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第 7回さいたま市立病院経営評価委員会議事録 

日時 平成 27 年 8 月 20 日（木） 14 時 00 分～17 時 15 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 

市立病院 

窪地院長、堀之内副院長、小山副院長、深石副看護部長 

市立病院経営部 

有住理事兼経営部長、工藤経営部次長 

（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、島嵜主査、関根主任、

今井主任、大堀主任、飯島主事 

（財務課）中川課長、田中課長補佐兼財務企画係長、渋谷用度係長、

大久保主任、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、坂庭係長、  

関根主任 

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７回 さいたま市立病院経営評価委員会次第 

委員名簿 

配席図 

中期経営計画の達成状況（平成 26 年度）に対する評価について 
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配付資料の確認 

財務課長 それでは、皆さんおそろいですので、ただいまから第７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。 

申し遅れました、私のほうは、市立病院の財務課長の中川でございま

す。よろしくお願いいたします。 

委員の皆様におかれましては、大変ご多忙の中会議にご出席いただ

き、誠にありがとうございます。 

まず初めに、お手元の資料の確認からさせていただきたいと思いま

す。４点ございます。まず、上から順番ですが、さいたま市立病院経営評

価委員会の次第、それから２番目が委員名簿、それから３枚目、１枚紙で

すが、座席の配置図、４番目、最後になりますが、Ａ４横の 50 ページほど

ございます中期経営計画の達成状況に対する評価について、以上４点に

なります。お手元の資料、不足等ございますでしょうか。 

１ 院長挨拶 

財務課長 

院  長 

それでは続きまして、開会に先立ちまして事務局を代表いたしまして院

長の窪地のほうからご挨拶を申し上げます。 

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、まことにありがとうございます。本委員会は、本年

度も例年と同様に本日を含めまして計２回の開催を予定していますので、

ご配慮くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

さて、皆様もご存じのとおり、今後急速に進む高齢化に対し、地域医療

の再構築が行われようとしています。医療機関の機能分化及び強化と連

携、在宅医療の充実を含めた地域包括ケアシステムの構築などの基本

方針が示され、地域でのこれらの対応について協議が始まろうとしていま

す。これらは厚生労働省指導のもとで計画がなされてきましたが、総務省

からも平成 28 年度までに第２次といいますか、新公立病院改革プランの

作成が求められ、その中心的項目の一つとして地域医療構想の策定が

取り入れられ、これを考慮し、再編ネットワーク、経営形態の見直し、健全

経営の取組について作成することとなっています。厚生労働省と総務省

の求める方向の整合性がとられてきていると言えます。さらには、今回の

改革プランの意図するものとして、今後５年間の経営収支の改善、すなわ

ち黒字となる計画を提出するよう全自治体病院に求め、総務省も自治体

病院といえども経営を前面に打ち出し、今まで以上に経営を意識したもの

となっています。昨年度行われました診療報酬改定では、改定率は消費

税８％への引き上げを含め 0.1％増にとどまり、病院経営には大変厳しい

状況ではありますが、このような社会情勢を考慮し、新病院の施設整備

や医療機能の充実強化を図り、対応しなければならないと考えています。
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そのためには、健全な経営基盤を確立する必要があり、限られた時間で

はございますが、委員の皆様におかれましては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、冒頭の挨拶とさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

２ 公開の承認及

び傍聴の許可等 

財務課長 これから議事のほうに入っていくわけですが、その前に委員の皆様に

ご了解をいただきたいことがございます。本委員会の設置要綱により、会

議は原則としまして公開となっております。公開となりますと、本会議の議

事録、資料等がホームページあるいは情報公開コーナーで公開となりま

すが、委員の過半数の同意があった場合につきましては非公開とするこ

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。 

わかりました。異議なしということで、それでは本日の会議は公開とさせ

ていただきます。 

次に、傍聴人についてですが、本日は傍聴人はございません。 

それから、本会議につきまして、開催風景を写真撮影させていただきた

いと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

なお、会議の途中におきまして１回５分程度の休憩を入れる予定でござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、水谷委員長、進行のほうよろしくお願いいたします。 

３ 議事 

①中期経営計画

の達成状況に対

する評価 

【Ⅰ項目評価】 

水谷委員長 それでは、次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

本日の議事は、中期経営計画の達成状況に対する評価についてで

す。評価の進め方ですが、まず取組項目につきまして評価を行います。

次に、収支計画・主要経営指標について委員の皆様からのご意見を伺っ

た上で、全体的な評価を行ってまいりたいと思います。また、項目評価は

大項目ごとに行いますので、事務局から大項目を１区切りずつとして説明

いただき、その後委員の皆様のご意見をいただきます。大項目は８項目

あります。１項目当たりの質疑応答は10分程度と考えておりますので、委

員の皆様の円滑な進行にご協力をお願いいたします。 

それでは、最初のところですが、早速ですけれども、医療機能・施設面

の充実につきまして事務局より説明をお願いいたします。 
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財務課長 では、これから各評価項目につきまして、私、財務課長のほうから順次

説明してまいりますが、それに先立ちまして、今年３月に行いました本計

画の改訂につきまして簡単にご説明いたします。 

今回の改訂内容は、本計画が策定から２年経過したことから、当初の

目標から実態が乖離している部分、また新病院の建設に向けまして新た

な取組項目を７項目ほど追加しております。 

以上が改訂の概要となっております。 

なお、今回の委員様におかれましては、平成 26 年度の取組の実績に

つきまして評価をしていただきますが、改訂後の目標を基準にご判断いた

だきますようお願いいたします。 

また、新たに追加した取組項目につきましては、平成 27 年度からの評

価対象となりますので、本会議での評価からは対象外となっておりますの

で、ご了承をお願いいたします。 

それでは、項目評価につきましてご説明いたします。お手元にお配りし

ました資料のＡ４のもの、分厚い資料ですが、中期経営計画の達成状況

に対する評価について、表紙をおめくりください。１ページ目ですが、項目

評価の一覧となっております。こちらにつきまして、表の見方ですが、２段

に分かれておりますが、まず左の段の一番左の項目、大項目１番の医療

機能・施設面の充実から右下の⑧の職員の確保・人材育成と適正配置ま

での８項目がございます。それに沿いまして、大項目の右側に中項目、そ

の次の小項目を記載しております。その右側が本資料のページ番号を記

載しており、さらにその右側につきまして内部評価ですが、こちらは当院

の病院評価の結果として小項目ごとにｓからａ、ｂ、ｃ、ｄまでの５段階評価

で行っております。その隣の一番右の列になりますが、外部評価につきま

しては先ほど水谷委員長からもご説明がありましたが、委員の皆様に大

項目ごとに評価をしていただきたいと思います。 

なお、評価指標につきましては、同ページの右下の欄に記載してありま

すとおり、評価指標というものがございますが、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階

評価となっております。Ｓ評価は計画の目標を大幅に上回り、特にすぐれ

た結果が認められる場合、Ａ評価につきましては計画の目標を達成また

は上回っているとし、実績値が目標に対して 100％以上の場合、３番目の

Ｂ評価につきましては計画をおおむね目標どおり達成しており、実績値が

目標値に対しまして 80％以上 100％未満の場合、Ｃ評価につきましては

計画の目標を下回っているとしまして、実績値が目標値に対して 80％未

満の場合、最後、Ｄ評価につきましては取組内容未着手あるいは計画の

目標を大幅に下回っているとし、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。 

では続きまして、資料１ページをご覧ください。まず、ページの上段に、
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左上のほうに大項目を記載しております。その左側に病院評価平均値、

さらにその右側に平均値による評価を記載しております。さらに、その右

側ですが、評価委員会の評価の欄がございますが、こちらにつきましては

後ほどご説明いたします。 

続きまして、中段になりますが、左から中項目、小項目を記載しており

ます。そして、その右側に平成 26 年度の目標といたしまして計画上の目

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。さらに、そ

の右側になりますが、計画上の目標に対する実績、下段のほうに取組目

標に対する具体的な取組内容を記載しております。その達成度に基づい

て評価をいたしまして、その右側に当院の病院評価の説明を記載してお

り、一番右の欄が病院評価のスコア、ａ、ｂ、ｃ、ｄの評価を記載しておりま

す。 

下段の表につきましては、５カ年計画になっておりますが、過年度の計

画上の目標、取組内容、実績値及び病院評価、さらに平成 27 年度以降

の目標と取組予定を記載しております。 

ここで、１ページの左上の平均値による評価についてご説明いたしま

す。平均値による評価というのは、資料上段右上に説明も記載しておりま

すとおり、大項目の中の小項目ごとに病院評価を出しまして、ｓ評価は 10

点、ａ評価は７点、ｂ評価は４点、ｃ評価は１点、ｄ評価は０点として積算し、

その平均値が９点以上の場合については大項目がＳ、平均値が６点以上

９点未満の場合は大項目がＡ、３点以上６点未満の場合はＢ評価、１点以

上３点未満の場合はＣ評価、１点未満の場合がＤ評価といたしまして、事

務局が評価委員会の評価の目安としてお示しをしております。 

なお、平均値による評価Ａは、大項目の１の評価ですが、大項目②以

降につきましても同様に評価をしております。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まして、１から８までの大

項目ごとに全体的な評価、助言をお願いしたいと思います。 

それでは、１番目の項目から順番に行きます。①、まず大項目の医療

機能・施設面の充実につきましてご説明いたします。１ページ、まず小項

目の新病院の建設につきましては、当初の目標どおり８月に基本設計の

業者の選定、基本設計の実施、その翌年度用の予算の積算を行ったた

め、ａ評価としております。 

続きまして、資料２ページになります。小項目、エネルギーセンターの更

新につきましては、計画どおりエネルギーセンターの建設に係る工事契約

を締結し、建設工事に着手いたしましたので、ａ評価としております。 

続きまして、３ページをお願いします。小項目、立体駐車場の整備につ

きましては、平成27年度からの新規の追加取組といたしまして平成26年

度は評価対象外となっておりますが、新病院の建設とあわせまして基本

設計を実施するとともに、平成 27 年に実施する立体駐車場の実施設計
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及び建設工事に係る予算の積算を行いましたので、その旨を取組内容の

ところに記載しております。 

４ページになりますが、小項目、駐車場の有料化につきましても、同じく

26 年度は対象外となっておりますが、関連した取組は特に実施してござ

いませんので、空欄としております。 

５ページをお願いいたします。小項目、託児棟の整備につきましても、

平成 26 年度は評価対象外となっておりますが、託児棟の設計を行うとと

もに、工期変更に伴う補正予算措置などを行いましたので、その旨を取組

内容のところに記載しております。 

資料６ページ、小項目、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、計画どおり 12 月にＭＲ装置及びエックス線透視装置の購

入をしております。また、購入後の状況につきましては、ＭＲ装置におきま

しては１月から３月までの検査件数が前年度比で 77 件の増加、またエッ

クス線透視装置におきましては嚥下の検査ができるようになったほか、多

くの検査に対応できるようになったことから、順調に推移しているため、ａ

評価としております。 

７ページをお願いいたします。小項目、ＨＣＵの整備につきましては、27

年の１月にＨＣＵを１床増床し、２月からは加算を開始するとともに、稼働

後の病床利用率も95.6％と順調に推移していることから、ａ評価としており

ます。 

資料８ページになります。小項目、食料の備蓄につきましては、予定ど

おりの給食業務において合計２日分の災害時用の備蓄食料を確保したも

のの、さらに１日分の保管場所について継続検討となったため、ｂ評価と

しております。 

続きまして、９ページをお願いいたします。小項目、災害用医療機器の

整備につきましては、ＤＭＡＴ標準医療機器・関連資機材リストを準用し、

衛星携帯電話、トリアージタッグなど、災害時に必要な資機材を導入した

ため、ａ評価としております。 

10 ページになります。小項目、ＤＭＡＴチームの体制の充実につきまし

ては、必要な資機材の導入、訓練への積極的な参加、また看護師１名の

新規隊員登録を行ったため、ａ評価としております。 

11 ページをお願いいたします。小項目、医療機能の充実・強化につき

ましては、平成 26 年度は対象外となっておりますが、中期経営計画に基

づき平成 28年度までの人員計画の変更及び職員定数条例の改正を行う

とともに、救急医療の充実や急性期医療機能の強化など、施設整備の基

本設計に盛り込んだ旨を取組内容に記載しております。 

12 ページになります。小項目、救命救急センターの設置につきまして

も、平成 26 年度は評価対象外となっておりますが、救命救急センターの

設置に向け平成 28 年度までの人員計画の変更及び職員定数条例の改
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水谷委員長 

