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第８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 12 月３日（木） 15 時 30 分～17 時５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 山本保健福祉局長、青木保健福祉局理事、永田地域医療課長 

市立病院 

窪地院長、堀之内副院長、小山副院長、小川看護部長 

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、関根主任、今井主任、大堀主任、

（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、坂庭医事係長、

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 

  （２）平成 27 年度上半期の状況について 

３ その他 

４ 閉 会 

配付資料 ・第８回さいたま市立病院経営評価委員会次第 

・配席図 

・資料１「中期経営計画アクションプランの評価方法について」 

・資料２「中期経営計画の達成状況に対する評価について（平成 26 

年度評価案）」 

・資料３「平成 27 年度上半期の状況」 

・資料４－１「患者さん満足度調査ご協力のお願い」 

・資料４－２「アンケートのお願い（待ち時間及び満足度調査）」 
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配付資料の確認等

中川財務課長 ただ今から経営評価委員会を始めさせていただきます。 

始めに、資料の確認をさせていただきたいと思います。本日お配りいた

しました、まず配席図、それからあと事前に送付させていただきました資

料といたしまして、さいたま市立病院経営評価委員会の次第が１枚、それ

から資料１といたしまして、Ａ４横の「中期経営計画アクションプランの評

価方法について」、それから資料２、Ａ４横なのですけれども、「さいたま市

立病院中期経営計画の達成状況に対する評価について（平成 26 年度評

価案）」、それから資料３といたしまして、Ａ４縦の「平成 27 年度上半期の

状況」、それから資料４－１、４－２となっておりますが、まず４－１「患者さ

ん満足度調査ご協力のお願い」が１部、それから資料４－２といたしまし

て「アンケートのお願い（待ち時間及び満足度調査）」でございます。お手

元に資料がない方いらっしゃいますでしょうか。 

それでは、これから議事のほうに入りますが、さいたま市立病院経営評

価委員会設置要綱第７条に基づきまして、会議のほうは原則公開となっ

ております。 

なお、委員の皆様の過半数の同意がありました場合は非公開とするこ

ともできますが、本日は公開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、それでは本日の会議は公開とさせていただ

きます。 

本日は、今のところ傍聴人はございません。 

また、本日の委員会の会議は写真撮影をさせていただきますので、ご

了承をお願いいたします。 

それでは水谷委員長よろしくお願いします。 

１ 開会 

水谷委員長 ただ今から第８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、

誠にありがとうございます。本日は、前回に引き続きまして、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お

ります。 

なお、本日の委員会は17時までということで、会議の時間に限りがあり

ますので、議事進行につきまして皆様のご配慮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 それでは、早速ですけれども、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。 
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中川財務課長 

まず、前回の各委員の皆様からのご意見につきまして、事務局のほう

で資料にまとめたものですので、その説明をお願いいたします。 

それでは、事務局のほうからご説明いたします。 

まず、資料１、「中期経営計画アクションプランの評価方法について」を

ご覧ください。前回の委員会で評価方法につきましてご意見やご指摘が

ありましたので、確認の意味も含めまして、改めて評価方法につきまして

ご説明いたします。 

まず、１番、市立病院による評価をご覧ください。まず、（１）、市立病院

が小項目に対する評価を行います。評価基準は、資料に記載のとおり、ｓ

からｄまでの評価を行います。次に、（２）といたしまして、市立病院が平均

値による評価を行います。こちらは、資料記載の配点に基づきまして、大

項目ごとに小項目の平均値を算出し、平均値によって、矢印の右側に書

いてありますとおり、ＳからＤの評価を行います。 

続きまして、２番の経営評価委員会による評価をご覧ください。（１）、資

料に記載の基準に基づきまして、市立病院の評価が妥当であるかどうか

を大項目ごとに評価を行います。ここでご留意いただきたいことは、資料

にＳからＤまでの評価基準を記載してございますが、括弧内のパーセント

の基準はあくまで参考にとどめていただきまして、あくまで括弧以外のそ

の左側の部分の定性的評価基準及び文言の基準を中心に評価をしてい

ただきたいということになります。 

また、資料の一番下、米印の欄に記載してございますが、経営評価委

員会におきましては、市立病院が実施した平均値による評価を参考に大

項目評価をしていただくということもご留意ください。あくまで市立病院が

行う内部評価は参考でありまして、委員の皆様からの小項目ごとの重み

の違い、あるいは優れた取組内容などのご意見をいただきながら大項目

評価を確定させていただくものでございます。よろしくお願いします。 

続きまして、資料２、中期経営計画の達成状況に対する評価について

の 31 ページをお開きください。31 ページの上段の欄をご覧ください。こち

らにつきましては、平均値による評価、市立病院の評価は、左から３番目

になりますが、Ｂとなっておりますが、前回の委員会で、こちらの大項目の

収益確保に向けた取組につきまして、ご意見といたしまして「投資をして

加算を取ることにより、１人当たりの入院単価を上げて収益を上げること

が確実にできており、評価がＢというのはちょっと低いのではないか、ある

いは評価のやり方はどうなのだ」というご意見がありました。そのご意見を

踏まえまして、新たに評価委員会の評価の欄をそのＢの右欄に設けまし

てＡ評価として、そのまた右欄に評価委員会による評価修正理由を記載

しております。 

続きまして、資料の47ページをご覧ください。資料47ページの上段、こ

ちらにつきましても同様に市立病院の評価はＢ評価となっておりますが、
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前回の委員会で「小項目の職員の確保、人材育成と適正配置につきまし

