなった後、残された夫も間もなく、自宅で多分息を引き取っ

たのだと思うのですが、やはり高齢の最後の受け皿というのはこれからの

私達にとって大変重要なことだと思います。 

高齢ですから、病院では受け入れてもらえません。これからそういった

人達がますます増えていくことを考えると、私自身もすごく不安です。自分

のことは自分でできるようにと努力はしておりますが、高齢は一体誰がど

のように担っていくのか心配しております。 

課題は多くあると思います。今、ご指摘のあったことも非常に重要なこ

とで、もう何年も前から国は高齢の方は入院ではなくて在宅で診るという

のが方針となっていますが、それが良いか悪いかはどこかで一回検証し

なければいけないと思うのです。在宅医療を担う医師がどれだけいるかと

いうことも問題になってきますし、医師会としても今後検討していかなけれ

ばならない課題であると認識しております。 

高齢者を軽視するとか、決してそういう意味で言っているつもりはござ

いませんので、その点だけは理解しておいていただきたいと思います。 

私は、県で住民の方々が中心となって医療について議論する「埼玉県

医療を考えるとことん会議」という会議の座長を務めていて、近いうちに知

事と県の医師会長に報告する予定なのですが、一番の課題はやはり救

急と在宅の充実化です。医療の薄い埼玉県ですけれども、やるべきこと

はやっていかなければならないですし、逆に言えば、今までは少し鈍感だ

った埼玉県も本気になってきたように思います。また、さいたま市も医療ビ

ジョン研究会を開催するなどの動きが出てきていますから、これから医療

関係者、行政と住民が協力して、高齢者が安心して天寿を全うできるよう

な体制をつくっていかなければならないと考えています。 

それでは、いろいろご意見が出ましたが、とりあえず今回の市立病院の

評価に話を戻したいと思います。 

全体評価についての文言についてはこれでよろしいでしょうか。評価に

あたっての意見で、伊関委員がご指摘した部分については修正するとし

て、ほかに修正したいところはありますでしょうか。 
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それでは、ご意見がないようですので、全体評価としては、このとおり委

員会の決定とさせていただきます。 

(2)平成 26 年度

上半期の状況に

ついて 

（水谷委員長） 

（吉原財務課長） 

それでは次に、議事の（2）平成26年度上半期の状況について、事務局

から説明をお願いいたします。 

それでは、資料 2の「平成 26年度上半期の状況」をご覧ください。上段

の表につきましては、さいたま市立病院の平成26年度の上半期における

収益的収支の状況でございます。下段の表が同じく上半期の主要経営指

標となっております。 

まず、収益的収支の状況について説明をいたします。表の構成です

が、左側の区分欄につきましては、収入と支出の各勘定科目を掲載して

おりまして、その下に経常損益、さらに特別損益、純損益と続いておりま

す。そして、区分の欄の右側に前年度の上半期分、その隣が 26 年度の

上半期の実績見込額を 100 万円の単位で、それぞれ記載しております。

さらに、右側には参考といたしまして、中期経営計画の平成 26 年度計画

目標値を年間分で記載をしております。 

区分欄の収入のうち「他会計負担金」と「他会計負担期・補助金」、それ

から「長期前受金戻入」、支出の「減価償却費」につきましては、通常年度

末の 3 月に執行額を計上し、支出の「職員給与費」と医業外費用の「その

他」につきましては、月によって執行額の差が大きいことから、平成 25 年

度分につきましては決算額、それから平成 26 年度分につきましては当初

予算額を 12 か月で割った月の平均の 6 カ月分を記載しております。 

なお、公営企業会計基準の変更により、平成 26 年度から会計制度が

一部変更しております。まず、退職給付引当金や賞与引当金などの引当

金制度が導入されたため、特別損失として退職給付引当金と賞与引当金

を計上しています。また、減価償却費におきましては、補助金等により取

得した固定資産について、補助金部分については償却を行わない「みな

し償却制度」が廃止され、補助金部分についても減価償却を行っていくと

ともに、減価償却期間に合わせて補助金部分を長期前受金戻入として収

益化するということになりました。 

それでは、平成 26 年度の上半期の状況をご覧いただきたいと思いま

す。まず、収入の 1 の医業収益でございますけれども、こちらが 66 億

2,900 万円で、内訳は、（1）の入院収入が 50 億 1,200 万円、（2）の外来収

入が 13 億 7,500 万円、（3）のその他につきましては 2 億 4,200 万円で、う

ち他会計負担金としまして1億4,700万円が一般会計からの繰入金となっ

ております。 
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次に医業外収益ですが、こちらは 5 億 7,500 万円となっています。内訳