伊関委員 

水谷委員 

正を行いますとともに、救命救急センター20床の新設につきまして施設整

備の基本設計に盛り込んだ旨を取組内容に記載しております。 

以上、大項目①、医療機能・施設面の充実につきましては、病院評価と

いたしましてはａ評価が６、ｂ評価が１、その他対象外がございますが、病

院評価平均値で 6.6 ポイントとなったことから、平均値による評価としまし

てはＡ評価としております。 

以上でございます。 

ありがとうございました。今年度の評価対象外の項目を除きますと、内

部評価ではａ評価が６つ、ｂ評価が１つということで、6.6 点ということで平

均値による評価Ａとなっております。 

それでは、委員の皆様、ご意見、ご質問等ありましたら、ご発言お願い

いたします。 

事務担当の方がかわられたみたいなので、もう毎年同じこと言います

けれども、こういう形でやっているのは自治体病院ぐらいであって、これが

ＳだろうがＡだろうがＣだろうが、それは実は病院の経営だとか病院の機

能については大きな問題ではないというか、もっと議論するべきやり方が

違うとは思っています。ただ、ずっとこの体制でやっていますので、それに

ある意味付き合っている部分があるのですけれども、この中で出てくると

重要なのはやっぱり職員定数についてで、こういう形でないと行政は動か

ない面があるので、いわゆる計画を変更して定数条例を変更したと。これ

は、結局そこのところについては余り詳しく書いていないわけです。何人

が何人に増やしてどういう体制を充実したか、要するに職種別で増えたか

みたいなことが数字として出てこなければ我々は実は評価できないので

す。ただ、医師の定数が増えているのか、看護師の定数が増えているの

か、薬剤師の定数が増えているのか、それとも臨床検査技師だとか、いろ

んなそういう職種ごとの数字が出てこないと、相場観を持ってここのところ

もうちょっと増やすべきだとか、そういうことが本来の経営のあり方であっ

て、ただ単にこの項目で何を満たしましたからＡとか、そういうことが病院

評価と考えてしまったら、これは間違うと正直思っています。それをあえて

担当の方がかわったので、厳しいこと言いますが、毎回毎回これをやって

いるうちはもう絶対言います。それが自分たちの仕事と思ってしまうから、

申し訳ないけれども。私も事務職員をやったから、だからあえて厳しいこと

言わせていただくのですけれども、要は定数についてどういう変更をした

かというのは重要な項目なので、ご説明いただければと思います。 

どうでしょうか。 
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庶務課長 

水谷委員 

細田委員 

病院施設整備室長

水谷委員長 

細田委員 

病院施設整備室長

細田委員 

庶務課長の大沢と申します。よろしくお願いいたします。 

定数の関係は、こちらの資料の関係でいきますと職員の確保というとこ

ろで、具体的には47ページのところで記載がございます。その中で、改訂

前と改訂後の人数というのが入っておりまして、この改訂前と改訂後が定

数条例により変わった人数ということになっております。職種別でいきます

と、医師が 90 名から 101 名、それから看護職員が 477 名から 505 名、コ

メディカルの医療技術員が 87 名から 109 名、それと事務職員が 46 名か

ら 47 名、労務員が 13 名から、こちらはちょっと減っておりますが、11 名と

いうことで、713名から773名、ただ条例上は一部１％の予備枠を設けると

いうようなことがございますので、実際は 773 ではなくて、ちょっと足した数

字という形になっております。 

以上です。 

細田先生。 

参考までに教えていただきたいのですけれども、基本設計が終わって

実施設計等の予算を積算したと記載があるのですけれども、具体的に建

設費だとか、そういうのはどのくらいの積算をなさったのでしょうか。 

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。 

建設費というよりも、総事業費としまして、基本設計は昨年度終わらせ

ていただいて、今年は、今、実施設計をやっている最中なのですが、当初

26 年の３月の基本計画図では 213 億という総事業費を見込んでおりまし

たが、昨年の都市経営戦略会議のときに 321 億円という形で総事業費と

いうことでやっている最中でございます。その後に、基本設計の終了時と

いうことで、まだこれは予定なのですけれども、ご存じのようにオリンピック

とか、ああいうところでも問題になっていますが、鉄骨の高騰とか人件費

の問題がありまして、昨年の 10 月の 321 億よりも若干上がるのではない

だろうかということで、今、想定しているところです。 

以上です。 

細田先生。 

総事業費というのは、医療機器、建築全部ひっくるめてですか。 

はい、そういうことになります。 

そうしますと、建設費、例えば坪あたりおおよそどのくらいとかって、そう

いうのはわかるのですか。 
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病院施設整備室長

細田委員 

病院施設整備室長

理事兼経営部長 

水谷委員長 

伊関委員 

平米単価になりますが、44 万 9,000 円という形で、今、積算をさせてい

ただいています。 

大分上がっているのですね。当院が建築したころは、国立病院、ＮＨＯ

でも平米当たり 30 万という単価でした。かなり上がったということですね。

そうですね。 

今、委員さんのお話にございましたように、当初、整備室長のほうから

説明いたしました二百何十億という数字、この時点では平米単価 30 万と

いうことで、その当時の単価ということで見込んでおりました。その後、高

騰が続いていった中で、昨年の 10 月のころなのですが、その時点で先ほ

どお話ししましたおおむね 320 億円程度かかるのではないかということで

見積もっていました。今現在、またさらにずっとそこから高騰しているとい

う状況あるのですが、その辺の具体的な事業費については、今、設計業

者あるいは財政当局等と調整しているところです。ただ、いずれにしても

またさらにそこから上がっているというふうには考えております。 

伊関委員。 

建物については、大変悩ましいですよね。重要なのは、幾ら起債する

か、借金するかですので、場合によっては前倒しで現金を基金として残し

て、建築基金等も考慮しないと、これが300億起債すると、実質1.5倍返さ

なければならないので、450 億返済しなければならないと。そうすると、年

でいけばものすごい金額の返済額になるので、そこのところで交付税がも

らえるという面もあるのですけれども、病院現場に負荷を与えないために

も、やっぱりさいたま市として基金を自然に積んでおくとかいう、そういう知

恵を使っておかないと、建てた瞬間に最大の病院の危機が訪れると。逆

にＪＣＨＯの埼玉メディカルセンターさんは日本でもトップクラスにかなり安

い形で病院建築されましたので、だから病院の借金等が経営に影響して

こないのですけれども、このままだとものすごく病院現場に負荷がかかり

そうな感じがしますので、その辺の起債について、金額がどのくらいかと

いう、建築費はもうしようがないと思います。それは、どんどん知恵を使っ

てコストダウンしていくしかないと思うのですけれども、そこの起債につい

て、本気になって借金を返すという気持ちになって検討しないと、病院現

場が壊れてしまいますので、それを自分たちで働いて返さなければならな

くなりますので、そこのところちょっとご検討を本当にしていただきたいと思

います。これは、最終的には評価の意見でこれだけは絶対盛り込みたい
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水谷委員長 

財務課長 

細田委員 

病院施設整備室長

水谷委員長 

冨田委員 

と思うのですけれども。 

その辺は何か事務局のほうからお考えが、あるいは見込みとか今後の

計画とかあるでしょうか。 

今回の設計、先ほど施設整備室長から説明がありましたが、そちらの

建築経費に準じて適切な収支計画を組みまして、作業を進めております。

以上でございます。 

ちょっとよろしいですか。今、伊関委員がうちの病院一番安いときで、経

営に余り影響しなかったと。かなり影響しております。それでもかなり影響

していますので、ましてやこれだけ高騰すると、かなり影響すると思いま

す。 

すみません。先ほど平米単価44万9,000円と申しましたが、44万1,000

円に訂正させていただきます。失礼しました。 

冨田委員。 

先ほどから建築の話が出ているので、私もその関連としてちょっと申し

上げます。 

さいたま市立病院は、比較的健全にやっていらっしゃるのですけれど

も、実は総務省の今年の第二次のガイドラインが出たときに書いてあるこ

とは、改築等のときにはもう一度見直すということが載っていると思うので

す。それで、実際に今年、総務省に幾つか相談に行っているところという

のは、大体押しなべて建築が終わりかけ、それからでき上がりかけ、今よ

りもうちょっと安いときにできた病院が多いのですけれども、それでも26年

度の診療報酬改定とか、今後、国のほうも厳しくなっていって７対１を減ら

すぞということになっていますので、そういう形で当初考えていた病院の

役割とか、それから収益というのが地域医療計画にもあると思うのですけ

れども、この病院のポジショニングとか立ち位置を考えて、今後どういう病

院でやっていくかということで、収益をもう一遍厳しく見直してみまして、そ

して建築費も見直して、実際に返済してやっていけるのかというものを、

国立の競技場の例ではないですけれども、もう一度見直す今回はいいき

っかけになっていると思うのです。まだ地区計画とかがどんなふうにさい

たま市はなっているのかわかりませんけれども、大学病院が１つできると

いう話も聞いていますので、本当に急性期が７対１で全部大丈夫なのか

なという見直しも含めて、建ててしまったら、先ほどの伊関さんの話ではな

いですけれども、壊すわけにいきませんが、まだ建てる前の基本設計の
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水谷委員長 

院  長 

段階ですから、もう一遍練り直し、本当に大丈夫かどうかということと、こ

れは医事のほうの担当、それから地域全体だと思うのですけれども、今ま

でと同じことでいけるのかどうか。10年先、20年先、2025年よりもっと先の

ことを考えて、もう一遍収支の計算をし直す。その項目どこにもなかった

ので、１番のところで申し上げるのですけれども、将来像の医療の中身と

建設というのは、建てたら 30 年、40 年たちますので、それをもう一遍洗い

直していただきたいなと思います。今非常に危機に陥って、どうしましょう

という病院が多いので、ここにはなってほしくないと思いますので、厳しい

ことを言いますけれども、もう一遍練り直したものを出していただきたいな

と思います。基本設計の段階で、ここで見ると順番どおり基本設計やりま

したからａではなくて、本当に大丈夫なのかという作業もきちんと入れてい

ただきたいなというのを申し上げます。 

そうしますと、その辺当然病院もある程度の危機感を持っていろんなも

のを検討されているとは思うのですけれども、委員の皆様からさらに強い

危機感を持ちなさいというご指摘ですので、もう一度洗い直しができるとこ

ろがあれば、それを検討していただいて、この次、２回目が今年あると思

います。今すぐには出ないと思いますけれども、そのころにはある程度の

答えが、今こういう状況でこんなふうに考えていて、それほど厳しくない、

あるいは多少厳しいけれども、頑張っていけるという状況なのか、いろい

ろ直さなければいけないのかというようなところを含めてご検討いただけ

たらよろしいかなと思うのですけれども、それでよろしいでしょうか。 

ご指摘のとおり、非常に金額が高騰していきますと、我々もそれに対し

ての危機感というのは当然持っています。それで、今回の場合は、設計を

している間にもう 20％と自然と上がってしまっているという現状があって、

我々の予測ができなかったところがあると。それと、やはり病院建築を今

の時期にいいのかどうかというところまで含めて検討はさせていただいて

います。ただ、これを、今の時期を遅らせて条件がよくなるまで待って建て

ようと、そういう余裕もこの病院にはないという実情がありますので、病院

は建てるという方向で本庁のほうとも協議した結果でそのような方向はつ

くれているということがまず１つ。 

それから、今、ご指摘のように、建った後はどうでもいいという考え方で

はなくて、できるだけ負担が少なくなるように、負担がかからないようにと

いうことはもう絶えずその意識は持つような形で話し合いをしているという

状況です。 

それと、やはり収入のほうは予測が不可能ですので、そこのところは財

務課のほうもかなり抑えた形で評価をしています。それで、支出のほうは

計算がしやすいですので、むしろそういう面ではかなり厳しい見通しで計
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水谷委員長 

落合委員 

理事兼経営部長 

落合委員 

院  長 

画を立てていると、我々のほうも甘くは見ていないというような姿勢でやっ

ているということだけはお話をさせていただきたいと思います。 

いずれにしましても、現状をもう一回検討だけはしていただいて、今の

現状でいけるようであれば、それはそのまんま次回のときにお話しいただ

ければいいのかなと思うのですけれども。 

落合委員どうぞ。 

すみません。それで、この評価がａとつけられているわけですけれど

も、それどういう意味なのでしょうか。ｓでないのはなぜか、またｂでないの

もなぜかという点をちょっと伺いたいのですけれども。計画どおり、病院の

皆さんが求める形の病院の規模としての予算が一応想定できていて、そ

れならばｓということになるのだろうし、何か足らないからａということなの

か、ちょっとその辺を教えていただけたらと思うのですけれども。一番最初

の伊関先生のご質問の趣旨にちょっと似ているところがあって、どうやっ

て定員が増えたかというのはｓをつけてもいいのかなとも思いますし。 

評価の部分ですけれども、なぜａ評価でｓあるいはｂではないのかとい

うことなのでございますが、まずｓ評価、これは基本的には目標どおりに

やりましたという部分、それにさらにプラスアルファがついて初めてｓにな

るのかなというふうに考えています。目標どおりに達成できたという部分

については、ａが限界ということで考えています。内容的にａ評価のもの、

各小項目見てもａ評価で、実施することができたというところから、全体の

評価といたしましてもＡ評価ということでさせていただきました。 

つけ方の意味はわかるのですけれども、病院として建物の設計ができ

たということであって、その設計がａということは、自分たちの希望が

100％満たされたと理解していいということですか。ｓというのはもっと何か

それ以上のものができてしまったというのでｓかもしれないけれども、ｂと

いうのは自分たちがこれだけ望んでいたのだけれども、８割程度しかつく

ってもらえないからｂにしたというのならわかるのですが、ａがついていると

いうことは病院の関係者からすると希望のものができる方向に向いてい

るという理解でよろしいのですかという質問なのですけれども。 

お答えいたします。 

非常に厳しいご指摘なのですけれども、設計の段階では設計業者とい

ろいろやりとりしまして、ある程度のことは受け入れられただろうというふう

に評価はしています。それで、特徴を少しは盛り込むことができていると

いうことは、意見は取り入れられているだろうという評価なのですけれど



13 

落合委員 

伊関委員 

院  長 

伊関委員 

も、感染症に対しましても別ルートで患者さんの移動をつくるとか、それと

無菌室、感染症の対策の部屋や陰圧個室を確保する、そういったものが

十分整備されていることや、それからあとは周産期小児医療センター的に

ワンフロアで全部を通す、それから急性期の手術室、ＩＣＵ、ＨＣＵ、それか

ら透析といったところは機能的にワンフロア化することができたところで

す。ある程度我々の要望を入れることができた。 

それと、もう一つは、搬送に対しても工夫をするということで、人員をこ

れから増やさないでも搬送がうまく行えるであろうという予測が立てられる

ようなものを取り入れることが設計の段階ではできているというふうにとっ

ていますので、そういう意味ではｓかａかと言うと、心ではここまでくればｓ

と言ってもいいのかもしれないというふうには思っています。ただ、それは

ａ評価で我々は評価しているということでご理解いただきたい。 

そういうことでａであれば、大いにいいと思うのです。それで、その辺を

誇らしげに書いていただかないと、何でａなのだろうというのがわからなく

て、やはり理想とする病院としてこういうことを想定して希望を出したら、そ

れがこういうことが叶えられた、そういうものが建ちそうだということであれ

ば、ａと言われるのはすばらしいと思うのです。 

では、ａかｓかで、ＨＣＵの増床、７ページなのですけれども、これは予定

していなかったのでは。今、７床はもう既にあったのに、それにプラス１つ

ですよね。それはどういう経緯で増やしたのか。要はこれこそプラスアル

ファで出てきたのでｓとつけてもいいのかなと。収益も当然上がりますし、

一番の課題はスタッフですよね。スタッフの配置ができたという努力が、そ

れはｓに値するかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

この１床増に関しましては、７床運用で充足率、それと重症度、それか

ら看護必要度のスコア化をしまして、そのところでもう少し増やすことがで

きるという予測のもとで、途中で経営会議を開きつつ検討して１床増やし

たという経緯がございます。それで１床増やしたことで、かなり充足されて

いますので、さらに次の段階を狙っていると。新病院になりますと、今、計

画は 20 床としています。建設までの間に、徐々にそちらの方向に持って

いけそうだという、それで病院の意識の改革も進めつつＨＣＵの利用に関

しての意識改革もできていくだろうというふうに思っていますし、収益増に

つながっていくということになります。 

それでは、せっかくですので、これはｓが望ましいのかなと思います。こ

れ以降もさらに増やす、要するに神戸市立中央市民医療センターの様

に、ハイケアがものすごく多くて、単価も高いみたいな形で、やはり高度急
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水谷委員長 

細田委員 

院  長 

水谷委員長 

性期で生き残っていくためには、ＨＣＵを充実していく、これから先に順天

さんが来たり赤十字さんが充実していく中で、なかなか難しい部分はある

と思うのですけれども、それでも恐らく高齢者が大量に増えてくる中では

需要は必ずあると思うので、高齢者救急等の対応のためにも、将来の 20

床運用を目指してさらなる充実を図っていただきたいなというふうには思

います。ですので、ｓでいいかなと思います。 

委員の先生方、今、伊関委員が言ったようにｓでいいでしょうか。 

その評価に関してですが、評価に関する以前に、本当にＨＣＵ管理加

算が取れる基準を満たすのは結構大変ではないかなと。というのは、支

払基金なんかで見ていても、今はそれこそヘルニア手術などのほとんど

でＨＣＵ加算を取っています。そういうものだと、今後は恐らく取れなくなる

と思うのです。例えばラパコレでＨＣＵ加算は取れないと思いますけれど

も、そういうので取ってきているところがかなりあるのです。ですから、や

はり順天ができて、それが800床になったとなると、これはまたかなり重症

患者がそっちに行く可能性もあるから、もちろんＨＣＵでどんどんやられる

のはいいのですけれども、今後の見通しも考えておかなければいけない

のではないかなという気はいたします。 

縮小手術が基本になってきていますので、ご指摘のところはその点か

と思いますけれども、我々はヘルニアのレベルで取っているということは

まずありません。これは、循環器関係のものが今、それと呼吸器官系も入

っているというふうに聞いていますし、重症度は絶えずチェックしています

ので、その中で加算の取れる率からいきますとかなり充足されているとい

うことになります。ただ入れている、あるいはそういう軽症系のもので一時

的にスコアが高いからという患者さんが入っているわけではないというふ

うにご理解いただきたいと思います。 

ここはｓでもいいのかもしれないのですけれども、ｓにしても、総合評価

はＡで多分変わらないと思います。 

最初の伊関委員さんがお話ししたことにちょっと関連するかもしれない

のですけれども、これ中項目、小項目と分けてやっていますけれども、こ

の項目のそれぞれの重みが全然違うと思うのです。それを単純に点数に

して平均値幾つというのは、本当は数字上はいろんなものが出てきてい

いのでしょうけれども、これがすべてではないということはやっぱり皆さん

が考えなければいけないのかなと思います。ただ、全体としては私はＡ評

価でよろしいかと思うのですけれども、委員の先生方どうでしょうか。 

異議がないようですので、それでは、大項目１番目、医療機能、それか
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ら施設面の充実についてはＡ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、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。 

では続きまして、大項目②、患者サービスの向上についてご説明いた

します。 

資料の 13 ページになります。まず小項目、患者アンケート調査の反映

の満足度（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

のアンケートを実施した結果、目標の4.4に対しまして 4.27 という実績とな

りましたので、ｂ評価としております。 

14 ページにつきましては、満足度（外来）につきましては、外来患者の

待ち時間、あるいはスタッフの対応などにつきましてアンケートを実施した

結果、目標値 68％に対しまして 70.2％となったことから、ａ評価としており

ます。今後は、アンケートの結果により満足度が低かった診療状況の案

内、トイレの環境などを改善するため、また、外来混雑時における診療状

況のアナウンスの改善、清掃業者への指示の徹底などを行っていく旨を

記載しております。 

続きまして、15 ページをお願いいたします。市民公開講座の実施につ

いてですが、小項目の開催目標回数につきましては年間目標回数 18 回

を達成するとともに、開催場所を浦和駅近くに移したことにより、講座１回

当たりの参加者人数が 110 名、延参加者数が 1,990 名となり、平成 25 年

度よりも増加したため、ａ評価としております。 

16 ページになります。小項目の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、看護師、研修医、専修医募集、市民公開講