てＢ評価ということであるが、認定看護師数について、目標が 14人に対し

まして、実績が13人は評価できる。また、配置人数についても、眼科医が

常勤で入り、この２項目についてはＡでもいいのではないか。そうすると、

大項目評価はＡでいいのではないか」というご意見がありました。こちらも

同様に、その平均値による評価の右欄、評価委員会の評価をＡ評価とし

て、その右隣に評価委員会による評価修正理由を記載しております。以

上が評価方法についての説明となります。 

続きまして、少し戻りますが、資料２の表紙を１枚めくっていただきまし

て、評価項目一覧をご覧ください。こちらは、外部評価の欄に前回の評価

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。ここで大項目

の⑤、右の表の一番上になりますが、「収益確保に向けた取組」及び⑧の

「職員の確保・人材育成と適正配置」につきましては、先ほどご説明したと

おり、平均値による評価はそれぞれＢ評価となっておりますが、外部評

価、委員さんの評価としてはＡの評価として修正して記載しております。 

なお、小項目ごとの内部評価、小文字の評価につきましては、あくまで

市立病院の評価でございまして、平均値による評価を記載するため、修

正のほうはしておりませんので、ご了承いただきたいと思います。 

それでは続きまして、資料を１枚めくっていただきまして、１ページをお

願いいたします。こちらの小項目の市立病院の建設につきましては、前回

の委員会で「基本設計に病院の意見をどのように取り入れることができた

のか記載してほしい」というご意見がありましたので、真ん中の欄の右か

ら２番目の病院評価の説明の欄に充実強化する主な医療機能について

細かく記載しております。３行目から書いてありまして、下から４行目まで

が記載した内容となっております。 

続きまして、資料の13ページ、14ページをお願いいたします。13ページ

は、小項目で患者サービスの向上の満足度（入院）及び 14 ページは満足

度（外来）となっておりますが、こちらの患者アンケートの調査につきまし

ては、前回の委員会で「アンケートに対してどういう取組をしたのか聞きた

い」というご意見がありました。取組の内容の欄に、こちらで言いますと真

ん中の段の表の実績の下になりますが、取組の内容の欄に、アンケート

の結果を踏まえ、早急に改善を行ったなどについて記載をしております。

13 ページで言いますと、３行目から一番下の部分になりまして、14 ページ

ですと、取組内容ですと、３段目の「具体的には」から後の部分となってお

ります。 

続きまして、資料４－１及び４－２をお配りしておりますが、こちらをご覧

ください。一番最後のほうになります。こちらは、前回の委員会で「どのよ

うなアンケートを実施したのか」というご意見がありましたので、ここでお配

りしております。なお、内容については、説明のほうは割愛させていただき
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たいと思います。 

では、資料のほうに戻っていただきまして、26 ページをお願いいたしま

す。小項目、ＳＰＤの導入につきましては、前回の委員会で「どういうことを

やったら評価がＡなのか、目標は何だったのかを明確にしてほしい」という

ご意見がありました。どのような仕様書を検討し、完成させたのか、今後

はどのように取り組んでいくのかをわかるように、取組目標、検討実施、

取組内容及び平成 27 年度、平成 28 年度の取組内容にそれぞれ追加し

て修正をしております。真ん中の段の右から４列目の取組目標につきまし

ては、ＳＰＤ以下の部分、それからその右の取組内容につきましては、物

品管理委員会が全ての部分、それから一番下の表の27年度、28年度の

取組内容につきましては、予定の部分にそれぞれ記載しております。 

続きまして、資料の 30 ページをお願いいたします。小項目の廃棄物量

につきましては、前回の委員会で「前年度との比較により、廃棄量として

金額で出してほしい」というご意見がありました。その件につきましては、

真ん中の段の右から２列目になりますが、病院評価の説明の欄に廃棄物

の処理金額について前年度からの増減額を記載しております。 

続きまして、資料の 51 ページをお願いいたします。小項目で言います

と、認定看護師数になりますが、前回の委員会では「人数だけではなく、

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

上が見られたのかを記載してほしい」というご意見がありました。この件に

つきましては、真ん中の段の右から２列目の病院評価の説明の欄に認定

看護師数の増加による効果を記載しております。具体的に言いますと、３

段落目の認定看護師以下の部分となっております。 

続きまして、資料の 54 ページをお願いいたします。こちらは、前回の委

員会で委員の皆様からいただきました評価項目における主なご意見をま

とめたものでございます。まず、①医療機能・施設面の充実におきまして

は、前倒しで建設基金を積む必要性、新公立病院改革ガイドラインに基

づく見直しやＨＣＵの更なる充実についてご意見をいただいております。 

次に、②患者サービスの向上におきましては、市民公開講座の開催場

所の拡大、アンケートを踏まえた食事、療養環境の改善、またホームペー

ジの見やすさの改善についてご意見をいただいております。 

③の病診連携の強化におきましては、紹介率の向上のためのＰＲを推

進、浦和医師会様との医療機関の連携に関するアンケートの活用、その

他地域医療支援病院に関する研究の必要性についてご意見をいただい

ております。 

④の業務改善に関する取組におきましては、ＳＰＤの導入において、設

計段階から慎重な検討をするべきとのご意見をいただいております。 

続きまして、資料の 55 ページをお願いいたします。⑤収益の確保に向

けた取組につきましては、投資をし、加算を取り、収益を上げることは確
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実にできているとの評価をいただいたほか、診療報酬の請求でレセプトを