ですが、一般会計からの繰入金と、他会計負担金・補助金が 5 億 100 万

円、それから（3）の長期前受金戻入が 3,000 万円、（4）のその他が 4,400

万円で、これは主に民間の借り上げによる医師の宿舎使用料や行政財

産使用料などとなっております。 

これらの医業収益と医業外収益の合計となる経常収益は 72 億 400 万

円となっております。 

次に、支出の医業費用をご覧いただきたいと思います。こちらは 66 億

3,400 万円で、内訳ですが、（1）として、職員給与費が 32 億 6,500 万円、

材料費が 15 億 900 万円、経費が 15 億 7,900 万円、減価償却費が 2 億

7,600 万円、その他として 500 万円となっており、こちらは主に研究研修費

等となっております。 

続いて、医業外費用になりますが、こちらは3億3,200万円で、内訳とし

まして、支払利息が 2,400 万円、その他については 3億 800 万円で、これ

は主に控除対象外消費税と職員宿舎費となっております。 

医業費用と医業外費用の合計となる経常費用につきましては 69 億

6,600 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

2億 3,800 万円となっております。 

なお、平成 26 年度の上半期では、先ほども説明いたしましたが、退職

給付引当金と賞与引当金として特別損失に28億 1,400万円を計上してお

り、経常損益と特別損益を加えた純損益は 25 億 7,600 万円のマイナスと

なっております。 

次に、対前年度との比較でございますが、経常収益は 1,300 万円の減

額となっており、入院収入が前年度よりも減少している一方、他会計負担

金・補助金につきましては増額となっております。 

また、経常費用は 3億 5,000 万円の増となっており、職員数の増などで

職員給与費が1億 2,800万円の増加、それと光熱水費の増などで経費が

7,000 万円の増、それと消費税の増などにより、医業外費用のその他で 1

億 1,１00 万円の増となっております。 

続きまして、主要経営指標についてご説明いたします。下段の表をご

覧ください。まず、表の左側の項目欄につきましては中期経営計画に記

載している主な指標で、上半期の執行状況を把握するために必要なもの

を掲げております。右側の部分につきましては、前年度上半期、それから

26年度の上半期の見込値、それと参考としまして、中期経営計画の26年

度目標値となっております。 

まず、左側の表の一番上の手術件数でございますが、2,389 件となって

おり、対前年度で 169 件の増となっております。 

次の救急搬送件数ですが、2,936件で、対前年度172件の減少となって

おります。 
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（水谷委員長）  

（細田委員） 

（吉原財務課長） 

（細田委員）  

（庶務課長） 

次の平均在院日数ですが、12.5日で、前年度よりも0.5日少ない状況と

なっております。 

次の一般病床利用率につきましては 83.8％で、対前年度で 0.5％の減

少となっております。 

1 日平均外来患者数ですが、こちらは 964.9 人ということで、対前年度

9.7 人の減となっております。 

続いて、右側の医業収支比率ですが、こちらが 99.9％となっており、対

前年度で 5.3％の減少、また同様に、次の経常収支比率につきましては

103.4％となっており、前年度と比較しますと 5.7％の減少ということになり

ます。 

続いて、職員給与費対医業収益比率につきましては 49.3％で、対前年

度 2.7％の増加、材料費対医業収益比率は 22.8％で、対前年度 0.5％の

増加となっております。 

入院患者 1 人 1 日当たり収入、いわゆる 1 日当たり入院単価になりま

すけれども、こちらが6万409円で、対前年度773円の減額となりました。

外来患者 1人 1 日当たり収入、いわゆる 1 日当たりの外来単価につき

ましては 1万 1,399 円で、対前年比で 109 円の増加となっております。 

以上で資料 2の平成 26 年度上半期の状況の説明を終わります。 

ありがとうございました。 

ただいま、市立病院の平成 26 年度上半期の状況報告がございました

が、何かご質問等はございますか。 

職員給与費が増えているのは、職員が増えたということですか。 

職員給与費につきましては、職員は対前年度より増員しておりますが、

それに加え、昨年度は地方公務員の給与について、7 月から 3 月まで給

与の減額措置が行われましたので、その影響も含めて対前年度に比べ、

増えております。 

私どもの病院は非公務員型の独立行政法人なのですが、人事院勧告

のベースアップがあって、大体平均で 0.3％給与が上がります。実は 4 月

に遡ってその差額を支払わなければならないのです。それから賞与も 4.1

か月分まで払わなければならないので、12 月にかなり支出があるのです

が、市立病院の場合はどうなのでしょうか。 

ただいまのお話のとおり、さいたま市においても人事委員会勧告が出

ましたので、今後、給与の条例が改正されれば、増額となった給与を計上
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（水谷委員長）  