座の掲載内容を充実させるとともに、アクセス件数が月平均で平成 25 年

度よりも 4,500 件増加したため、ｂ評価としております。 

17 ページをお願いします。がんサロンの運営ですが、小項目、がんサ

ロンの運営支援につきましてはサロンを月１回、年間12回開催いたしまし

た。平成 26 年度は、患者さんの病状の変化などにより運営の中心となる

方が残念ながらいなかったことなどから、参加者主体の運営とはなりませ

んでしたが、サロンの開催の広報、看護師によるまた緩和ケアの情報提

供など、サポート体制を一通り整備したことから、ｂ評価としております。 

18 ページになります。クレジットカード払いの導入につきましては、病院

のホームページを通じましてクレジットカード支払いの利用をＰＲしたこと

により利用率が伸びたため、ａ評価としております。 

19 ページをお願いいたします。小項目の自動支払機の導入につきまし

ては、自動支払機の横に案内係を配置することにより待ち時間を縮減す

るとともに、パーテーション等を設置して安全面が向上したため、ａ評価と
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しております。 

20 ページになります。コンビニエンスストア支払いの導入検討につきま

しては、初期費用、維持管理費、想定利用者数など、費用対効果を検証

するとともに、事務処理の煩雑さなどを考慮した結果、現行の郵便振替に

よる対応で十分と考えられることから、コンビニエンスストアの払いについ

ては導入を見送ると判断したため、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は、病院評価とい

たしましてはａ評価が４つ、ｂ評価が４つ、病院の平均値が5.5 となりました

ので、病院評価といたしましてはＢ評価としております。 

以上でございます。 

ありがとうございました。内部評価は、今、お話のとおりａ評価が４つ、ｂ

評価が４つということで、総合で病院の内部評価がＢとなっております。 

委員の皆様のご質問、ご意見お願いします。 

伊関委員。 

これもＢかＡかというのは本当はあまり意味ない感じがしていて、特に

評価としてはこの部分で言えるのは、市民公開講座が病院の中でずっと

やっていて人が集まっていなかったのを浦和のコミュニティセンターに出

ていってものすごく人が集まってきたと。これはすごく重要な変革で、ｓで

私は構わないと思います。さらに言うならば、浦和だけだと真ん中だけな

ので、例えば南区だとか、これからの経営も考えると、区レベルで地域に

もう少し出張っていくことも必要なのかなと思います。要するに緑区のさい

たま市立病院だけではなくて、やはり見沼区なり南区、浦和区も含めて、

いわゆる京浜東北線の東のエリアを意識して。例えば、これは長崎市の

図書館でやっているのですけれども、図書館で公開講座をやると。そうす

ると、地域と公共図書館って比較的に密着しているので、いろんな人が集

まってくる。図書館の中だと、今、本の貸し出しが一番多いのは医療関

係、健康関係なのです。健康関係を特出しのコーナーにしているところも

あって、例えば、駅前のパルコの中にある図書館はものすごく医療関係

の本を集めて充実しています。そういう形で、コミュニティセンターでやると

人は集まってくると思うのですけれども、より多様な人だとか、これはイコ

ール市立病院として広く多くの市民の方々に健康の知識を知ってもらうと

いう点で、または患者さん集めの意味もあって、ここはもう少しさらに広く、

面で戦略的に公開講座を公共図書館でやる。そうすると、向こうでもＰＲし

てくれるはずなので、当然公開講座にはこちらも謝礼を取らないと思いま

すので、そうすると向こうは非常に助かるはずなので、そういう働きかけな

んかも一つあるのかなと思っています。ですので、ｓでいいのかなと。 

あと、ホームページリニューアルで、ホームページでいわゆる患者さん
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向けの部分は弱かったのかもしれないのですけれども、それでもいわゆ

る一番のメインは、今、病院のホームページは医師、看護師等のスタッフ

向けを意識しないと絶対だめなので、経営的にはそっちのほうがまず最

優先されるべきなので、その上で患者さんという話にもなってくる。その部

分で、アクセスについてもそれなりにはあるだろうし、これも何でｂなのとい

うのはちょっとわからないところです。これは、ａでもいいのかなという感じ

もします。 

クレジットカード払いは、これもやはりちょっと遅かったと思うぐらいで、

これはものすごく意義があると思います。やはり導入したら順調ですし、こ

れはａでいいと思います。 

逆に、次の 20 ページのコンビニエンスストア払いをもう見送るという判

断に至ったことについて、私はいいと思っているのです。ここではずっと要

らないのではないかと言ってきて、委員会の意見を踏まえてとか内部の

判断で見送ったのですから、見送ったことについてｂというのもどうなのか

なと。ａでもいいのではないか、ないしは斜線を引くか何か。要は見送った

ことだから、判断を引っ張ったことについてはｂでも私いいと思います。で

も、見送ったこと自体についてａかｂかというと、よく見送りました、ａですと

いうふうに、私のほうの判断としてはそういうふうに感じます。要は判断の

基準が経営的なセンスという、ただ単に物を満たしているか満たしていな

いかでどうしてもとりやすいと思うのですけれども、もっと病院の経営マネ

ジメントにとってプラスかマイナスかということについて変化が大きかった

ところについてはもう少し評価が高くてもいいのかなと。 

全体とすると、患者サービスの向上は、だからＢというのもどうでしょう

か。頑張った市民公開講座とクレジットカード払いがあって、クレジットカー

ド払いは平成 25 年の３月からですよね。要するに実質始まったのはもう

26 年度からですよね。だから、ここのところは逆に言えば患者さんから見

ると平成 26 年度はとても利便性上がったので、全体とすればサービスは

上がっていそうな感じがするので、トータル評価でＢというのもどうなのか

なという感じがあります。要するに、これはＢではないかと外部に言われ

たときに、これはやっていますと言えるところ、病院が結構頑張っているの

で、Ａでもいいのかなと感じました。 

中村委員。 

13 ページの患者アンケートのところなのですけれども、これ病院の評価

はｂになっているのですけれども、私は市民の立場からいいますと、ここ

はやはり評価がａになるまで頑張ってほしいなというところでございます。

医師や看護師からのわかりやすい説明というのが、ここに配布が 430 で

回答数が347ということですので、そんなに多い数ではないと思うのです。
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落合委員 

ですから、不満を持っている人がアンケートに答えられなかったということ

もあるのではないかなと思います。しかし、お医者さんとか看護師さんか

らのわかりやすい易しい説明というのですか、それがやっぱり患者として

は、それから患者の付き添いとしても大変にありがたいことなのです。そ

れと、高齢化していますので、患者もそうですけれども、付き添いにしても

耳が大変遠くなっているのです。それは、やはりお互いによくお医者さんと

も話し合って、きちんと自分の状態を説明するようにお医者さんのほうか

らも希望をしっかりと述べてほしいなと思います。 

それと、一番入院していて大事なのが食事、それから療養環境、売店

ですか、それらもここですと立地条件が余りよくないので、よそに買い物に

行くということができませんので、そういう面では品数を多く、やっぱり満足

するような状態にしてもらいたいなと思います。 

付き添い、それから患者にしますと、やっぱりよりよい環境で医療を受

けたいというのが本当に一番の気持ちでございますので、ぜひこの評価

はａになるまで頑張っていただきたいなと思っております。 

以上です。 

お話はよくわかりました。今回は、Ｂ評価でよろしいということですね。 

そうです。 

まだそこまで行っていないという評価ですね。 

落合委員。 

細かくてすみません。ホームページの件なのですけれども、4,500 件増

えたというのは向こうのビジットしてきたページはどこが増えたのですか。

コンテンツを充実したということなのですけれども、その充実したコンテン

ツに対してアクセス数が多くなって 4,500 件増えたのか、それとは関係な

く、別のところが増えているのかというのをちょっと伺いたいのですけれど

も。 

アクセス件数については、ページ別ということではなくて、トップページ

に対するアクセス件数でございますので、総体的に約4,500件ほど前年よ

りは増えているということでございます。 

私はちょっと伊関先生と意見を異にするところがあって、ホームページ

というのは職員が自分の職を求めて応募というのもあるのかもしれないけ

れども、患者さんからしてみると、どんな科目で何を診てもらえて年何件ぐ

らい手術しているのかなというようなことをやっぱり見るのですよね。です
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から、そういう意味でのコンテンツというと、私ざっと見せていただいたの

だけれども、科によって多少まだばらつきがあって、もうちょっと上手な表

示の仕方ってあるのではないのかなと思うのです。何かすごく文章が多く

て、図表とかがあまりないものだから、年間何件何をやったとかいうのが

羅列してずっと長文の中に書かれていて、よほどどこかターゲットを絞っ

た人がそれを探しに行かないと見つからないのではないのかなと思うの

で、もうちょっとわかりやすくされてもいいのかなと思いました。 

それから、ちょっとホームページのつくり方でわからないのですけれど

も、がんサロンですか、そのコンテンツをというので、ホームページで尋ね

させていただいても、どこにそれがあるのかわからなくて、一番上の検索

というところに「がん患者サロン」というのを入れて検索しても、そこにたど

り着かないのですよね。それで、ずっと見ていったら、最近の事例という中

の青い文字で書いてある中にがん患者サロンというのがあって、ああ、そ

ういうことなのかというので見つかったのですけれども、ちょっとつながり

が上手ではないのかなというような感じがしました。 

それから、もう一点は、アンケートなのですけれども、どんなアンケート

をされたのかという、そのアンケート用紙をこういうときに配っていただけ

るとうれしいのですけれども。どういう内容のアンケートだったのかという

問題だと思います。 

ほかにはいかかですか。 

冨田委員。 

この患者サービスの向上というのが全部で８項目ですか、それのうち支

払いが３つなのですね。クレジットにコンビニエンスストアに自動支払い

に、何を患者サービスと見ているのかわからないのですけれども、こうい

うことに非常にとらわれ過ぎ、しかもこれ中期経営計画なのですけれど

も、こういうものって単年度でできるものですよね。ですから、単年度でで

きそうな一項目についてのものがちょっと多いのかなと。反対に、今、中

村委員からもお話があったように、ずっと長く取り組んでいただきたい患

者サービスとかアンケートというのは、今、落合先生からもどんなアンケー

トをとっているのですかと発言ありましたけれども、私はこれに対してどう

いう取組をしているのですかということをお聞きしたいのです。例えばサー

ビスのいい病院さんなんか行くと、コンシェルジュ置いたりして患者目線で

どんなものが問題かというものを見回る人をつくっているような病院さんも

ありますし、時々いろんなアンケートだけではなくて、患者さんの声とか、

そういうのを張ってある病院さんもありますし、病院としてどういう取組をし

ているのかというところを、アンケートだけ見るよりも、ふだん毎日見てい

ると思いますし、事務の方が外来に立って見ているときもありますけれど
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も、そういうものをもうちょっと入れていただいて、形式的なものではなく

て、実際にどう見えるのかと。むしろ患者さんのというか、住民のニーズを

知るというような病院の取組をもうちょっと項目として私としては今後入れ

ていただければいいかなと思います。 

他によろしいですか。 

それでは、確かにホームページ等については、落合先生がおっしゃった

ように少し検討の余地はあるかなと思いますので、もう少し一般の方が見

て分かりやすいような目線あるいは統計的にきちんと分かりやすいような

形に努力をしていただけたらいいかなと思います。 

それから、アンケートは、今、お話が出たように内容がちょっとわからな

いのと、それからアンケートの目標が 70.2％が満足、やや満足ということ

で、この 70.2％というのが達成できればそれでａなのかなというのもよくわ

からないところなのですけれども、できるだけ満足していただくために日々

努力をしていただきたいと思います。 

それで、先ほどの伊関先生からお話があったｓにしていいと言ったのは

どこでしたか。 

15 ページの市民公開講座です。 

ああ、そうですね。これは、一応院内だけではなくて、外に出張っていく

ということでいいと思うのですけれども、伊関委員さんがおっしゃったよう

に、１カ所に偏らずにいろんな面で考えていただけたらいいかなと。病院

の先生方お忙しい中で、外へ出るって非常にご苦労だと思うのですけれ

ども、これからの病院のための努力をしていただけたらいいかなと。これ

は、今後の希望として、あるいは要望として入れていきたいと思いますけ

れども、今回の評価はｓでもいいかもしれませんね、かなり院長先生もや

ってくれましたから。 

それと、この公開講座についての提案というか、希望なのですけれど

も、年間回数を増やすってえらい大変だと思うのです。それで、１回か２回

でもいいかと思うのだけれども、大々的にやられるようなことを考えられた

ほうがいいと思うのですけれども。新病院もつくるし、いろんなことを含め

た意味でのキャンペーンを含めてやられるようなことを。 

今の市民公開講座の件に関しましては、これは 26 年度から外でやると

いう舵取りに方向を変えてやっていきました。これは、それぞれ担当を決

めまして、ひと月に１度のペースで大体行われてきたのですが、多いとき

は２回になったりということなのですけれども、担当が重複していませんの
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で、比較的今のところは各科の医師の協力は得られていると。そして、熱

心にやっぱり集客しようという、そういった方向性でみんな意識を持ってや

ってくれていますので、非常に今のところは意義があるのかなというふう

に思っています。２回やるというペースとか４回やるとか、そういった区切

り、区切りでやるような方向性もあるかと思いますけれども、今のところ

我々はこのペースで、そしてあと今後長く続けるためにはどうしたらいい

かということを並行して考える必要があるかもしれません。その点は、参

考にさせていただきたいと思います。 

それと、もう一点、満足度調査の件なのですけれども、これは決して満

足しているわけではございませんし、私も今回から全自病、全国自治体

病院協議会の医療の質の担当理事をしているものですから。実は、これ

は今、全部公開することになっています。届出をして、それを公開する。そ

うすると、我々の施設は後ろからのほうが多いのです。正直に答えている

と言えば答えているのですけれども、その基準がどうもちょっとはっきりし

ませんので、そこのところは十分ＱＩ活動を盛んにしていかないといけない

のではないかという提案もさせていただいていますし、構造的な問題で不

満が多いということもあるのですけれども、それ以外の人的なもので満足

度が得られるように新病院ができるまでは努力していかなければいけな

いと思っていますので、その点絶えず努力していかないといけない項目で

あることは間違いないというふうに認識しています。 

ありがとうございました。 

そうしましたら、アンケートについては次回の会議のときにどんなものが

出ていたのか教えていただけたらと思います。 

それで、先ほどの市民公開講座はｓでよろしいでしょうか。 

それでは、これをｓにすると何点になりますか。３点上がっても６点まで

はいかないので全体評価はＢのままですね。 

先ほどから出ている一部負担金の支払方法についてですけれども、例

えばクレジットを使ってどうのこうのというようなものについては、項目とし

ては挙がっていてもいいけれども、これからはもうそれは当たり前の状況

になってくるので、そこは余り重点を置いた評価にする必要はないのでは

ないかなと私も思います。ですから、支払方法について、何か一くくりにし

てしまうかでもいいのかなと思うのですけれども。そんな感じで、今年度の

評価のときに、コンビニ払いについては、もうやめる方向で行くのだから、

それについては特別の問題がない限りやめる方向で、それは決定にして

いただいて、あとほかのものについて一くくりにしていただいてどうかと思

うのですけれども、よろしいですか。そんな形で今年度の評価については

検討をお願いしたいと思います。 

ということで、全体評価はＢ評価でお願いいたします。 
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今の形ですと、先頭のページに戻ったとき、20 番のコンビニエンススト

ア払いというのは斜線にしてしまうのですよね。そして、15 番をｓにするわ

けですよね。そうすると、点数はそれでも変わらないのかという疑問だけ

なのですけれども。 

コンビニエンスストア払いについては、26 年度の評価の中には一応入

っていますので。 

消すわけにはいかないわけですか。 

ええ、入っていますので、それは消せないのではないかと思うのですけ

れども。 

わかりました。 

伊関先生。 

さっき少し話しましたが、逆に言えばコンビニエンスストア払いについて

はもっと早く見送るべきだったのをここまで引っ張ったという意味で、ｂかな

という感じがします。 

そうすると全体評価はＢでいいですか。 

では、Ｂ評価ということでお願いしたいと思います。 

では、もう一つ行きましょう。それでは、大項目の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。 

では、大項目③、病診連携の強化についてご説明いたします。 

資料の 21 ページからになります。まず、１番目ですが、小項目の産科

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

連携を着実に進めまして、妊婦へのセミオープンシステムの推奨を積極

的に行いましたので、ａ評価としております。 

続きまして、22ページの小項目、産科セミオープンシステムの取扱件数

につきましては、浦和医師会様との連携に加えまして、大宮、与野、岩槻

医師会様に対しましても産科セミオープンシステムの登録医の拡大を図

り、平成 26 年度の目標値には達成はしておりませんでしたが、取扱件数

は 112 件となり、120 件の目標に対しましておおむね目標達成したことか

ら、ｂ評価としております。 
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続きまして、23 ページをお願いします。小項目の地域医療支援病院の