出さないような過剰診療や過剰検査に注意すべきとのご助言、未収金を

発生させないメカニズムをつかむことの重要性といったご意見をいただい

ております。 

その下、⑥費用削減の取組につきましては、後発医薬品の採用比率に

ついて、埼玉県内の病院としては比較的優秀との評価をいただいたほ

か、単なる後発医薬品の採用による費用削減ではなく、収益増、係数の

増という意識を持ち、積極的に取り組んでいくべきとのご意見をいただい

ております。 

次に、⑦の経営管理体制の整備につきましては、経営戦略部門でＤＰ

Ｃの調整係数分析など経営について専門的に取り組まないと生き残れな

いとのご助言や、経営のプロ、資格を持った人を現場で採用することが必

要ではないかというご意見をいただいております。 

最後に、８番目ですが、職員の確保・人材育成と適正配置につきまして

は、学童保育や職員住宅の充実、ＩＣＬＳ、ＢＬＳなどの資格を継続的に取

ること、それから加算を取る視点から、認定看護師の資格を取る人を戦略

的に養成すること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 56 ページをお願いいたします。こちらは、56 ページ

の右下の主な意見等ですが、前回の意見における収支計画、主要経営

指標の達成状況に対する委員の皆様のご意見をここに記載しておりま

す。まず、経常利益４億 3,000 万円という大変立派な成績だと思うとの評

価をいただいたほか、主要経営指標の職員給与費対医業収益比率は新

公立病院改革ガイドラインからも外れており、この比率を守るため職員定

数を抑えるといった活動はしないでほしいといったご意見、今の流れは、

人を雇って加算を取り、収益を上げていくことであり、１人当たりの入院単

価を非常に意識するべきであり、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ことが必要であるというご意見をいただ

いております。 

続きまして、資料 57 ページをお願いいたします。主要経営指標の達成

状況ですが、達成率の計算方法を変更いたしましたので、ご説明いたしま

す。前回の委員会で、平均在院日数の達成率につきまして、実績数が目

標値より短くなり、目標を達成しているにもかかわらず、見た目上、達成

率が 100％を割ってしまって、目標を達成していないように見えてしまうの

は変ではないかというご意見がありました。そこで、実績値が目標値より

も低い場合に目標を達成している指標、具体的に言いますと、資料 57 ペ

ージの３行目の平均在院日数、また資料 58 ページの３行目の職員給与

費対医業収益比率、その下の行の材料費対医業収益比率につきまして

は、実績値と目標値が同じ場合を達成率 100％といたしまして、実績値が

目標よりも下回った場合は、達成率100％にその下回った率を加算して合
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水谷委員長 

伊関委員 

水谷委員長 

伊関委員 

計したものを達成率としております。数字が下がった場合に 100％よりも

大きくなるというような形で記載をしております。これによりまして、今言っ

た３件、57 ページの平均在院日数と 58 ページの職員給与費対医業収益

比率、それからその下の材料費対医業収益比率につきましては、いずれ

も実績値が目標よりも低く、目標を達成しておりますので、達成率はそれ

ぞれ、平均在院日数が57ページになりますが、103.1％、それから58ペー

ジの職員給与費対医業収益比率が 101.8％、その下の材料費対医業収

益比率が 100.9％になり、それぞれ 100％を超える率となっております。 

また、職員給与費対医業収益比率、58 ページの３行目になりますが、

前回の委員会で「自治体病院は医療事務などを委託していることが多く、

実質人件費を入れた場合の比率を教えてほしい」というご意見がありまし

た。職員給与費が68億 8,435万円に対しまして招聘医師の謝金が約２億

5,601 万円、また専修医、臨床研修医の給料が３億 6,030 万円、それから

医事事務の委託費のほうが３億 8,753 万円、それから看護師の派遣業務

1,450万円を加えた実質の人件費といたしますと、合計で79億273万円と

なります。この実質の人件費を医業収益で割りました実質人件費対医業

収益比率は 58.8％となります。 

説明は以上でございます。 

ありがとうございました。 

ただ今、事務局から２点説明がございました。１点目は、委員会による

評価は平均値による評価を参考に大項目を評価するという中期経営計画

の評価方法についての説明です。もう一点、２点目ですけれども、前回の

委員会におきましての委員の皆様からのご意見を評価項目と収支計画、

主要経営指標の達成状況にそれぞれ記載したことについての説明でし

た。 

この２点につきまして、何かご質問、ご意見等あったらお伺いしたいと

思います。よろしくお願いします。 

伊関委員。 

これ確認なのですけれども、資料２についての最後のチェックということ

でいいのですか。これに対してのこれが盛り込んでほしいとか、そういうこ

とについて。これで終わってしまうと、これでフィックスするのかどうかだけ

ちょっと確認したい。 

基本的には、来年の１月に市長に報告をしますので、できれば今日、

最終的なものを盛り込んで行きたいと思います。 

たしか昨年も入れたと思うのですけれども、地方公営企業法の全部適

用をぜひやっていただきたい。要はこの厳しい経営環境の中で、病院経

営者をちゃんと置いて、きちんとした運営をしていくことが必要ですので。

今は一部適用ですので、全部適用にして病院事業管理者を置くという体

制をぜひ検討していただきたい。できるだけ早急に導入していただければ
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水谷委員長 