（細田委員）  

（山本理事兼経営部長） 

（伊関委員）  

（水谷委員長） 

することになるかと思います。 

そうすると、最終的にはもっと職員給与費が増えるということですね。 

年末調整があるから、今年中に支給する必要があるのではないです

か。 

ただいまのご質問なのですが、まだ市議会で承認されているものでは

ございませんので、市議会で認められば、下半期の部分でかなり負担が

大きくなるということは想定しております。 

人件費も上がるし、消費税の増税分もありますので、当然コスト削減等

もしなければならないのですが、収益を上げていくためにも加算をとって

いく、また人をきちんと配置していく必要があります。 

高度急性期病院として生き残っていくためには、人の配置はとても重要

ですから、人員を増やして収入を上げるというスタンスでいけば、市立病

院まだ伸びる余地はあると思います。今年度については、特別損失で赤

字となっていますが、現金の支出はないので大きな問題ではありません。

将来を考えると、手持ちの現金・預金を 1 億円でも 2 億円でも貯めるこ

とが必要ですし、あとは繰入金もちょうど予算要求の時期だと思いますの

で、きちんと交渉していくことが重要です。一時の財務状況に一喜一憂す

ることなく、やるべきことをやっていただきたいと思います。 

他によろしいでしょうか。 

それでは、大変貴重なご意見をありがとうございました。ただいまのご

意見につきましては、事務局で今後の経営の参考にしていただければと

思います。 

3 その他 

（水谷委員長） 

（吉原財務課長） 

最後に「その他」ですが、事務局から何かございますか。 

本日は、長時間にわたりましてご議論いただきまして、誠にありがとうご

ざいました。本日、委員の皆様にご意見をいただいた評価の結果につき

ましては、後ほど水谷委員長と事務局で調整した上で、市長に報告をす

るとともに、後日、評価結果の確定版を委員の皆様にお配りしたいと考え

ております。 

なお、委員の皆様からいただいたご意見や昨年度における本委員会で

の評価結果を踏まえまして、中期経営計画の見直しについても検討して
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（伊関委員） 

（水谷委員長）  

（冨田委員） 

（吉原財務課長） 

（水谷委員長） 

（吉原財務課長） 

（冨田委員）  

いるところでございます。見直しの内容につきましては、現在調整中です

ので、内容が決まりましたら、後日連絡を差し上げたいと思っております。

また、最後になりますが、次回の委員会は平成 26 年度の評価というこ

とになりますので、時期としましては来年度ということになります。日程に

つきましては、本年度と同じように７月から８月頃を想定しておりますの

で、後日改めて事務局より調整をさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

去年も確か言ったと思うのですが、市長への報告は事務だけで行うの

ではなく、水谷委員長が直接手渡しする場を用意するとか、院長先生が

立ち会うなどして、ここで議論したことを市長に伝えることが必要だと思い

ます。病院の建替えも含めて、現場の声や内部の意見を市長の耳に届け

けることが必要です。今は病院にとって重要な時期ですので、定期的に院

長先生と市長の意見交換の場を作り、ぜひ必要なことを伝えていただき

たいと思います。 

非常に大事なことだと思います。この先の病院の建替えのこともありま

すので、できるだけ市長と話し合う機会を得たいと思いますので、医師会

としても努力しますし、院長先生にご足労いただくことも必要かと思います

ので、その方向で調整をしていただけたらありがたいと思います。 

今回の 25 年度の評価は、結論が出て良かったと思うのですが、26 年

度はもう半ばを過ぎています。27 年度が始まってから 26 年度というので

はタイムラグがありますから、たたき台で構わないので、26 年度の取組状

況等も示していただければと思うのですが。 

26 年度の取組を評価いただくためには、市の内部的な事情としまして

は、決算審査委員会の審査を受けた後でないと、決算が確定しませんの

で、正式に委員会を開く場合はどうしても来年度の夏頃になってしまいま

すが、大体の概略でよければ情報を提供することは可能かと思います。 

決算委員会はいつごろあるのですか。 

決算委員会は９月で、決算審査が７月にあります。 

そうではなく、決算というのは終わったものを確定することだと思います

が、年度目標は終わってから出すものではないですよね。評価のときにい

きなり項目や数字が出てくるのではなく、今年度の目標などを教えていた

だきたいということです。 
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（山本理事兼経営部長） 

（落合委員） 

（冨田委員）  

（水谷委員長）  

この委員会のご報告というのは、いつも決算の視点から考えていたも

のですから、今の課長のような話があったのですが、事前に委員の皆様

に経過のような形でお知らせできるものもございますので、それを事務局

の方から情報提供していくことを検討していきたいと思います。 

実績などの事実としてあるようなものを見せていただけると非常に助か

ります。数字が何％伸びたと言われても、そうなのかと思うだけなのです

が、どう計算して何が伸びたのかが分かるのであれば、少し見せていた

だきたいなと思いました。 

26 年度の上半期の状況でもいろいろな数字が出ていましたが、良い点

と問題点も把握していると思いますので、どういうところが問題点なのか

言葉だけでもいいと思いますので、その点を示していただいた方が分かり

やすいのではないかと思います。 

あまり膨大な資料を出されても、見る側としてほとんど見る時間がない

という状況もあるかと思いますので、出せる範囲で簡潔にまとめていただ

けるとありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

4 閉会 

（水谷委員長） それでは、本日の議事は以上をもっ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。 