承認につきましては、承認を受けている先進の医療機関を訪問して届出

の方法などの内容確認を行いましたが、紹介率の向上に向けた取組につ

きましては開始をしておりませんでした。また、紹介率、逆紹介率が基準

を下回ったため、ｃ評価としております。 

続きまして、24ページ、（仮称）地域医療支援センターの設置につきまし

ては、26 年度は評価対象外となっておりますが、地域医療支援センター

の設立に向けまして地域医療連携推進委員会を新設し、課題の洗い出し

を行った旨を取組内容のところに記載しております。 

以上、大項目の病診連携の強化につきましては、病院評価といたしま

してはａ評価が１つ、ｂ評価が１つ、ｃ評価が１つということで、平均値4.0 と

いうことで③につきましてはＢ評価としております。 

以上でございます。 

ありがとうございました。内部評価のほうではａ評価が１つ、ｂ評価が１

つ、ｃが１つと、平均がＢになりますけれども、ご意見はございますか。 

細田先生。 

教えていただきたいのですけれども、市立病院は全部予約制ですよ

ね。それで紹介率ってこんなに低いのですか。うちは予約制ではなくて

も、もう少し高いのですけれども。 

それから、逆紹介率というのは、これはドクターがどこまで一生懸命書く

かによりますよね。それは、うちも地域医療推進機構なものですから、一

生懸命書かせているのですけれども、これはもうドクターに書かせるしか

ないし、地域連携ってなると、やはりそういうことなのかなと。 

それから、我々ＪＣＨＯというのは地域医療協議会も独法通則法で決め

られていて、もうやらなくてはならないのだけれども、地域連携ということを

考えると、そういうことはどんどん、どんどん積極的にやるべきだろうなと

いうふうに思うのですが、その３点をちょっとお聞きしたい。 

では、今のご指摘に関してなのですけれども、紹介をお願いするという

ことに関しましては、お願いはしています。ただ、直接に来られる患者さん

が、初診患者さんに対して半分いらっしゃるのです。紹介の患者さんが半

分なのです。それで、直接に来られる患者さんに対して紹介がないのでと

いうことで断ることは、我々自治体病院としてはそこに対しては踏み切れ

ないという思いがありますので、ここのところはやはり多くの市民の方が

理解していただけるような方法で、今の時代はこうなのですということを理

解いただければ、必ず医師会の先生方を通じてこちらのほうの病院にか

かるというふうなシステム化が図れれば、紹介は上がるのであろうという
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ふうには考えてはいます。そこには今お話ししたようなステップがあるの

で、紹介率を上げるということに対しては、いろんな意識を持って話をして

きたのですけれども、それほど上がらないというのが実情であると。 

そして、逆紹介に関しましては、確かに医師が書くということと、それは

当然努力が必要だとは思いますけれども、我々500 床以上の病院は再来

の患者さんを少なくすると、そして専門外来を中心の外来をするのだとい

うことと、入院患者を取り扱うということが使命として挙げられています。そ

の中で再来患者さんを減らしていくという努力をする一つの過程として、

張り紙をして患者さんに案内をしたのですけれども、それは医師が３月か

ら４月にかけて異動する際に、そこで逆紹介を一生懸命書いてもらうため

に、そのときは率が上がるのですけれども、そのほかのところでは患者さ

んと相談の上では必ずしもスムーズには行かないと。ただ、今、ご指摘の

ようにこの支援をとるためには、要件として逆紹介を 70％以上、そこまで

持っていければ基本的には条件を満たしていきますので、そういうふうに

今度は逆紹介を上げるということへ舵取りを変えていくというのも一つの

方法かなというふうには考えています。これは、川崎市立の市民病院な

ど、そういったところでそういう努力をしたということで、紹介率よりもむしろ

逆紹介率でという話を最近聞きましたので、自治体病院においてもそうい

う努力をされているところありますので、参考にしたいと考えています。 

そうすると、この紹介率というのは病院の責任ばかりではなくて、市民

にも大きな責任があるわけですね。ということは、やっぱりＰＲが足りない

ということですか。 

これは、どうお話ししていいか非常に難しいのですけれども、直接お話

ししますと、やはり市民の方に理解していただかないといけない。そして、

これはやはり地域によっては市議会で議論したりといろいろあるようなの

です。川口のほうもこれで苦労されているという話を聞いていますし、やは

りなかなかここを自治体病院が徹底するというのは難しいのかもしれませ

ん。ただ、確かに地域住民の方の理解によって、それはかなり変わってく

るというふうに思います。 

でも、紹介状を持って行ったほうが患者にとってはすごく有利なわけで

すよね、時間も短縮できますし。これは紹介状も持たないで行くと、ものす

ごく待たされるのですよね。朝８時に行ったって、診てもらえるのは一番最

後で 12 時とか、そういう場合もあり得るので、その辺は地域でも大いにＰ

Ｒしないとだめですね。 

そうですね。そういうふうに意識していただければと思います。我々とし
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ても、患者さんに直接来られて断るということは少し問題があるかと思い

ますので。 

大いにＰＲをいたします。 

はい。それと、細田先生のご指摘の予約制という話なのですけれども、

先ほどお答えできなかった。これは、時間の予約が主になっています。し

たがって、紹介状ある、なしの予約では必ずしもなっていないというのがこ

の病院の予約制です。 

そうしますと、紹介状のない患者さんは電話で予約をして、時間を予約

するということ。 

共通しているのは、時間をとる、枠をとるということですので、紹介状が

なければだめですよという案内は行っていないということです。 

でも、毎月１回ぐらいずつかかっていても、時間予約されますよね、は

い、あなたは 10 時ですよと。ところが、10 時に行っても１時間から２時間

待たされるということが本当にあったのです。それが本当に患者と付き添

いにとってはすごく苦しいことでした。 

これが満足度調査に直接響く項目ですので、当然ご指摘あるように毎

回出てきますと、それはどれくらい待ち時間になっているかというのは数

年平均をとって、そして改善しているかどうかというのを外来病棟運営委

員会といったところで検討してもらったりしていますので、できるだけ待ち

時間が短くなるという努力は我々もしなければならない。ただ、物理的に

時間が必ずしも約束どおりできていないことの理由はあるのだということ

もご理解いただければ。 

お忙しくていらっしゃるのは分かるのですけれども。 

ええ、すみません。 

紹介率の話があったのですけれども、その２つ前に産科セミオープンシ

ステムの導入というのが２つ載っていて、これは以前にも載っていたので

すけれども、これだけ見ると市立病院は産科の連携は重視しているけれ

ども、他はそうでもないのかなという印象をちょっと受けます。というのは、

圧倒的に産科以外の科も多いはずで、紹介率や逆紹介率に持っていくの

を産科だけではなくて、ほかのところに、産科が一番メインの売りなのかも
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しれませんけれども、そちらが上がるようなものをもうちょっと評価項目に

持っていかなければいけないのではないかなというふうにこれを見て思い

ました。 

それで、少しずつ上がっているのですよね。３割も上がっているのです

けれども、まだｂ評価というのがちょっとこちらでは分からなくて、目標の数

字の立て方が本当にいいのかなというか、産科はそんなに増えるものだ

ろうかというのがちょっと私も疑問に思って、３割増えてもまだｂ評価なの

かなというので、根拠というのが分からなかったのですけれども。 

それと、先ほど医師にもっと逆紹介を書かせなければいけないというと

ころでちょっと気になったのですけれども、医師が事務作業とかでセクレタ

リーがちゃんとついているのかどうか。そういったシステムがきちんとでき

ていて医師が指示すればでき上がってくると、そんなに事務負担量が増

えないでも逆紹介率が増えた病院さんもあるので、こちらの病院さんでそ

ういうものがもし負担になって書類が積み重なっているということがないか

どうか、ちょっとお聞きしたいと思うのですけれども。 

セミオープンシステムの件なのですけれども、これは一時もっと高い数

字を挙げて努力しようとしていたのですけれども、到底それは及ばないと

いうことで、ここにも書いてありますように改訂前 240 から今 120 に落とし

ているわけです。それは、浦和医師会の先生方からの紹介は多かったの

ですが、なかなか他の地域からはなかった。今は大宮の地区からも少し

ずつ増えてきているというような状況がありますので、その過程であると

いうことは確かで、これからもう少し安定した数字が出てくるのだと思いま

す。ただ、これはｂ評価というのは、目標数値に達していなければ、それ

はａにはならないとか、項目の解釈でそういう形になっているので、この書

き方はプロセスの評価だけではありません。だから、そこに問題があるの

かもしれませんけれども、評価していただくことに対してはうれしく思いま

すが、そのような状況であるということでご理解ください。 

あと、逆紹介についてのセクレタリーですね。 

紹介状を書けないのかなと。 

それは、医療クラークさんと称して我々も今 40 対１で、30 対１に持って

いこうというふうに医療クラークの数を増やそうとしています。ただ、医師

のほうも十分必要だということを訴えてくるところは、科にもよりますが少

ないのです。見ていて必要なのではないかというようなところ、それを結果

的に我々も評価しつつ、医療クラークがどの程度、病院として必要なのか

ということをちょっと見ていかないといけないだろうと思いますけれども、も

う一つはその前に医療クラークさんの業務の質を改善していく、上げてい
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くと。それから、仕事の内容を共通化させていくと。そして、どこの科でもあ

る程度の仕事をできるようにするというふうな方向で、今、体制の整備を

行っている途中ですので、そのようにセクレタリーが十分充足してくれば、

そういった面も楽になる可能性はあると思いますので、それを期待しなが

ら、その整備をしていきたいと思っています。 

ちょっといいですか。この評価と全然外れてしまって申しわけないので

すが、今、おっしゃいました医療事務の補助ですけれども、エクスキュー

ズさせていただくと、窪地先生おっしゃるとおりで、なかなかこの事務方の

能力と、それから医者側としても科によって全然使い方が違うのです。整

形外科とか、そういうところはかなり使っています。使わないでやる科もあ

るし、これは医者側も責任があるのでしょうけれども、医療事務補助者側

も責任があって、数だけの問題ではないと思うのです。だから、そこら辺を

うまく今後やっていく必要があると思っています。 

医師事務作業補助者のスキルがものすごく重要で、研修はやっておら

れるのでしょうか。例えば、今は石川の金沢の方がたしか事務局で、いろ

いろ学会なんかも始まっているし、そういうところに積極的に参加してもら

って、医師事務作業補助者は正規の方ではないから、研修体制が弱い場

合もあるので、全体として勉強していただくことが大事です。 

これは、必ず研修を受けないといけないという条件になっていますの

で、今、医療事務の委託業者でやれるところがありますので、そこで時間

をとって必要な時間数はその研修を受けてもらうということを集中的に１

月か２月においてやっているというような状況です。それとともに、今お話

があったように資質を上げていく、業務の質を上げていくというのは、ちょ

っと知っているだけでできない面がありますので、そういったところをやは

り教育していかないといけないのかなというふうに思っています。 

今の逆紹介の話ですけれども、診療情報提供というのが病院から医療

機関への返事なのです。それは、浦和の医師会で統計をとっていて、病

院でもとっていますけれども、九十数％は返事をいただいています。これ

は、結構病院のほうとしては努力をしてもらっているなと私は思います。た

だ、逆紹介というのは必ずしも返信を出せば逆紹介になるということでは

ないので、ちょっとそれと意味合いが違って、診療所のほうにすっかり預

けられるかどうかというところが一つのポイントになりそうなので、今現在

浦和の医師会と病院の間で、要するに医療機関でどういうことができるか

ということを病院のドクターが知るためのアンケートを医師会のほうでとっ

ていますので、いずれその辺を活用していただけると、もう少し逆紹介率
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が上がるかなという期待はしております。その努力は、病院のほうからも

いろいろ情報出してもらいまして、医師会のほうでも検討しているところで

すので、もう少ししたらそういうものが病院に、要するにこの医療機関はこ

ういうことまでできますよという情報が提供できるのかなと思います。 

地域医療支援病院の承認なのですけれども、中村委員さん、この指定

を受けると加算が取れるのですよ。それが１人入院初日に１万円取れる

のです。そうすると、それに入院患者数を掛けるとものすごい金額の増収

になるので、かつ厚生労働省がこういう病院の承認とか加算を設定して

いるというのは、あるべき医療というのはできるだけ紹介をちゃんととった

り逆紹介にしていくみたいな病院のあり方をこれからしていきたいというこ

とで、やっぱりその流れには乗っていかなければいけないと私は思ってい

ます。ですので、これは最重要項目で、あちらこちらに行かれているという

のは非常にいいと思いますので、あと住民の皆さんにもちゃんと理解をし

てもらう。要は１人１万円ですから、金額でいくとものすごい金額になるわ

けです。億まで行くかどうかですが。 

試算だと包括の 2.8％ぐらいですね。 

包括ですからね。 

その分は上がるということですから、億は超えます。 

億は超えますよね。 

はい。 

幾らぐらいになるか試算していますか。 

１億円を少し超えるはずです。 

１億円違うのですよ、収入が。１億円違うので、病院の経営を考えると、

やっぱりこれは取る必要があると思うし、それは患者さんへの啓発も含め

て、反発を招かない形でちゃんと説明をしていく、他の先進病院の事例を

研究されて、これはぜひ最優先項目として取り組んでいただければなと思

います。もっとも、それだとまたさらにハードルが上がる可能性もあるので

すけれども、そういう世界だと思うので、とにかく頑張っていただければな

と思います。 
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落合先生。 

私は、窪地先生に同情するというか、大変ですよね。1,000 人ぐらいの

外来が来られていて、もうここの病院に来ないで近くの先生のところに行

きなさいって言って、素直に言うこと聞いてくれる患者さんどのぐらいいる

のですかね。その説得することのほうがもうはるかに大変という感じ。そ

れで、一方では１億円って言われたのだけれども、患者に来るなって言っ

ておいて、来た患者さんには加算が付いて高くなるぞというのも医療制度

としてはどういうことなのかなという、ある意味で患者さんのことを考えて

経営しているとちょっとつらいですよね。そこもうまくいく方法があったら、

教えてください。今度私もうちの病院に伝授したいと思います。 

大体意見は出尽くしたと思いますけれども、評価としてはＢ評価というこ

とで委員の皆さんよろしいですか。 

ちょっと項目が広いというか、せっかく頑張っておられる取組がいっぱい

あるのに。 

今回の評価としては、Ｂ評価ということで一応させていただきたいと思

います。 

ただいま３時半になりましたが、活発なご意見で少し遅れがちなので、

５分ほど頭をリフレッシュしていただきまして、３時 35 分から次の開催にし

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

では、休憩いたします。 

休  憩 

再  開 

時間になりましたので。それでは続きまして、業務改善に関する取組に

ついて事務局から説明いただきます。 

では、大項目４番目の業務改善に関する取組についてご説明いたしま

す。 

資料の 25 ページになります。院内情報システムの更新につきまして

は、平成 26 年度は評価対象外となっておりますが、新病院におきまして

施設整備に伴う情報システムの再構築に向けまして現行の医療総合情

報システムの現状の把握と課題抽出を行った旨を取組内容に記載してお

ります。 

続きまして、26 ページになります。小項目、ＳＰＤの導入につきまして
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水谷委員長 

落合委員 

は、平成 25 年度に作成いたしました診療材料に係るＳＰＤの仕様書に加

えまして、医薬品に係るＳＰＤの仕様書を追加しまして、新病院に対応し

た仕様書を作成したため、これはａ評価としております。 

続きまして、27 ページをお願いいたします。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、目標の６回以上を上回る 10 回を開