中川財務課長 

水谷委員長 

中川財務課長 

水谷委員長 

窪地院長 

細田委員 

山本保健福祉局長

と考えます。 

これについては、簡単に変えられるものではないと思うのですけれど

も、委員会の中の意見としてどこかに提案するということはできるのでしょ

うか。 

ただ今のご意見を貴重なご意見として承りまして、現在施設整備のほう

も進んでおりますので、それが終了次第といいますか、途中であっても検

討をどんどん進めていくという姿勢でいきたいと思います。 

話を出していかないと全く変わることはないので、すぐにできるかどうか

ということは、市全体といいますか、議会の問題もありますし、難しいとこ

ろも多分あるのだと思いますが、そういう方向が好ましいという先生方の

ご意見であれば、その方向で提案をして、あるいはし続けるということで、

できたらお願いしたいと思いますが、大丈夫でしょうか。 

今のご意見を受けとめて積極的に進めていきたいと思います。 

すぐにそんなの受け入れられないよと言われる可能性も結構あるのだ

と思うのですけれども、それをそのままにしておくといつまでたっても同じ

ような状況ですので、変えていったほうがいいかどうかという議論もあると

思います。その辺も含めて要するに議論していただくということを第１段階

としていくということでどうでしょうかね。窪地先生よろしいでしょうか。 

伊関先生が言われるように、自治体病院自体の経営の形態というのが

改革プランの中に入っていたのです。それで、独法も含めてなのですけれ

ども、移行されていく率のほうが高くて、もうそういう流れは確実にある中

でどうするのかという伊関先生のご指摘だと思うのです。それは十分に考

慮しないと、世の中の動きと経営がこうだからこれでいいという話とは違

いますよということを言われているのだというふうに認識しております。 

以前に、この経営評価委員会ではなくて、「さいたま市立病院のあり方

検討委員会」がありましたよね。あのときに、独法にするか、地方公営企

業法全適にするか、今のまま一部適用にするかというようなことを議論し

ましたよね。あのときに最終的には全適という結論が出たわけですよね。

せっかく出たのに何でずっと一部適用のままなのかなというのがちょっと

わからなかったのですけれども。 

保健福祉局長の山本です。よろしくお願いいたします。 

今、細田先生がおっしゃったように、あり方検討委員会では確かに全適

というお話がありました。その後、病院を新しく建て替えるというプランが

できましたので、病院の建替をとにかく優先しなければいけない。人事の

配置ですとか様々なことがありますので、病院を新しく建て替えるための

人員も置かなければいけないということがありましたので、まずそちらを優

先する。そちらのほうがある程度目途が立って、建替のための人員が減

った段階で、というのはおかしいのですけれども、病院がある程度立ち上

がって目途が立った段階で全適に移行するための人材をしっかり配属す
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細田委員 