催したこと、また参加者数も 283 名となり、平成 25 年度より増となったた

め、ａ評価としております。 

28 ページになりますが、小項目、医療安全に関する改善の取組件数に

つきましては、インシデントレポートを分析し、造影剤の安全対策規程の

作成など、目標どおりの 12 件の改善に取り組んだため、ａ評価としており

ます。 

29 ページをお願いいたします。小項目、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

はまだ実施してはおりませんが、使用評価を踏まえ、医療安全だより等を

発行するなど、インシデント事例の院内共有化を図りまして事故の再発防

止を図ったため、ｂ評価としております。 

続きまして、30 ページ、環境に配慮した業務運営で、小項目の廃棄物

量、平成 23 年度比になりますが、平成 25 年度に病院敷地内に廃プラス

チック専用コンテナを設置したことによりまして、平成 26 年度の排出料の

伸び率はマイナス 4.6％となり、大幅に削減したため、ａ評価としておりま

す。 

以上、大項目４番目の業務改善に関する取組につきましては、ａ評価

が４つ、ｂ評価が１つということで、病院評価平均値 6.4 となりましたので、

評価はＡとしております。 

以上でございます。 

今回の対象外の項目を除きますと、内部評価でａ評価が４つ、ｂ評価が

１つということで、平均がＡ評価でございますけれども、委員の皆様からご

意見、ご質問ございますでしょうか。 

落合委員。 

またちょっと細かなことで恐縮です。ＳＰＤというのが 26 ページにあるの

ですけれども、今回のこの件はこれでよろしいのですけれども、新病院の

設計とか規格というのが立案されていて、そのときに新病院においてはＳ

ＰＤのありようがどうあるべきだというようなところに反映されているかとい

うか、設計図の中に新しい概念といいますか、そんなことが考えられてい

るのかどうか、ちょっと教えていただきたい。 

それから、インシデントレポート云々で 12 件とあるのですが、12 項目の

改善項目と言われたと思うのですけれども、どんな項目だったのか、教え
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院  長 

総務係長 

落合委員 

ていただきたいなと思います。 

では、ＳＰＤの設計に関することから。どちらが先でもいいですが。 

ＳＰＤにつきましては、施設整備の設計におきまして倉庫の面積等を考

慮いたしまして、また物資の導入等の経路を検討しまして設計図のほうを

作成しました。それからあと、薬品ＳＰＤにつきましては、サテライトファー

マシーを導入する等、その辺の経緯を含めまして今後物品管理委員会が

院内にございまして、その中で、今の段階ですと仕様概要しか作成してい

ないもので、今後先進の病院を視察しまして、導入に向けて院内で検討し

ていく予定となっております。 

ＳＰＤに関しては、新しい病院ほどどこから物を搬入して内部のデリバリ

ーをどうするか、エレベーターとどうつなぐか、最少人数でどう効率的に行

うかというのが非常に大きなテーマになってきているので、慎重に設計図

の段階から検討されることをぜひぜひお考えいただきたいというふうに思

う次第です。 

搬送の実情を３日間にわたって調査して、それと今後の新病院に対し

て搬送システムをどうするかを決定することによってＳＰＤをどういうふうに

関与させるか、してもらうか、そういった方向で考えてきていますので、各

部門からどこにどういうふうなケースで今の状況でいろいろやりとりをして

いるかという実情を踏まえて検討しているということで、決してむやみに計

画なくＳＰＤを導入した形ではないということだけはちょっとお話ししておき

たいと。 

庶務課総務係です。12 件というのは、医療安全委員会を毎月１回開催

し、インシデントレポートの分析、検証、改善に取り組んでいるという、12

回開催しているという意味で 12 件です。 

業務改善というときに、ＳＰＤのほうの業務改善とまた全然違う話になっ

て、医療安全とか医療の質とかいうほうの話も出てくるのだと思うので、項

目にないので、後で伺おうかと思ったのですけれども、例えば救急をやっ

ておられて、救急で撮ったＣＴを放射線科が読んで、翌日異常所見見逃し

があったかなかったかというようなことをオーダーした受持医にちゃんと届

けられているかとか、あるいは検査をしてから読影をして、その読影結果

がまたもとのオーダーした医師に何時間以内とか何日以内に届けられ

て、特別なパニックデータが出たときにはそれが必ず戻されているかとか

って、そういうようなインシデントレポートというか、事故が起きかかったと
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細田委員 

院  長 

きではなくて、もう起きる前からそういうのを全部抑えていくようなことをや

っていかなければいけないので、そういう意味での、先ほどクオリティーイ

ンディケーターというお話が出ましたけれども、そんなようなことはどんな

ふうに取り組んでおられるのかなということをちょっと聞きたかったので

す。 

１つは、その科にかかりつけとなっている患者さんが救急外来に突発

的にかかったと。そうした患者さんの次の予約がどうなっているか、その

かかりつけとなっている患者さんに対しては次の日に医療クラークがチェ

ックをして、そしてその主治医に連絡するというシステムをとっています。

実はここでちょっと見落としがあったりした問題がありますので、そういっ

たことをきっかけとして、そのシステムはとっています。 

それからあと、ミスをどう共有するかは判明したときに問題になること

で、一例一例を全て振り返っているかどうかというのは、正直な話ちょっと

そこはまだ手薄かもしれません。そこに対しては、努力しないといけない

面がまだあるのだと思います。ただ、内科のほうで日中に若い医師が診

察したときに、それを見直したり指導という立場の医師とその見直しをした

りやりとりをすると、そういったことは行われているようですので、そのケー

ス、ケースによっては行われていて、システムとしてそれを行っているとい

う状況では必ずしもないというのが正直な答えだと思います。 

病理の結果なんかも、がんを疑って出されている場合と、がんではない

ものを疑って出されていて、それががんだったとかいうときには、必ず伝え

るとか。 

病理に関しましては、結果を見たか見てないかのチェックがあるので

す。それで、未読になって全くそれが読まれていないということを１カ月、２

カ月の間で必ず、安全圏と称して、その期間で読まれていなければ、もう

検査室のほうからその主治医に連絡が行くということで、何件その月にあ

ったかというチェックはしています。だから、病理の検査結果の見落としと

いうのはほとんどないというシステムだと言っていいと思います。 

あと、ほかの検査に関しては、ちょっとまだシステム上で全部をチェック

するのは難しいという状況にあると思います。 

細田先生。 

ＳＰＤのことなのけれども、25 年から始めたわけですよね。 

ＳＰＤはまだ入っていないです。 
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入っていないのですか。 

検討を始めたという段階です。 

検討だけですか。 

はい。新病院のときに同時に入れようという、倉庫も全部計画をしてい

るところです。 

ＳＰＤって業務改善もあるし、それから収益確保もあるし、それとさっき

ちょっとあった搬入の問題等いろいろ、要するに業務改善ということがあ

ると思うのです。実はうちは３月から入れたのですけれども、市立病院は

材料費率が 23.8％ですよね。うちは 30％超えているのです。ＪＣＨＯ57 病

院中で 30％超えているのはうちともう一病院、２病院なのですけれども、

市立病院は現段階で 23.8％。そうすると、ＳＰＤ入れると収益確保というこ

とではどういうふうにお考えですか。もう少し下がると見ているのですか。 

そこは努力目標で、もっと行けるのだったら行かないといけないと思っ

ています。これは、自治体病院全体として、我々の施設が非常にいいかと

いうと、もっといいところもあるのです。我々のところが平均よりもいい施

設であることは間違いない。それは、納入価格を交渉しているということ

で、それを抑えることができていると。病院単独でやっていますので、それ

は集団でやったほうがいい場合といろいろあるのだろうと思いますけれど

も、我々はこの病院単独で交渉をやって、高額のものから落としていって

いると。そして、材料費率を下げていっているというふうな現状だと思いま

す。かなり努力してくれていることは間違いないです。 

納入価格等は、やっぱりグループ病院だったらスケールメリット生かす

というのがあるとは思うのですけれども、僕はＳＰＤで収益に関係すること

は、要するにデッドストックがなくなるという話だと思うのです。そこら辺の

計算はなさったのかなと。 

我々の施設は、デッドストックは余りないです。棚卸しをしても何十万単

位ぐらいで、かなりデッドストックは努力をしていると思います。ですので、

そこを省いているために 23％ということではないということだけは間違い

ないと思います。 

ほかに、ではよろしいですか。 
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これ題名と中身が随分違うなという印象があります。業務改善というの

は、何か問題があって、どこを改善するということと、アウトカムがないと

何をどうしてどうＡ評価になったのか分からない。特にＳＰＤは新病院に入

れるとすると、26年度は中身については全部何をやるか分からないと。目

標が検討で実績も検討で a というのは外部から見ていると何が何だか分

からなくて、どういうことをやったから aなのか、目標は何だったのかという

のを明確にしないと、こちらも検討しただけだったら、何を検討したのか、

どこまでやったのか、何が改善なのかというのが全然わからないなという

ふうに思いました。 

それから、安全はいっぱいあるのですけれども、安全が３つも出てくる

ということは、きっと何か問題があったから改善されるのだと思うので、改

善前がこうであったからこんなふうになったというアウトカムの、何回やり

ましたというのではなくて、中身はどういうふうにしたかったのか、例えば

これについてインシデントレポートが出てきて問題があったけれども、今

年はそういうものが減りましたとか、一つでも二つでもそういう実際の目標

が出てこないと、何回とか何件だけだと、それは単に回数を増やせばでき

ることで、中身の改善にはなっていないなというので、私にはａとつける意

味がよくわからなかったです。 

その反対に、30 ページの環境、これに対しては非常に明確な目標が出

ています。４年間で４％削減、しかも 8.4％だから、これすごくよくできたと

いうことになっていると思うので、なぜｓではなくてａなのでしょうかと、それ

をむしろ聞きたいなと思いました。 

医療安全のところの件数のみの報告になっている、アウトカムが表現さ

れていないということなのですけれども、一つは先ほどの 12 件というとこ

ろで、これは医療安全管理委員会のときに検証事例を取り出して、そこで

みんなで討議するというのが従来からのやり方にしていますので、そうい

った意味でこれをみんなで討議をした上で、その結果の評価という面では

確かにこの医療安全、非常に難しいところがありますので、ご指摘のとお

りだと思います。ただ、評価しやすいところ、転倒、転落に関しては、これ

は非常に件数、評価ができやすいので、それで見ますと、全国平均よりも

かなり我々の施設はよくはなっています。こういった評価をできているもの

もあります。ただ、すべてを評価するということに関しましては、非常に内

容として難しい。すべてが報告されているかどうかとか、そういった根本的

な問題がありますので、どこをもって母数とするか、それに対してどう改善

したかという評価をするのは非常に難しい部分だろうと思います。ただ、

件数が減るかどうかというのは、これは努力する必要は当然あるのだろう
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と思いますので、それはそれで意識を持ってやっているというふうにご理

解いただきたいと思います。 

言葉の問題ですよね。全国よりも少ないとか、そういうのはむしろなし

で。 

確かにそれはそうなのです。 

私は、富田さんみたいにきつく聞かずに、最初に丸く聞いたつもりだっ

たのですけれども、聞いている趣旨は同じです。 

よく分かりました。昨年度もたしか同じような指摘もされていると記憶し

ていますので、その表記の仕方ということ、徐々にこれをつくる上において

経営会議のときチェックするときにはそういう言葉が出ていますので、さら

に努力をして分かりやすい内容にしていきたいと思います。 

今ゆゆしき発言もあって、全部報告があるかどうかわからないのですと

いう表現はちょっとうまくないので、これは全部報告されるという文化にし

ないとよくないと思うのですよ。 

そうですね。申しわけないです。これは、報告しなければいけないという

基準があるのですけれども、これを全てやってくれたかどうかという、これ

はちょっと表現上の問題で申しわけないのですけれども、できるだけ報告

をしているというふうに言葉を変えさせていただきます。 

すみません。環境の話はｓにならないですか。 

環境はｓにしましょうか。 

はい、ありがとうございます。こちらにａをつけたというのは、大幅という

ところでどこまで判断するかというのもあるのですけれども、またあと１

つ、処理方法を一新した関係で、もちろん意識づけが高まって減ったとい

う部分もあると思うのですけれども、計算方法が少し変わったというような

ところがあって、単純に比較ができるのかというのがちょっと内部で議論

がありまして、そこでｓをつけるのはどうかということでａにしたというところ

でございます。 

これ金額にならないのですか。幾らかかっていたものが幾らになって、

去年まで廃棄料幾らだった、今年は幾らですみたいな形で。 
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すぐ出なければ、そういう評価の仕方も検討してください。 

伊関先生。 

私いわゆる地域医療の研究、自治体病院の研究の前は行政評価の研

究で本を何冊か書いているのですけれども、要はａかｓかとか、そういうこ

とよりは、業務改善なら、本当の意味での業務改善が、実際の項目があ

って、それが文章とか数字だとか、そういう形でリアルに出てきて本来で

あれば議論するべきなのです。例えばさっきの廃棄物量を減らすというの

が目標だけれども、そこでは具体的にどういうことをやって、さっきのお金

の問題とか、数字等定性的な表現を使いながら、本当はリアルに確認を

していくということがすごく大事で、これ自体がもうこういう形でつくってい

るので、毎年同じこと言わざるを得ないのですけれども、そこでの記述に

ついては、いいことがあったとしてもｓ、ａ、ｂ、ｃになるから、何となくふんわ

り謙虚に書いて、悪いことは逆にどこか抜け落ちたりして、要はめり張り

がないというのも確かなので、そうすると自分たちの点検が曖昧で過ごし

てしまうから、だから変えるものは変えようとか、ここはよかったから、もっ

と伸ばそうとか、そこの方向性がちょっと出にくい評価の仕方なのかなと

いうのは感じます。やっぱり業務改善だと、本来であれば医療安全はもの

すごく重要なのですけれども、医療安全以外の業務改善、いわゆる安全

以外のいろんな改善、それがサービスとかいろんなところに分かれていく

のだと思うのですけれども、本当は業務改善で羅列して出てくると、より今

年頑張ったところはこういうところ頑張ったのだということがわかるのかな

という感じはします。それは、項目立てるのか立てないのかの問題はある

のですけれども、立てなければ、要は見えなくなってしまうのです。いわゆ

る医療安全以外の業務改善については項目がないから、拾っていないと

いう形になってしまって、こういう評価のフォーマットの課題であり、ｓ、ａ、

ｂ、ｃの評価の手法のやっぱり問題点だと思うのですけれども、それも踏ま

えて、これでやっていますので、しようがないのかなとは思いますが、この

辺は来年もしも書く場合はもうちょっと具体的な項目もリアルに書いてい

ただきたいと。書き過ぎると、役所だと揚げ足とられてしまうとか、そういう

ことも考えてしまうので、なかなか難しいとは思うのですけれども。 

少なくとも数字で書けなければ数字で答えられるようにしておいていた

だいたほうがよろしいかなと思います。 

ということで、この大項目についてはＡ評価でよろしいでしょうか。 

ないようですので、Ａ評価とさせていただきます。 

それでは続きまして、収益確保に向けた取組について事務局から説明

をお願いいたします。 
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財務課長 

水谷委員長 

伊関委員 

項目評価の第５番目、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31ページになります。小項目の医療収益増収額（平成23年度比）

につきましては、資料に記載しておりますが、手術件数の増加、ＮＩＣＵの

３床増床、ＨＣＵ整備による管理料の取得などにより 23 年度比で医業収

益が 13 億 4,400 万円の増と目標を上回ったため、ａとしております。 

続きまして、32 ページ、小項目の査定額の減額率になりますが、医療

事務コンサルタントの活用、保険委員会における査定内容の協議により

目標を達成いたしましたので、ａ評価としております。 

33 ページをお願いいたします。小項目、未収金発生削減率（対 22 年度

比）につきましては、臨戸訪問による徴収の実施、平成 25 年度より１カ月

早く未収金の回収業務の委託締結を行ったことにより、おおむね目標ど

おりの削減率となったことから、ｂ評価としております。 

34 ページ、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まして、分娩介助料、新生児

管理保育料、そのほか３項目の使用料を改定するとともに、従来料金設

定を行っていなかった無痛分娩料、エンゼルメイクなど、４項目について

新たに料金設定を行ったため、ａ評価としております。 

35 ページになります。小項目の行政財産の貸付につきましては、飲料

水の自動販売機の公募を実施しまして、既存の飲料水自動販売機 13 台

の更新を行うとともに、１台の新規貸付を行ったため、ａ評価としておりま

す。 

36 ページになります。小項目、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、ホームページにおいてはバナー広告の募集を行

いましたが、応募がなく、また印刷物への広告掲載につきましても実施が

できなかったため、ｃ評価としております。 

以上、大項目⑤、収益確保に向けた取組につきましては、病院評価と

いたしましては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 5.5 となりましたので、Ｂ評価としております。 