青木保健福祉局理事

細田委員 

有住経営部長 

冨田委員 

るという形を今考えております。伊関先生からもお話がありましたけれど

も、市の上層部でも、あるいは議会からも全適をしっかりやるべきではな

いかというご意見はいただいておりますが、先ほどからお話ししています

ように、人員の配置ですとかさまざまな課題がありまして、新病院ができ

てから全適をするために必要な人員を配置するということで、少し計画的

にやらせていただきたいということで今考えております。 

それはわかりました。それで、その建替ということで、たしか前回のと

き、建替のとき、大分資材費だとか何だとか高騰しているので、320億円と

いう予定の額でいくのは、今後の例えば借入金の返済だとか何だとかい

ろいろやった場合に問題が出るかもしれないので、見直しはどうかという

ようなお話がたしか伊関先生のほうからあったのですかね。そこら辺のこ

とが出て、そういう話が今回出るのかなと思ったのですけれども、もう１月

にこれが出されるということなので、そうするとこの間の計画のままで出さ

れると、そういうことですか、新病院に関して。 

細田先生、基本計画のことでしょうか。 

たしか前回のとき、資材費等もうちがつくったときに比べるとかなりの高

騰なので、これで本当にやっていけるのかどうかということで、少し見直し

たらどうかというような案が出たと僕は記憶しているのですけれども。 

ただ今の基本計画からの見直しの件なのですけれども、基本計画を受

けた後に資材高騰、そういった今の経済情勢を踏まえまして、コンストラク

ション・マネジメント業者、要するに実際に設計をやる業者とは第三者とし

て客観的にもう一者別の設計業者、そちらを入れまして、その設計内容に

ついて第三者の目でまた見直しながら、その結果、実施設計を進める中

でかなりの削減というものも、かなりといいますか、金額的には何と申す

かあれなのですが、削減することもできました。そうしたものを踏まえまし

て、収支計画を組んでおります。その収支計画に基づきまして、庁内では

一応この線でいけるのではないかというようなご意見もいただく中で基本

的にはこの間お話しさせていただいた内容で整備を進めていこうと、今現

在そのような段階となっております。 

建替の件がちょっと近いのですけれども、この間もちょっと話をしたと思

うのですけれども、今あちこちで、少し前に建築の計画を立てて、でき上

がってそろそろオープンという病院が増えていますが、非常に皆さん困っ

て、どうしましょうという事態になっています。そういう案件に遭遇している

ときもありますので、せっかく成績のいいさいたま市立病院がそんなふう

になってほしくないと心から思います。それから、改革プランが出てきまし

たので、機能とか、そういったものをもう一回見直して、コンストラクション

だけではなくて、内部のマネジメントとか今後のことについても、建ててし

まったらそう簡単に壊せませんので、さらにもう一回の見直しをしてほしい

ということもちょっと言ったのですけれども、その辺が曖昧だったので、コ
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窪地院長 