以上でございます。 

ただいまのお話のとおりで、ａ評価が４つ、ｂ評価が１つ、ｃ評価１つとい

うことで、総合評価Ｂという形です。 

伊関先生。 

これも毎年のごとく言っていますけれども、ウエイト違うわけで、バナー

広告がなくたって別に病院収益はそんな大きく変わらないわけです。ポイ

ントは、中項目のアの医業収益の増収がある意味全てに近いわけです。
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水谷委員長 

冨田委員 

水谷委員長 

これが毎年毎年やっぱりちゃんと投資をしてきているので、伸びてきてい

るわけです。前年に比べても３億近く増えていますから、これはｓだと私は

思います。要はこれからの自治体病院の経営は投資をして加算を取った

りして収益を上げると、１人当たり入院単価上げて収益を上げるという形

ですので、それが確実にできていますので、これは評価するべきだし、そ

れを踏まえてさいたま市立病院の収益確保に向けた取組がＢというのは

やっぱり変です、はっきり言って。それは、評価のやり方がおかしいかなと

いう感じがします。 

冨田委員。 

収益の、さっきの業務改善でも同じなのですけれども、ＡＢＣ分析という

考え方があります。大体８割方を占めるものを重点とすべきで、それ以外

のところはもうちょっと見直してもいい。例えば先ほどのバナー広告もそう

ですし、使用料、手数料ですか、これはっきり言って雑収益みたいなもの

ですよね。それに３項目もあるということがやっぱり評価項目としては考え

直していただかなければならない部分。ですから、１番目の収益の部門を

もっと出すほうがいいというのは思います。ちょっと、今、決算書がないの

で、何とも言えないのですけれども、23年度と比較ではなくて、やっぱり25

年度との比較ですね。前年あるいはその前、３年も前と比べて落ちていた

ら大変なことで、やっぱり前年と比べて、特に 26 年度は診療報酬が改定

したときですから、それと比べてどういう影響だったかとか、そういうものを

きちっと入れないと、外の人間からするとわかりません。ちょっと不安にな

ります。 

それと、その次の未収金とか診療報酬の査定のものですけれども、査

定のほうはまあまあなのだと思いますが、どういうことの取組かということ

ももちろん大事です。それと、未収金の削減のことで私は前にも言ったと

思うのですけれども、未収金をどうやって外部業者に頼んで行うか。これ

外部業者がやったことを評価するのも変ですよね。やっぱり中の職員さん

がどうやって未収金を発生させないためのことをやったのかということに

ならないと、これ弁護士法人に頼んだということは弁護士法人の評価にな

るわけですよね。職員がやったことでないとおかしいので、やはり職員が

やるべきは未収金を発生させないためのメカニズムをつかんで、それをや

るとか、ドクターに言ってもらうとか、そういうことを書かないと評価にはな

らないのではないかと、厳し目な話ですけれども、思います。 

総合はＳだと思うのですけれども、ＳもＡももっとこちらを増やしていただ

きたいなと。 

細田先生。 
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細田委員 

院  長 

細田委員 

院  長 

細田委員 

院  長 

細田委員 

院  長 

細田委員 

医事課長 

水谷委員長 

細田委員 

水谷委員長 

数が出せるものは数で出したほうがいいと思うので、査定率下げるた

めにいろんな方策を練っているのは分かるのですけれども、現実に査定

率はこれで下がったのですか。 

査定率は、並行で悪くなっていないということです。 

悪くなっていないからｂなわけ。査定率は大体どのくらいなのですか。 

査定率は 0.08％です。 

こんな低いの。 

低いのです。 

そうですか。これは入外一緒で。 

一緒です。 

入院、外来の内訳は。 

いいでしょうか。まず、入院が 0.06、外来については 0.14。0.14 という数

字は、現在行われている査定の中でも、縦覧、あと突合、これの影響がか

なり平成 26 年度ぐらいから出ているという状況にはなっております。 

入院、外来を合わせての病院としての評価は 0.08 が査定の数字です。

査定率 0.08 ってかなり低いですね。 

低いです。 

私、去年も言ったかもしれないですけれども、査定にならないようなこ

と、要するにレセプトを出したものに対しての査定ですから、レセプトを出

す前に過剰診療とか過剰検査をやっていたら、それだと査定率はいいけ

れども、病院の経営としてはよくはない。そこのところをやっぱり各医師が

病名と、それから診療行為、それから病態とか、いろんなものをあわせて

しっかりやらないと、査定率はいいけれども、実際には収益につながらな

い検査をしているとかというのがままある可能性があるので、その辺を注

意していただいたほうがいいと私は思います。査定率がいいというのは、

事務方がかなりしっかりしているのではないかと思います。 
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細田委員 

院  長 

水谷委員長 

冨田委員 

伊関委員 

ＪＣＨＯの病院の中でも、今、ほとんど外来は委託しているのです。そう

すると、委託業者って査定されないように最初から請求しないというところ

があったのです。だから、水谷先生おっしゃったように、これはよく中身を

吟味したほうがいいと思います。 

これは、保険診療上認められないというのは、確かにレセプトに載せな

いという行為も中にはありますので、全て入れた上でどうなのかという評

価を片一方ではしていないといけないのかもしれないと思います。 

確かに数字の表現上は、僕もここに赴任してきたとき、前の病院がひど

かったものですから、こんなにいいのかって先生が今言われるような数字

であることも確かだと思います。ただ、中に入ってその目で評価したときに

不自然でありませんでしたので、そんなに削って出しているとか、そういっ

たことばかりでもないと思います。ただ、保険に通らないものは通らないと

いう形で処理しているものもあることも確かだと思います。 

やらなければいけない検査で保険でできないのも確かにあると思いま

すので、それはそれでしようがないと思いますけれども、無駄はできるだ

けなくして、皆さん努力されていると思いますけれども、一応皆さんにお話

をいただけたらと思います。 

ということで、これはＢ評価なのですけれども、収益は上がっているの

で、Ａでもいいかなと思うのですけれども、どうでしょうか。 

むしろｂとｃの評価って要らないのではないかなと思います。 

この項目評価も、中期計画という架空の数字が大きくて、実際の実績

値が小さいからよくわからなくなってしまうのですけれども、平成 25 年度

のいわゆる収益としては 13 億 1,100 万円が平成 26 年度は 13 億 4,400

万円ということで、3,000 万円ぐらい伸びたということですよね。それからす

ると、24 年が劇的に伸びていますので、伸び方については少し落ちつい

てきているのかなというふうには見えます。ただ、頑張っているので、ここ

はｓでもａでも構わないのかなと思うのですけれども、さっきの収益確保の

33 ページなのですけれども、未収金については業者の話だというのです

けれども、引き継ぎを早目に行って強化したというのは改善として評価で

きる部分であると思いますし、おおむね達成しているので、ａかｂかは、も

う繰り返しになってしまって余り意味がないのですけれども、ａでもいいの

かなというのは正直思うし、とりあえず現場が頑張って確実に収益増に対

しての取組をしているので、少なくとも総合評価としてはＡなのだろうという

感じはいたします。 
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水谷委員長 

落合委員 

水谷委員長 

財務課長 

水谷委員長 

他の委員はどうでしょうか。Ａでよろしいですか。 

バナー広告は外されたらどうですか。ホームページも空欄とか募集中と

いう枠が５つぐらい並んでいるのはみっともないですよ。 

ということで、Ａ評価でお願いしたいと思います。 

それでは続きまして、大項目の費用縮減に関する取組の前に、今回の

収益のことなのですけれども、最後のほうで収支に関する話がありますの

で、そこでまた収益については意見を出していただければいいと思いま

す。 

それでは、費用縮減に関する取組についてお願いいたします。 

それでは、大項目６番目、費用縮減に関する取組について説明いたし

ます。 

37 ページからになります。材料費対医業収益比率につきましては、医

薬品、診療材料ともに価格交渉により一層の削減を進め、25 年度を下回

る 23.3％となったことから、ａ評価としております。 

38 ページになります。小項目の後発医薬品の採用比率につきまして

も、30品目の後発医薬品の採用を行い、平成25年度を上回る57.21％の

採用比率となったため、ａ評価としております。 

39 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、ＭＲ装置の購入に合わせエックス線テレビの装置を前倒しで一括

購入し、必要な機能や付属機器の厳選により600万円のコスト削減をした

ため、ａ評価としております。 

40 ページ、小項目の医療機器等の採算性の検証につきましては、ＣＴ

装置に関しまして一定の条件のもと収益及び費用を算出の上、検証した

ところ、ＣＴ装置につきましては採算性の高い機器であるもののさらに収

益を伸ばす余地があるとの結果が得られたため、ａ評価としております。 

41ページをお願いします。小項目、ＥＳＣＯの導入につきましては、計画

どおり包括エネルギー計画の作成に基づきエネルギーセンター建設に係

る工事契約を締結し、工事に着手しましたので、ａ評価としております。 

以上、大項目６番目、費用縮減に関する取組につきましては、病院評

価といたしましてはａ評価が５個ということで、平均値 7.0 ということで評価

はＡとしております。 

以上でございます。 

院内の内部評価ではａ評価が５つということで、総合の評価はＡですけ

れども、委員の皆さん方いかかでしょうか。 
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伊関委員 

水谷委員長 

財務課長 

伊関先生。 

38 ページの後発医薬品の採用比率なのですけれども、今回のＤＰＣの

調整係数Ⅱに後発医薬品係数が盛り込まれたことによって、これは単な

る費用縮減ではなくて、その前のほうの収益確保にもうなってきていま

す。さいたま市立病院さんの今回の評価は 0.0940 で、埼玉県内の病院と

しては比較的優秀なのですけれども、例えば千葉市立の海浜病院さんな

んかは 0.01196 でさらにいい状態で、厚労省はこれを嫌らしいぐらいに誘

導しているのですけれども、やはり高めていかないと収益に影響してくる

部分があるので、かなり積極的に、ポジションとして単なるジェネリックの

費用削減というよりは、収益増、係数の増という意識を持って取り組んで

いただくことが必要なのかなというふうには考えております。 

他にご意見ございますか。 

特にないようですので、これは総合評価Ａということにさせていただきま

す。 

続きまして、経営管理体制の整備について説明をお願いいたします。 

大項目７番目、経営管理体制の整備について説明いたします。 

42 ページからになります。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、本委員会において委員の皆様から大変

貴重な意見をご助言いただきまして平成 25 年度の外部評価を取りまと

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43ページになります。小項目、組織の見直しにつきましては、医療

制度の動向、経営課題に迅速に対応できるよう企画部門の体制を引き続

き検討する必要はありますが、施設更新担当を２名増員しまして、市立病

院施設整備基本設計を策定したため、ｂ評価としております。 

44 ページ、企画部門の設置につきましては、新たな組織の設置はあり

ませんでしたが、企画部門の体制づくりに向けて各課から１名、合計３名

の職員を選抜し、戦略的な検討を行う体制を整えたため、ｂ評価としてお

ります。 

45 ページになります。コンプライアンスの確保につきましては、小項目、

研修の開催につきましてはこれまでコンプライアンスの研修を正規職員に

向けて行っておりましたが、平成 26 年度は臨時職員に対象を拡大し、臨

時職員 41 名のうち 31 名に研修が行われましたので、ａ評価としておりま

す。 

46 ページ、経営状況に対する説明会につきましては、各診療部長等の

出席により年間 12 回の院内会議、各部連絡会という会議を開催いたしま
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水谷委員長 

伊関委員 

水谷委員長 

冨田委員 

して、月次の決算状況、増収、減収の要因など、経営状況に関する情報

を共有化したことから、ａ評価としております。 

以上、大項目７番目、経営管理体制の整備につきましては、病院評価

といたしましてはａ評価が３つ、ｂ評価が２つ、平均値 5.8 となっております

ので、全体評価はＢといたしました。 

以上でございます。 

ただいま説明のとおり、ａ評価が３つ、ｂが２つということで、全体として

Ｂ評価ということですが。 

伊関先生。 

結局、企画部門は人事の定数で抑えられてしまっているわけですよ

ね。まさに厚労省の地域医療構想の中で病院の生き残りをしなければな

らないときに、企画部門という名前が逆におかしくて、経営戦略部門をち

ゃんと担当を張りつけてＤＰＣの調整係数分析だとか、いろいろな経営に

ついて専門的にやっていかないと生き残れない時代になってきているの

は確かなので、ここの部分、これは公立病院の改革ガイドラインでも事務

部門の強化というのが盛り込まれています。だから、これはｂではなくて、

ｃにあえてもうしてしまって、そうでないと人事がなかなか動かない部分も

あるので、一生懸命やられているのはわかるのですけれども、結果として

人がついていないというのは問題があるので、あえてｃにしてしまったほう

がいいのかなとも思います。そうでないと、人事課さん動かない部分があ

るというのはちょっと感じますので。 

冨田委員。 

経営管理体制の整備というところなのですけれども、結論としてどういう

経営管理体制を病院がとりたいかというのがちょっと見えてこないので

す。１番目の外部評価はこういう体制ができているからいいと思うのです

けれども、２番目、３番目の組織とか、今、伊関委員から話があった経営

企画部門、これが公立病院でやっぱり難しいのは、どこの病院見ていても

思うのですけれども、事務の方が辞令で市役所に行ってしまって、経営の

プロが育たないというところが非常に多いです。ですので、最近は病院に

ずっといる経営のプロという職員や資格を持った人を現場で採用するとい

うことができるかどうかというのが大きいのです。うまくいったところを見て

いますと、やっぱりそういう外部人材をきちんと病院に張りつけて、２年で

転勤しない人もちゃんといるという形でないと、プロが育たないのではない

かなと思います。さいたま市の人事のほうは私も口は出せませんけれど

も、でもやはり病院の将来を考えるのであるとすると、経営のしっかりした
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水谷委員長 

院  長 

伊関委員 

プロを入れないと外部コンサルだけでは難しいと思うのです。コンサルも

入れながら、育てていただくという形で張りつけないと難しいのかなと。そ

の辺をきちんとしていかないと、先ほどの連携もそうでしたけれども、やっ

ぱり経営戦略というのをきちんと立てられるかどうか、それがこれからの

経営にかかってくるというぐらいに重大に考えられてもいいのかなと思い

ました。 

それと、職員の経営意識の醸成ってすごく大事な話が出ているのです

けれども、これを開催した結果、職員さんに醸成されたのでしょうか。ちょ

っとその辺をお聞きしたいと思います。 

では、院長。 

最後の意識改革のところからお話ししますと、これは経営的なことをか

なり私のほうからも話をするようにしていますので、そういった意味での認

識は高まってきているのだろうというふうに、個人的な評価ですけれども、

思っています。 

それと、今まで出していたデータの表記、これがいかに伸びているか、

あるいはむしろ逆行といいますか、ちょっと成績が落ちているのか、そうい

ったことが目に見えるような表記の仕方を考えようということで、グラフ化

とか、同じハードデータだけ並べるのでなくて、そういう表記で認識できる

ような形を考えてきて、今、表現してきているというところでもあります。言

われるように、意識改革が十分できれば、またそれはそれで成績が上が

っていくことも確かだと思いますので、そのとおりだと思います。 

それから、先ほどの長期に事務職員が配置できる、これはまさしくプロ

パー職員なのです。これは全適以上でないとできない。ここの病院は経営

形態が一部適用ですので、そういった意味で限界があるというふうに考え

ています。ただ、企画部門をつくるというのは院長直轄の形をとりたいとい

うのが一つあったのです。それで、今、言われていますようなオフィシャル

に話ができないような、分析ができないようなものを小まめに相談しつつ

分析をすると、そういう部門が必要だと。これは、一部から全適の方向に

向けた形なのだろうと思います。したがって、プロパー職員を置ける、これ

は千葉の旭町病院の事業管理者とよく話をするのですけれども、そこで

はプロパー職員が多いということも言っていますので、まさしくそういうこと

をやっていかないと、今は今で十分みんな努力はしてこういう結果にもな

っていると思うのですけれども、次の時代を担うということを考えると、や

はりいろいろ考えないといけないということは確かだと思います。 

せっかく窪地先生が言われたので、経営管理体制の個々の項目っても

のすごく小さくて、昨年も言いましたけれども、政令指定都市の 600 床規
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伊関委員 