伊関委員 

水谷委員長 

ンストラクションだけではなくて、未来に向けた見直し、そういったものもち

ょっと入れていただければと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

いろいろな観点から考えなければいけない問題を言われていると思う

のですけれども、全国自治体病院協議会でも、全国で病院をつくるのにい

ろいろコストがかかるという問題に対してもかなり問題視して、この前常務

理事会のときに講演会があったのです。ライフサイクルコストというものを

いかに考えるかということが非常に大事だと。建築上においても非常に大

切なことなので、どういうふうに経費がかからないようにするか、これから

もこれはできると思うのです。それをどう取り上げていくかという論議は、

我々はソフトの問題としてやっていく必要があるのかなということは考えて

います。ただ、建物そのものの問題ということになりますと、先ほど部長の

ほうからも説明がありましたように、どういうふうに経費を削減できるか、

無駄なものを省けるかという精査をしてもらっていますので、その中でどう

できるか。それと、建築コストの問題というのは、これは 2015 年まで上が

り続けて、最近は横ばいになっていると。さらに、今後オリンピックまでは

同じだろうと。オリンピックの後も、どこの予測も、落ちるだろうけれども、

その確証はないと言っているのです。そうなりますと、建築上で今の設計

コストでどうできるかを踏ん張っていかざるを得ないのかなと。建てるから

にはですね。だから、先ほど最初にお話ししましたように、ライフサイクル

コストという面、どこまで効果があるものかわかりませんけれども、そこの

精査をどんどん進めていく必要があるのかなというふうには印象としては

考えております。あとは、建築とよく相談した上で、できるだけコストがか

からないように、これ以上かからないようにということはまず必要なことな

のだろうなというふうに思っていますので、その点は理解していただけれ

ばというふうに思います。 

細田先生はなかなか言えないかもしれない。埼玉メディカルセンターと

いうのは教科書に載るぐらいローコストにつくってあって、あそこの安くな

ったのは、やっぱり同じコンストラクション・マネジャー、医療施設近代化セ

ンターというところなのですけれども、そこに頼んだのが大きかったと。こ

ちらも頼まれたという話なので、それは非常にいいことかなと思います。あ

とは、ゼネコンさんのいわゆるコスト削減の提案も結構金額が大きくなり

ますので、そのあたり絶えずコストの抑制は意識して建築されることが必

要なのかなと思います。また、窪地先生が自治体病院協議会の役員をさ

れていて、いろんな形で全国の情報が入ってくることも多いと思いますの

で、とにかく自治体病院の建築って、いわゆる官庁発注的にお役所体質

でつくりやすいので、それだとどうしても高くつきやすいので、絶えずいろ

んな情報を集めながら、コスト抑制についての知恵をぜひ絞っていただけ

ればなと思います。 

ありがとうございました。 
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落合委員 

水谷委員長 

伊関委員 

少し建築の方で今回の議題から少し横に逸れましたけれども、その建

築に関することについて今回はそこまででよろしいですか。今回の議案に

ついてご質問等ございましたら。 

落合委員。 

市長へ報告されるということで、その新病院の建て直しも含めて、せっ

かくこれだけいい成績なのは、自分たちでいいと言って、また我々外部評

価委員といいながらも、これはいいと言っているというだけではちょっと残

念なので、ベンチマークではないけれども、例えばＤＰＣであれば、係数は

どの辺にこの病院はランクされているのだよとか、あるいは平均在院日数

が 12.5 というのは全国の病院の中だとどのくらいの位置にあるのだとか、

それからその収支率も含めて、市長がうんと言ってくれるような上手なも

のをくっつけて出されたらどうかと思うのです。非常にすばらしくやってお

られるので、自分たちだけがよいと言ってもちょっと残念といいますか、客

観的に確かに全国から比べるとこういうポジションにいるのだということが

わかるようなもの、全部同じような評価をしているわけではないし、計算の

方法もちょっと違ったり、いろんなことはあるとは思うのですけれども、比

較できるような上手なところをつまんででもベンチマークで並べられたらい

いのではないのかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

ありがとうございました。 

実際に市長に報告に行くときに、市長さんに話すポイントを整理してい

ただいて、細かいことよりも今落合先生が言われたように、ポイントをしっ

かりと押さえて、最終的な報告を信用するといいますかね、そこでどういう

ふうに受け取って頂けるかということが大事ですし、議会での説明も多分

あると思いますけれど、今の市立病院がこういう状況であって、この先の

ことを考えるとこうしてほしいという資料の一つとなるので、先ほど言われ

たように、いいものをしっかりアピールできるようにしていただけるとありが

たいと思います。 

伊関委員。 

私あちこちの講演で最近、ＤＰＣの調整係数Ⅱ、県レベルで自治体病

院が多いところは自治体病院だけ、少ないところは公的病院も含めてラン

キングしたものをお見せするのですけれども、もともとここは去年までは埼

玉県内でＤＰＣ調整係数Ⅱが、調整係数というのは提供できる医療のレ

ベルを得点化して、それで指数化するのですけれども、順位はつかない

のですけれども、順位づけしやすいのですよね。それでいくと、去年まで

は埼玉県でトップ、今年は３位に落ちてしまった。それでも公的病院の中

では非常に高い位置にあって、ベンチマークだと、隣の川口医療センター

さんに比べれば圧倒的に高い状況になっている。ぜひそういうわかりやす

い資料もつくって、さいたま市立病院がどういう医療提供の状況にあるの

かと。なぜＤＰＣの調整係数Ⅱが重要かというと、それがないと財務だけし
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水谷委員長 

窪地院長 

水谷委員長 

伊関委員 

か見えてこないのですよね、繰出金が多いか少ないか。そこの繰出金が

出されている中で、例えば効率性が高いとか、重症度が高いとか、カバー

率が高いとか、地域医療への貢献はどうか、それを横並びで見れば、そ

の病院のレベルが見えてくるので、非常に高い水準で出ています。できれ

ばⅡ群を目指してほしいのですけれども、そういうものをわかりやすく加

工して、これは市長さんだけではなくて、本当は市民の皆さんにもお見せ

するという工夫は必要なのかなというふうに思います。 

ありがとうございます。 

それを達成するのも大変なことかもしれませんけれども、資料を集め

て、ぜひそういうものを一緒に。建築等に関してもプッシュする。そういうチ

ャンスも余りありませんので、この機会にそういうものも添えていけたらあ

りがたいかなと思います。他にございますでしょうか。 

窪地先生。 

今のご指摘は、もう公表されていますので、表になった一覧と係数は報

告されるときには全部報告が来ているのです。偏差値はどれくらいだと

か、平均在院日数は六十何％だとか全部もうわかっているものですの

で、言われるようにそれをアピールしていくと。表現の仕方を整理すれば

いいのかなというふうに思います。そのようにやっていきたいと思います。

今の事務局の説明に対する質問等は特にございませんけれど、そちら

のほうはよろしいですか。大分前回検討した文言について取り入れていた

だいているような気はしますけれども。 

伊関委員。 

あと一つ、55 ページの一番下の認定看護師のところなのですけれど

も、認定看護師は診療報酬と連動しているので、加算を取る視点から、戦

略的に認定看護師を取る人を養成することが必要というのは、この「を取

る」というのは余分なので、これは取るべきで、要は戦略的に認定看護師

を養成することが必要という話で、発言をそのまま拾ってしまっている部

分があるので、言葉がこなれていないので、これ全体にそういう傾向があ

るかなと思うので、趣旨を変えないレベルでもう一回「てにをは」はチェック

されたほうがいいのかなというふうに思います。幾つかちょっと気にはなっ

たのですけれども、あとこの 56 ページの「今の流れは、人を雇って加算を

取り、収益を上げていくことであり、１人当たりの入院単価を非常に意識

するべきであり」私の発言だと思うのですけれども、「非常に」ってつける

のですよ、インパクトが出るように。ただ、ここの報告書だと、この「非常

に」あたりもちょっと過剰な表現なので、最終的な報告書で、市民の方も

見ますので、その辺言葉をちょっと整理して、それは趣旨が変わらなけれ

ば別に問題ないと思います。それは、最終的には委員長の水谷先生の判

断で修正していただければいいと思いますので、そこの文言の整理はち

ょっとしたほうがいいのかなと思います。 
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水谷委員長 

中川財務課長 

ありがとうございます。 

他にございますでしょうか。 

よろしいですか。 

文言の問題は、もう一回整理をするように見ていきたいと思います。ま

た、先ほど来の今後のことについても検討して、それなりのものを市長に

面会の折には提示できるようにしていきたいと思います。よろしければ次

に進みたいと思いますけれどもよろしいですか。 

それでは続きまして、全体評価になりますが、前回の委員会の各委員

からのご意見をもとに事務局のほう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、全体評価についてご説明いたします。 

資料２の最後の 60 ページをご覧ください。全体評価になります。まず、

上段の評価結果及び判断理由につきましては、委員の皆様のご意見をも

とに「概ね計画どおり進捗しているが、将来の高齢化社会に向け、さらに

医療体制を整備し、収益を上げていく必要がある」とさせていただきまし

た。判断理由といたしましては、職員給与費などの費用が前年度よりも増

加したものの、各取組の推進により、入院収益の増加、材料費の縮減な

どに成果が見られ、概ね計画どおり達成できたものとしております。しかし

ながら、今後は将来の高齢化社会に向けまして、さらに医療体制を整備

し、収益を上げていく必要があり、将来を見据え、地域包括的な検討を行

うとともに、職員が満足して働くことにより、いい医療、いい介護を提供し、

市民に愛される病院になっていく必要があるという記載をしております。 

続きまして、下段の評価に当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意見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。内容といたしましては、まず「４億円の経常利益を出した

のは立派である」というご意見、それから「病院経営はとにかく人を雇用し

て医療体制を整え、診療報酬加算を取り、ＤＰＣの係数を上げて収益を上

げることが重要である。それを意識して病院経営をしてほしい」というご意

見、それから「高齢者が確実に激増する 2025 年に向け、病院の体制を整

備していかないといけない。2025 年以降、2040 年にかけて高齢者が多く

なるさいたま市の状況を考慮して医療体制の拡充に努めてほしい」という

ご意見、それから「自治体病院の中でよくがんばっている。今後さいたま

市では急激に高齢化が進むので、さいたま市立病院はもう少し地域包括

的な検討もいるのではないか」というご意見、最後に「職員が業務を行う

上で満足感が得られなかったら、いい医療も介護もできない。市民に愛さ

れる病院になってほしい」というご意見をいただきました。これら各委員の

皆様からのご意見を全体評価として、資料のとおりまとめさせていただき

ました。 

全体評価についての説明は以上となります。 
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水谷委員長 

落合委員 

水谷委員長 

中村委員 

水谷委員長 

伊関委員 

ありがとうございました。 

今の説明では、概ね計画どおり進捗しているが、将来の高齢化社会に

向け、さらに医療体制を整備し、収益を上げていく必要があるという評価

を示していただきました。 

それにつきましてご意見ございますでしょうか。 

落合委員。 

この評価は誰が読むのかという点なのですけれども、市長さんだけが

読んでいただけるならいいかと思うのですけれども、一般の市民にも多分

公開される類いのものですね。そうすると、私的な意見かもしれませんけ

れども、収益を上げていくとかいうような表現というのは病院としていかが

なものかと。これがもし私立の病院がやっていた委員会で、その結果にお

いて、そこに出てくる１行目がより収益を上げていくようにがんばろうとか

いうようなのが出ていたらちょっとおかしなものではないかというふうに思

われると思うのです。だから、こういうところは言葉としては、医療体制を

整備し、より効率的に地元の要求に応えていく必要があるとか、そういう

ような言葉で書かれるほうがいいと思うのです。それで、４億円の経常収

益を出したのは立派であるというのはそうなのだけれども、これも枕言葉

には、私立病院であればやりたい医療だけをやればいいわけだけれど

も、そうではなくて、地元の必要に応じて全部やらなければいけないことに

応えてきたにも関わらず、これだけのことをやったというようなことを含め

て書かれるほうが、市民が読んでも納得のいく文章になるのではないかと

思います。余りぎんぎらぎんに儲かっている、うまくやっている、だから新

しい病院つくろうよという話は、文章の調子として、私が市民として読むと

きにはおもしろくないなという感じがするので、ぜひそういうふうにしていた

だきたいと思います。 

中村委員。 

今、落合先生がおっしゃったこと、その前の56ページのさいたま市立病

院経営評価委員会の主な意見等のところの第１行目、経常利益４億

3,000 万円というのは大変立派な成績だと思うというところの１行と、今お

っしゃった文章は、一市民としては経過を全然知らないわけですよね。もう

かっているということだけが頭に来てしまったら、市民としては、利益が上

がっているということは、考え方によってはありがたいのですけれども、し

かしショックです。こんなに利益が上がっているのか、それならもっと医療

費を下げてくれればいいのに、そういう極端な考え方を市民は持つので

はないかなと一市民としては思います。ちょっと表現を変えてもらいたいと

思います。 

伊関委員。 

私自身はこれ残さないといけないと思っているタイプなのです。要はも

う一人重要なプレーヤーがいます。さんざん戦っている相手というか、財
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中村委員 