水谷委員長 

財務課長 

模の病院ですから、この厳しい環境を乗り切っていくためには、最低限地

方公営企業の全部適用にして病院事業管理者を置いて責任を持って運

営する体制を取らないと限界だと思います。地方独立行政法人まで踏み

込まなくても、新しい改革プランつくられるのだと思うのですけれども、そこ

で盛り込むなり、また何らかの検討をされなければならないと思うのです

けれども、少なくとも昨年もたしか言ったつもりなのですけれども、そろそ

ろ全部適用で管理者を置かれるべき時代になってきているかなという感じ

がします。 

その辺のところは、病院あるいはここの委員会の中の考え方と、本庁、

市のほうの考え方と、折り合いをどこかでつけなければいけないところが

出てくるので、ここで決めることは大変難しいと思いますので、そういう議

論があったということで記憶にとどめてもらえればいいのかなと思います。

経営管理体制の整備につきましては、Ｂ評価でよろしいでしょうか。5.8

という数字なので、どこかが変わるとＡに上がるかもしれませんけれども、

どうでしょうか。 

最低限、企画部門がやっぱりできていないですから、Ｂでいいのではな

いかなと私は思います。 

では、やはりＢですね。他の委員の方はよろしいでしょうか。 

ないようですので、総合評価はＢといたします。 

それでは、最後になりますが、職員の確保・人材育成と適正配置につ

いて説明をお願いいたします。 

大項目の８番目、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 47 ページになります。職員数の見直しといたしまして、小項目、配

置人数につきましては、平成 26 年度は医師確保のため医局へ要望する

など、積極的に採用活動を行った結果、平成 25 年度より 23 人増の 709

名となりましたので、おおむね目標どおり達成しているため、ｂ評価といた

しました。 

48 ページになります。小項目、７対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、年間を通じまして看護管理体制を維持する

ことができましたので、ａ評価としております。 

49 ページをお願いいたします。小項目、院内保育定員の見直しにつき

ましては、目標どおり定員を４名増員するとともに、対象年齢を就学前ま

で拡大したため、ａ評価としております。今後も利用状況を把握しまして、

適切な定員、利便性の向上を図っていきたいと考えております。 
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水谷委員長 

伊関委員 

50 ページになります。小項目、資格を有する医師の割合につきまして

は、25 年と同様の 97％となり、目標の 95％を上回りましたので、ａ評価と

しております。 

51 ページをお願いいたします。小項目の認定看護師の数につきまして

は、１名の資格取得の支援と１名の有資格者の採用により平成25年度よ

り認定看護師が２名増員し、計13名となりましたが、目標値は14名として

おり、１名足らなかったので、ｂ評価としております。 

52 ページ、53 ページをお願いいたします。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を実施しまして、分析を踏まえて改善に

向けて取り組んだため、ａ評価としておりますが、職員の仕事に対する満

足度につきましては、時間外に関する満足度が低い状態が続いておりま

して、目標を下回ったため、ｃ評価としております。 

以上、８番目の項目、職員の確保・人材育成と適正配置につきまして

は、病院評価といたしましてはａ評価が４つ、ｂ評価が２つ、ｃ評価が１つ、

平均値が 5.3 ということで、評価はＢとしております。 

説明は以上でございます。 

ａ評価が４つ、ｂが２つ、ｃが１つということで、総合がＢということです

が、いかかでしょうか。 

伊関先生。 

47 ページの職員数の配置ですけれども、結局ドクターについてはトータ

ルでは３人増で、しかも今まで不在だった眼科を２名、私も手術でお世話

になって、２人体制だった脳神経外科は１人増えて３人にたしかなってい

たはずなのですけれども、さらに看護職員、医療技術員等が増えてきて

いますので、先ほどの企画部門が増えなかったのは非常に残念なのです

けれども、頑張っておられると思うし、ａで私はいいと思います。単に計画

に足りたか、足りなかったかというより質で見ると一番欠けて問題だと思っ

ていた眼科が復活しましたので、これは評価できるかなというふうに考え

ます。 

あとは、ここのところは認定看護師についても同じで、目標が14人だか

ら、13 人でｂというのも、現場ではやっぱり頑張っておられるのかなと思い

ます。逆に言えば、今はどんどん診療報酬と連動していますので、診療報

酬と加算を取る視点から戦略的に認定看護師を取られる人を養成すると

いうことが必要になってくるので、この辺の戦略を病院にはお聞きしたい

し、どこを増やしていくか、では何人がいいとか、そういう話よりもどこをこ

れからは充実させていくかということがすごく重要かなというふうに感じま

す。それで、一応そういった流れに乗っていれば、私は人数よりは質とし

てａでもいいのかなというふうには感じています。 
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冨田委員 

水谷委員長 

庶務課長 

他にはいかかですか。 

冨田委員。 

私も伊関さんと同様で、人員配置、職員数は必要な医師や看護師はと

りあえず増えています。それから、認定看護師も、必要なだけは採れてい

るということで、あえてｂにしなくてもしっかりできているところは増やしても

いいのではないかなと思いました。 

反対に、ちょっと気になったのは院内保育なのですけれども、院内保育

の基準が生後８週から３歳未満を就学前に、と書いてあります。こちらの

病院では分からないのですけれども、今、一番現場の看護師さんたちに

言われているのが小１の壁という言葉なのだそうです。ですから、むしろこ

れで満足するのではなくて、本当は学童保育とか職員の住宅の拡充と

か、どうやったら看護師さん来るのだろうという考え方に立つと、女医さん

もそうですけれども、これでいいのかなというふうに思います。ほかの病

院さんとの競争になると、もうちょっと拡充が必要になるのではないかなと

思います。看護師さんが来ている病院さんというのは、やっぱりそれなり

のことを考えて、学童保育をバスで回ったりとか、そういうことをすることも

ありますので、定員がこれでいいかどうか、恐らくもっと増やしてもいいの

ではないかなというふうに思いました。 

それから、一番後の職員満足度とか、それから働きがいのある職場と

いうところで、これ同じようなことだと思うのですけれども、ａとｃが出てしま

って私もあれれと思ったのですけれども、最近の労災で一番多いのはメン

タルなのだそうです。ですから、時間外ももちろんですけれども、こういっ

たものが出るかどうかとか、評価項目をもうちょっと増やしていただいて、

ａに満足をするわけではなくて、ただ 53ページはｃなのですね。だから、項

目を１つにしてもいいと思うのですけれども、どこがまずかったのか、本当

にこれａでいいのでしょうか。ちょっと私も気になっていて、もうちょっと環境

を考える必要があるのではないかなと思います。 

最後の調査ができたかどうかより、結果のほうがやっぱり重要かなと思

います。ポイントとしては、どれだけ満足させてあげられているかというこ

とが。それと、保育園に関しては、冨田委員さんがおっしゃるとおりなの

で、何か方法があるかどうかを今後に向けて検討していただけたらいい

のかなと思います。 

１つだけお聞きしたいのですけれども、資格を有する医師の割合には

研修医は入っていないですね、91 名の中には。 

常勤医師だけになります。 
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落合委員 

院  長 

落合委員 

水谷委員長 

他にご意見ございますか。 

では、落合先生。 

医師の資格というのは、ちなみに何ですか。専門医とか博士号とか、そ

ういうことですか。 

博士号は入っていないかもしれません。博士号は入れていいと思うの

ですけれども。 

あと、ＪＣＩなどで見ると、ＩＣＬＳとか、ＢＬＳとか、そういう資格を持ってい

て、それをちゃんときちんと取り続けているかとかいうことがやっぱり現場

の実力として問われるので、考慮の対象に入れられたほうがいいと思う

のです。内科の専門医というのか、今は認定医といったかな、最初の受

験のときにＢＬＳか何か受かっていないとだめなのですけれども、次のとき

から更新義務が課せられていないというので、受けたけれども今はもう切

れていますという人が多いので、実はそういうのをちゃんと持っているとい

うことが意外と重要です。あと、各科でそれぞれ局所麻酔をしたりとか静

脈麻酔をしたりということが行われているとすると、そういうところの一人

一人の医師がＢＬＳを持っているかということが問われるので、考慮の対

象に入れておいていただきたいと思います。 

それから、認定看護師、専門看護師についても人数だけでなくて、その

人たちがいることによってどういう活動が行われて、どういう点の向上が

見られたかということがやっぱり評価の対象として出されるべきだというふ

うに思います。そういうことができていくと、認定看護師、専門看護師もあ

る意味での彼ら、彼女らの内的な充足度というか、そういう点でさらに人

が増えるということになると思うので、よろしくお願いします。 

それでは、確かにそのとおりだと思いますので、今年度の実績を検討

する中で、そういうものについても一応検討の対象として考えていただけ

ると、どれだけの数字が出るか分かりませんけれども、そうすると評価し

やすいといいますか、こういうレベルの病院だということが言えると思うの

で、それもまた重要な部分だと思いますので、ぜひチェックをお願いしたい

と思います。よろしいでしょうか。 

それで、これにつきましては今はＢ評価ということなのですけれども、認

定看護師さんの項目について、認定看護師数が増えて 13 人ということで

すかね。それと、医師の増員、確かに眼科がなかったのが眼科医が常勤

で入ったというのはかなり大きなことなので、その２項目はａでもいいのか

なという気がします。それをａにすると大項目評価は何になりますか。それ
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財務課長 

水谷委員長 

財務課長 

水谷委員長 

でもＢですか。 

ｂの２つをａにするということでしょうか。そうしますと、6.2 になります。 

6.2 というと。 

Ａ評価です。 

それでは、Ａ評価でどうでしょうか。 

ではＡ評価にいたします。ただ、職員の満足度の調査のスコアが低い

のがちょっと気になりますので、その辺は低い原因が何であるかよく検討

していただきたいのと、あと来年度からはストレスチェックが義務化される

と思うのです。それについて、市立病院のほうでも内部ではできないだろ

うと思うので、外部委託になると思うのですけれども、それについても結果

が出るのが、来年度やったとしても来年度の後半ぐらいになるだろうと思

うのですけれども、それについてもその次ぐらいの機会にはストレスチェッ

クがどうだったかということを、あるいは、おそらく来年の今の時期には出

ていないと思いますので、それについても今後きちんと見ていかないとメ

ンタル面の休職者というのも結構多いので、その辺は今後の課題かなと

思っております。 

ということで、大体８項目全て終わりましたけれども、それでは次の議事

に移ります。 

【収支計画・主要

経営指標の達成

状況】 

水谷委員長 

財務課長 

それでは、収支計画・主要経営指標の達成状況について事務局の説

明をお願いいたします。 

項番２の収支計画・主要経営指標の達成状況の説明に移りたいと思い

ます。 

資料の 54 ページをお願いいたします。まず、収支計画の達成状況とい

たしましては、平成 26 年度の決算状況でございます。左の表が収益的収

支、右の表が資本的収支となっておりまして、それぞれの表ですが、上か

ら左のほうに区分がございますが、収入、支出、その下が経常損益、特

別損益、純損益、累積欠損金となっておりまして、その右側にそれぞれの

予算科目が載っております。 

それでは、平成 26 年度の実績値（見込み）について、収益的収支のう

ち収入から説明いたします。左側の一番上から、医業収益につきましては
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平成 26 年度実績値になりますが、134 億 3,400 万円となっております。そ

の内訳につきましては、入院収入が101億3,000万円、（２）の外来収入が

28 億 2,100 万円、（３）その他につきましては一般会計繰入金３億 200 万

円を含みまして合計で４億 8,300 万円となっております。 

次に、その下、収入の２番、医業外収益につきましては 12 億 400 万円

となっております。その内訳につきましては、一般会計の繰入金でありま

す（１）他会計負担金・補助金が 10 億 1,700 万円、（２）の国、県補助金が

3,700 万円、その他につきましては長期前受金戻入、民間借り上げ医師

宿舎使用料、行政財産使用料など、合計で１億 5,000 万円となっておりま

す。 

ただいまの医業収益と医業外収益、合計いたしまして経常収益は 146

億 3,800 万円となっております。 

次に、その下、支出になります。まず、１番の医業費用になりますが、

医業費用は136億 800万円となっております。その内訳ですが、（１）職員

給与費ですが、65 億 3,800 万円、（２）の材料費が 31 億 3,700 万円、（３）

の経費が 33 億 4,100 万円、（４）の減価償却費が５億 3,900 万円、その他

ですが、研究研修費など、全部で 5,300 万円となっております。 

次に、支出の２番目、医業外費用になりますが、６億円となっておりまし

て、その内訳は（１）、支払利息が 4,600 万円、その他ですが、消費税によ

る雑損失や職員宿舎費などの合計で５億 5,400 万円となっております。 

以上、医業費用及び医業外費用を加えた経常費用につきましては 142

億 800 万円となっております。 

ただいまの経常収益と経常費用を差し引きました経常損益は、その下

になりますが、平成 26 年度は４億 3,000 万円の黒字となっております。 

続きまして、特別損益になりますが、平成 26 年度は特別利益はござい

ませんでした。２番の特別損失につきましては 29億 700 万円となっており

ます。こちらは、会計制度の変更がございまして、主に退職給付引当金の

計上によるものでございます。純損益につきましては、経常損益から特別

損益を差し引いたものが純損益で、マイナスの24億7,700万円となってお

ります。 

続きまして、右側の表になります。資本的収支になります。平成26年度

の実績（見込み）ですが、まず収入につきましては１の企業債が 7,300 万

円、２番目ですが、一般会計からの繰入金に当たります他会計出資金が

２億1,600万円、３番目の国県補助金が500万円、収入の合計につきまし

ては２億 9,400 万円となっております。 

次に、支出でございますが、１の建設改良費が７億 7,900 万円、２番目

の企業債償還金が２億 2,600万円で、支出合計が10億 500万円となって

おります。 

収入から支出を差し引きました７億8,800万円がマイナスとなっておりま
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すが、こちらにつきましては損益勘定留保資金で充当しております。 

続きまして、55 ページをお願いいたします。主要経営指標の達成状況

をご覧ください。最初に、医療関係指標でございますが、前年である 25 年

度実績と 26 年度の目標値及び 26 年度の実績値を表記しておりまして、

その次の右側に実績値を目標値で割りました割合を記載しております。さ

らに、一番右が主な取組と主な要因についても記載しております。 

まず、手術件数ですが、4,765 件となっております。主に整形外科など

で手術室の利用が増加しまして、前年度を上回る手術件数となっておりま

す。 

２番目の救急搬送件数ですが、5,909 件で、前年度から減少し、目標を

下回っております。 

続きまして、３番目、平均在院日数ですが、12.5 日で、前年度から引き

続き入院患者が退院後も安全に療養が継続できるよう院内連携及び退

院調整を図ったことなどによりまして前年度から 0.4 日短縮するとともに、

目標値を達成しております。 

４番目、紹介率ですが、地域医療機関からの紹介を受けまして受診し

た患者が 52.8％となりましたので、前年度を下回り、目標値に届きません

でした。 

最後、逆紹介率になりますが、当院から地域の医療機関に紹介した患

者の割合が 48.4％となり、前年度を大きく上回りましたので、目標を達成

しております。 

次に、資料の 56 ページをお願いいたします。続きまして、財務関係の

指標となります。まず、医業収支比率ですが、98.7％となっております。収

益につきましては、外来収益は減少しましたが、ＨＣＵ入院管理料の増収

などにより入院収益は増加し、医業収益は増加いたしました。ただし、給

与費、経費などの増加により、医業収益比率は前年度より悪化しているも

のの目標値自体は達成しております。 

続きまして、２番目の経常収支比率になりますが、103％となっておりま

す。これは、消費税の増税によりまして雑損失が増加したことによるもの

で、前年度を下回っているものの目標値は達成しております。 

次に、３番目の職員給与費対医業収益比率につきましては 48.6％とな

っております。医業収益は増加しましたが、職員増、また給与改定により

職員給与費が増加したため、前年度よりも上昇しております。 

４番目、材料費対医業収益比率につきましては 23.3％となっておりま

す。医業収益の増加に加え材料費が前年度比で 5,400 万円の減額となり

ましたので、目標値を達成しております。 

５番目、他会計繰入金対経常収益比率は 9.0％となりました。小児科の

収益が減になったことにより繰入金が増加したため、前年度から増加して

おります。 
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続きまして、その下ですが、一般病床利用率につきましては 84.2％とな

っております。こちらは、一般病床の入院患者数は前年度よりも 1,132 名

増加しており、前年度と比較しまして一般病床利用率が増加しておりま

す。 

続きまして、入院患者１日１人当たりの収入、いわゆる１日入院単価に

なりますが、６万1,020円となっております。こちらは、手術件数の増加、Ｄ

ＰＣ係数の増点などにより、前年度に比べまして入院患者１人当たりの収

入が増加し、目標を上回っております。 

その下、下から２番目になりますが、１日平均外来患者数は 976.5 人と

なっております。こちらは、前年度よりも患者数が減少し、目標を下回って

おります。 

一番最後になりますが、外来患者１人１日当たり収入、いわゆる１日外

来単価になりますが、１万 1,841 円となりました。外来患者数は前年度に

比べまして 4,741 名減少しましたが、延べ外来患者数に占める外来新患

者数の割合が増加しまして、外来１日１人当たりの収入は前年度を上回

り、目標を達成しております。 

続きまして、57 ページをお願いいたします。こちらは、平成 25 年度と平

成 26 年度の期末の貸借対照表及びその増減を示したものでございま

す。平成 26 年度は、新会計制度の導入による初年度となっておりますの

で、平成 25 年度と 26 年度では単純な比較はしづらくなっております。 

まず、資産の部の固定資産につきましては、前年度比で49億300万円

の減となっておりますが、これは会計制度の変更によりまして、みなし償

却制度が廃止されたことに伴う減価償却累計額の追加によるものでござ

います。 

続きまして、大きな２番目、流動資産につきましては、中ほどになります

が、6,500 万円の増となっております。こちらは、現金と預金につきまして

は、１億900万円の減となっておりましたが、未収金が約１億8,300万円増

えたことによるものでございます。 

続きまして、右の表になりますが、一番上、固定負債になりますが、37

億 9,700 万円の増加となっております。こちらは、会計制度の変更により

まして企業債が資本金から負債に計上されることになったこと、また退職

給付引当金を一括計上したことによるものでございます。 

続きまして、その下の大きな項目の４番目、流動負債につきましては６

億6,400万円の増加となっております。こちらも会計制度の変更によりまし

て、企業債のうち翌年度償還分については流動負債に計上することとな

ったことや、賞与引当金を計上したことによるものでございます。 

その下、大きな５番目、繰延収益につきましては、こちらも会計制度の

変更により新しく設定された科目となっておりまして、平成 25 年度までは

資本剰余金の資本に計上されていた補助金等が長期前受金として計上



53 

水谷委員長 

細田委員 

庶務課長 

細田委員 

されたものとなっております。 

６番目、資本の部になりますが、資本金につきましては、前年度比で 14

億 6,500 万円の減少となっております。こちらは、先ほど説明しましたが、

会計制度の変更によりまして企業債が負債に変更されたことによるもの

でございます。 

７番目の剰余金につきましては、前年度比で 91 億 9,600 万円の減少と

なっております。こちらも会計制度の変更により補助金が繰延収益に計上

されたこと、また退職給付引当金の計上による当年度の純損失の 24 億

7,700 万円を当年度末の未処分利益剰余金により補填したことによるもの

でございます。 

以上、資産合計といたしましては、まず資産の部のほうの左の一番下

になりますが、前年度比で 49 億 700 万円の減、26 年度期末時点で資産

が 154 億 1,000 万円となっております。 

次に、右側の負債の合計の欄になりますが、25 年度比で 57 億 5,400

万円の増加となっておりまして、26 年度期末時点で負債額は 70 億 1,600

万円となっております。 

その下、資本金の部になりますが、前年度比で 106 億 6,100 万円の減

少となっておりまして、期末の金額が 83 億 9,400 万円となっております。 

収支計画及び主要経営指標の達成状況の説明は以上でございます。 

ありがとうございました。 

ただいま平成26年度の収支と主要経営指標の達成状況について説明

がございましたが、質問、ご意見ございましたら。 

では、細田先生。 

経常利益４億3,000万ということで、大変立派な成績だと思うのです。全

く参考までに教えていただきたいのですけれども、職員の給与費48.6％で

すよね。これは、昨年伺って、非常勤とか研修医は報償費で経費に入っ

ているとのことですが、それを全部ひっくるめると人件費率というのは大体

どのくらいになるのでしょうか。興味で、参考だけで教えていただきたいの

ですが。 

26 年度で 55.86％になります。 

最後の評価のときに、保育所のこととか、それから認定看護師の研修

の費用等、全部病院からということで、非常にうらやましいなと。うちも病

院に勤務している者の半分以上は女性ですから、なるべくそういうところ

充実したいなというふうに考えているのですけれども、やはり保育所という

のは不採算なところなのです。なかなか我々ＪＣＨＯ病院というのは独立
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採算ですから、そこら辺が難しい。それから、認定看護師もうちの場合は

認定看護師資格をちゃんと使った場合にのみ手当を出しているのです。

認定看護師を取得するためだけでは一切病院から負担できないような状

態で、そこら辺が非常にうらやましいなという、そういう感想だけちょっとお

話しさせていただきます。 

伊関先生。 

職員給与対医業収益比率なのですけれども、今回の新しい公立病院

改革ガイドラインでは、昔は目標にしていたのですけれども、外していま

す。2013 年度の厚労省の医療経済実態調査では、昔は低かった医療法

人の医業収支 100 とした場合の数値で 54.8 になっています。自治体病院

は 54.1 です。恐らくは定数とか人件費を抑えるために委託費等にまぜ込

んでしまっている部分があるのだと思うのですけれども、要は人を雇って

加算を取って収益を上げるというのが今の流れですので、人件費比率を

抑えることが正義ではもうないという時代です。だから、これを守るために

職員定数を抑えるとか、そういう活動はしないでほしいし、逆に言えばこ

れはもう削ってもいいぐらいの参考データだと。よく昔は自治体病院でも

経営のいいところは 50％を切ったほうがいい病院だみたいな、そういうこ

とが一般にも言われていたのですけれども、そうではない時代にだんだん

なってきていると。そこのところは、同じ主要経営指標といいながら、ウエ

ートがいろいろ違ってくると思います。恐らく１人当たり入院単価はものす

ごく意識するべきだし、それはちょっとここへ来て６万円超えたあたりから

足踏みし始めているなというのが正直なところで、ここのところは、今度は

それをさらに伸ばしていくために、経営のいい病院のベンチマークをしな

がら加算をしっかり取っていくというようなことが必要なのだと思います。 

経常損益が４億3,000万で、減価償却費が５億3,000万あるから、10億

ぐらい現金がたまっているのかなと思ったら、現金預金が減っているので

すよね。これって結局エネルギーセンターの建設改良費７億 7,900 万円を

損益勘定留保資金、要は現金でつくっているような話で、これから病院の

建築費で多額のお金がかかる中で、できるだけ内部留保は貯めておきた

いのが正直なところなのですけれども、そのあたり財政課さんは経営がよ

くなれば、その分繰入金減らすとか、そういう話になってくるのだと思うの

ですけれども、それで現金を持たない状態で病院建築して、それをオール

起債でやるというのが一番最悪のシナリオなのですけれども、できるだけ

現金を残すような仕掛けをしていただければなと思います。これもう要望

でしかないのですけれども。毎年毎年 10 億ずつ現金が貯まっていけば、

四、五年すれば四、五十億たまるので、そうすると七、八十億の現金があ

れば、そのうちの幾らかは取り崩せるのかなと期待していたのですけれど



55 

水谷委員長 

冨田委員 

水谷委員長 

庶務課長 

落合委員 

も、ほぼ 40億のままだとオール起債でやらざるを得なくなるので、こういう

形でやむを得ないというのであれば、場合によっては病院建築について

一般会計からの財政支援を得るとか、そこのところの仕掛けをしないと、

本当に最初に戻りますけれども、病院経営は破綻してしまいますので、話

し合いを是非していただいて、財政当局も機械的に考えるのではなくて、

病院現場の経営を考えて財政の内訳、負担はどうなのかということにつ

いて議論していただければなというふうに思います。 

他にはいかがでしょうか。 

では、冨田委員。 

退引を一括で計上したということで、貸借対照表の内容が良くなくなっ

てしまっているのですけれども、どうして一括にしたのか、15 年分割計上

ではなかったのかなと思いました。それでいけば、こんなに赤字にはなら

なかったのだろうなと思います。 

それと、いろんな経営の指標なのですけれども、例えば平均在院日数

なんかは目標よりも短くなっているのですけれども、この目標値分の実績

値というところを数だけで考えてしまったので、上がった場合は達成率が

悪くなるというのは見た感じの出し方として変かなというふうに思います。 

それと、職員給与費って先ほど伊関さんのほうからお話があったので

すけれども、自治体病院さんは結構委託をされていることが多いので、実

質人件費と呼んでいるのですけれども、医療事務とか、そういったものを

入れたときにどのぐらいになるかなというのを聞かせていただけないでし

ょうか、もし出ればですが。それがいわゆる民間との比較になる指標なの

で、そういった実質人件費である経費を入れた場合は大体どのぐらいに

なるかというのを参考までに教えていただければと思います。 

それと、会計制度の変更によるという話をしたのですけれども、医業外

未収金がこんなに増えたのって何なのでしょうか。 

今出なければ、次回でもよろしいですよ。 

委託も含めてということになりますと、今は数字持っておりませんので、

先ほど申し上げた 55.86 というのは、給与費のほかに臨時の職員の医療

クラークの方ですとか、あるいは研修医ですとか、そういったところまでは

入っているのですけれども、委託の部分までは入っておりません。それは

計算をしないと出ませんので、すみませんが、次回でお願いいたします。 

ちなみに、新病院の減価償却費ってどのくらいになるのですか。20 分

の１ぐらいになってくるのですかね。 
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どこまで長期前受金と相殺になるかどうか分からないのですけれども

ね。 

よほど頑張らないとだめですね。 

医業外未収金が１億4,000万も増えたのって何ですかってお聞きしたの

ですけれども。すみませんが、医業外未収金はどんなものが入っている

のか分からないので、ついでに教えてください。 

医業外未収金が増えたことについてお答えいたします。 

繰入金なのですけれども、一般会計からの繰入金が医業収益に載るも

のと医業外収益に載るものと２つありまして、今回、医業外収益の繰入金

が前年よりも１億 4,500 万程度増となっています。その部分はそのまま３

月の段階ではお金が入ってきませんので、実質は５月ごろにお金が入っ

てくるものですから、決算段階では未収金の状態になります。その１億

4,000 万円ほどがそのまま貸借対照表上の医業外未収金についても増と

いう結果になっております。 

去年より増えたということですね。 

そういうことです。一般会計繰入金が増えたからということです。 

あと、退職引当金の一括計上のことなのですけれども、これについては

確かにおっしゃるとおりで15年分割でやる方法もあります。これは、どっち

をとるかということで検討したのですけれども、結局 15 年分割にしても数

億の単位で毎年 15 年間計上しなければいけないというところもありまし

て、予算をとるときに毎年赤字のようになってしまうという状況が結局続い

てしまう。それであれば、今回一括で載せて、むしろ今の病院の職員全体

の中で退職引当金が最終的に幾らになるのかというところをはっきり示し

た上で経営を目指していったほうがいいだろうという判断もありまして、一

括計上させていただきました。 

今回、これだけ見ると最終的には赤字という形になりますけれども、そ

の赤字部分については未処分利益剰余金というのが 26年度の決算段階

では 33 億ありまして、そこから補填していくということで、最終的に未処分

利益剰余金は 26 年度末で引いた後で７億残りますので、そういう意味で

は累積欠損ということにはなりませんので、そういう判断もありまして今回

一括計上させていただいたという経緯がございます。 

以上でございます。 
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最後に、全体評価としまして、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。 

よろしければ、落合先生から順番に。 

一言ですけれども、本当によくやっておられると思います。 

先ほどもう感想は言いましたので、４億の経常利益出された、ご立派だ

と思います。ただ、当院なんかと比べるとうらやましいなという気もいたし

ます。 

以上です。 

評価ということで、何回も同じこと言いましたけれども、今の病院経営は

とにかく人を雇用して、それで研修をしてもらって医療体制を整えて診療

報酬加算を取ってＤＰＣの調整係数Ⅱを上げて収益を上げるという、そう

いうことが目標ですので、とにかく人を確実に雇用してＤＰＣの係数を上げ

る、医療の提供力を上げるということが重要で、それを意識して病院経営

はしていただきたいと思います。 

あとは、これから病院建物の建築が予定されていますので、病院の負

担を軽減するような財政の措置等をご検討いただければなというふうに

思います。 

どちらにしろ、私もこの裏側に住んでいますので、今日はさんざんいろ

んなことを言って事務の方に申しわけないですけれども、他の委員会と違

って、これは私の命がかかっているので、もう激辛のことばかり言っている

のですけれども、でも 2025 年に向けて高齢者が確実に激増します。その

ための準備として病院の体制をやっていかないと、今は黒字で逆に言え

ば医師数がぎりぎりのところでぎりぎりの医療をしています。この状態で高

齢者が増えてきたら、絶対パンクするので、2025年以降の2040年に向け

ての高齢者の多いさいたま市の状況を考えて、医療体制の拡充にぜひ努

めていただきたいと思います。 

それでは、冨田委員。 

この収支の中身を見ますと、自治体病院の中ではかなり頑張っている

ところだと思います。この間、地方公営企業年鑑を見ていたのですけれど
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水谷委員長 

中村委員 

水谷委員長 

も、本当にＡクラスに入るのかなと、よく頑張っているなと思うのですが、

職員満足度調査を見ると悪いので、職員は大分疲れているのかなという

気もしますので、それこそ人間のほうもバランスよくやっていただきたいな

というのが感想です。 

それから、今、伊関委員からありましたけれども、病院は急性期病院と

して今やってきていますけれども、これからさいたま市は今まで若かった

分急激に高齢化が来たときに急性期病院だけで済まなくなる。実は去年

千葉のほうに行っていまして、旭中央病院のほうもどうなるかという話を

聞いていましたら、恐らく急性期病院は半分でいいのではないかという話

をされていたのです。あそこはもっとさいたまよりも高齢化しているのです

けれども、そうするとさいたま市でも全部が急性期病院でなくなる日も来る

かもしれない。もうそろそろ来るかもしれないし、全部が急性期のあと医師

会にお願いできるかどうかも分からないし、そうするといろんな可能性とし

て医療の方向性、それから地域医療構想というのもあると思うのですけ

れども、この病院がどういうポジショニングをとっていくかとかいうときに、

やはりもうちょっと地域包括的な部分が必要になってくるなという検討も今

後は要るのではないかなというふうに思います。 

最後、中村委員お願いします。 

病院経営の大変さがよく分かりました。私は大変毎回勉強させていた

だいておりますので、感謝を申し上げたいなと思っております。そして、点

数でいったら本当は 100 点上げたいなという気分です。そして、ただ一つ

気になったのは、評価の中で職員の満足度がＣという評価がありましたと

ころなのです。満足をして、満たされた気持ちで医療なり、それから看護

師さんが業務なりをする上で、やっぱり満足度が感じられなかったら、い

い医療もいい介護もできないのではないかなと思いますので、そこが大変

気になりました。しかし、これから順天堂もできるということですので、市民

に愛される市立病院になってほしいなと思っておりますので、皆さんのご

努力をぜひお願いしたいなと思っております。 

以上です。 

どうもありがとうございました。 

現在、さいたま市の人口が 126 万から 127 万に達するところです。その

うちの後期高齢者が約 12万 1,000 人ぐらいですか、それで医療福祉大学

の高橋先生の推計だと 10 年後、2025 年に人口が 124 万人ぐらいに少し

減少して 75歳以上が19万人、2040年には 117万人ぐらいの人口に対し

て 21 万人の後期高齢者が出てくると。これは推計ですけれども、実際は

少し変わるかもしれませんけれども、そういうデータもあるぐらいですの
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で、これからいろんな意味で病院としても、あるいは我々医師会もそうで

すし、検討していかなければいけない部分なのかなと思っております。 

ただいま皆様からいただきましたご意見をもとに、また幾つか宿題も残

っておりますけれども、次回までに事務局のほうで全体を取りまとめてい

ただけたらと思います。 

3 その他 

水谷委員長 

財務課長 

伊関委員 

財務課長 

最後に、その他ですけれども、事務局から何かございますでしょうか。 

本日は、長時間にわたりご議論をいただきありがとうございます。 

次回の委員会ですが、本日のいただいた意見、評価等をまとめまして、

全体評価を確定したいと考えております。時期につきましては、11 月 19

日の木曜日をご予定したいのですが、委員の皆さんどうでしょうか。 

11 月 19 日木曜日。プライマリ・ケア学会の埼玉支部で夕方講演がある

のだけれども。大学があるので、最低３時半スタートでできればお願いし

たいです。２回目なので、そんなに時間かからないと思うのですけれども。

分かりました。それでは、後ほど日程のほうを各委員さん調整いたしま

して開催したいと思います。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全て終了いたしました。委員の

皆様方のご協力、まこと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。 