伊関委員 

水谷委員長 

細田委員 

政課と人事課なのです。要は先ほどの全適に移行するのも人を増やさな

いのですよ。黙っていると看護師の定数を抑えられます。ここの病院は確

か 14 年間看護師の定数をずっと抑えてきました。それをこういうあり方の

委員会等で定数を増やせと言って、増やしたらいきなりここに来て何億円

もの収益増が来たので、読むべき相手は、実は私の名宛て人は市長さん

なのですけれども、財政課や人事課が物すごく重要だと思っています。こ

このところでは、とにかく彼らは収益を上げるということが頭にないと一切

動かない人たちなので、市民の皆さんにとってはちょっと生々しいと思うの

ですけれども、医療をよくするためには、この文字を入れて、とにかく人を

増やすということを彼らのところに届けないと、定数がさらに抑えられてし

まうと。要は今の医療というのは、とにかく人を雇用しろ、定数を増やして

医療体制を整えて、収益を上げるから伸びるのだと。そうでないと、人を

減らせばいいではないかと。赤字にしないためには人を減らせばいいの

だというのがまだ人事や財政の考え方です。そこのところを変えてもらう

ためにも、これは何回でも出さなければいけないと残念ながら思っていま

す。市民の皆さんからは、それは感じるかもしれません。 

お話を聞いているとよくわかるのですけれども、数字が出るというので

すか、利益がたくさん上がっているというような意味の表現で載せてもらう

分にはいいのですけれども、何億何千万という数字が上がるということが

ちょっと。その表現の仕方を変えてもらいたいなと。 

あとは、繰出金が 13 億円入っている中でというのをつけ加えるかです

ね。本質は民間病院と違いますので、一般会計の繰出金が入っています

ので、そこの中での黒字の話なので、繰出金の金額を入れるというのは、

それはありかもしれないですね。要は儲かっているといっても、繰出金が

入った中で黒字で、少しずつ現金が貯まっていると。将来は大きな建設も

予定されているので、その積立金も金額としては非常に少ないのですよ

と。その将来の建築をするためには、とにかく今の経営体制をよくしてお

かないとこの波には乗り切れませんので、やっぱり人を雇うしかないので

すよ。人を雇うための報告書にぜひしていきたいなというのがこの病院を

考えると本音です。まだまだここは、例えば理学療法士だとか作業療法士

だとか薬剤師、管理栄養士、臨床工学技士、この辺の人数は普通の病院

に比べてまだまだ少ないです。もっと増やしていかなければ医療がよくな

らないのですよ。それを増やせないというのが残念ながらこの自治体病院

としてのお役所病院としての限界なので、そこを突破しなければならない

ので、それをするために報告書の文言をつくっていかなければならない。

確かにちょっと生々しいけれども、そこをやらないと伝わらないので、でき

ればもっと増やしていただきたい。 

細田委員。 

私ども独立行政法人、国なのですけれども、中村委員おっしゃるように
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中村委員 

水谷委員長 

伊関委員 

落合委員 

表現の問題だと思うのです。我々も５年間の中期計画で、それから年度

計画というのがあって、やっと１年経って26年度の年度評価がされたので

すけれども、評価委員長は聖路加の福井先生なのですけれども、結局利

益が出ていなければ、内部留保が増えない。内部留保がなければ器械も

買えないので、ただ収益を上げると言うと、それこそ市場原理主義者みた

いになってしまいますから、その収益によって医療に貢献するとか、そう

いったような表現にしていくしかないのではないかなと。我々ＪＣＨＯ全体

の赤字か黒字かというのは必ず評価されてしまうのです、国立病院機構

もそうなのですけれども。だから、収益が上がって黒字だと、それを医療

に還元していくのだということをアピールしていくしかしようがないのではな

いかなと。我々のところの事務方は、厚生労働省なのですけれども、国立

病院機構から来た人で、彼らは要するに黒字にするためだけで、病院の

人件費を減らしてやめさせてしまう。この間メディファクスに登別が出てい

ましたけれども、要するに赤字でどうしようもないところは人を減らしてしま

うと。そういうところもあると思うのです。診療の対象者がいない。幾らが

んばっても利益が出ないところもある。ただ、企業努力が足りない病院も

山ほどあるので、これはやはりある程度入れていかないとだめなのでは

ないかなと思います。 

確かにそうですよね。ですから、結局赤字になれば税金を投入するわ

けですよね。それは、一人一人の市民に負担がかかってくることであっ

て、利益を上げていただかないと困るのですけれども、今細田先生がおっ

しゃったように、うまい表現の仕方をしてほしいと思います。病院経営とい

うのは、一般市民には全然わからないです。私もここに関わらせてもらっ

たので、こういうふうに大変なのだな、器械を買うにしても大変だなという

ことが理解できますけれども、一般の市民というのはとてもそれは理解で

きません、一言で言ったのでは。だから、結果的なこういう表現の出たも

のしか材料として頭の中に入って来ないので、表現方法をよく考えてくだ

さい。 

そうしたら、この文章に、例えばこの黒字によって今後の病院運営、あ

るいは市民に還元できるような事業が展開できるとか、何かそういうよう

なものを足すとよくなりますね。黒字になって、さあもうかったではなくて、

これを今度は皆さんに還元しますよと、病院が更によくなりますよというよ

うな文章に。 

病院建築に向けた内部留保、要は貯金したものを病院の建築に一部

は使いますので、病院建築に向けた内部留保をためて将来の負担を軽

減してほしいみたいなことを入れるのが一番いいのですかね。 

市からの補助に十分応えていて、新病院に向けて、さらにそのための

余裕も一部は生み出すことが行われているというようなことを書かれる趣

旨なのだと思いますけれども。 
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水谷委員長 それでは、今の金銭面での表現ですね、気をつけて修正をしていただ

けたらと思いますけれども、他にございますでしょうか。よろしいですか。 

(2)平成27年度上半

期の状況について 

水谷委員長 

中川財務課長 

それでは、よろしければ議事の２番、平成 27年度の上半期の状況につ

いて事務局から説明をお願いいたします。 

それでは、平成 27 年度上半期の状況についてご説明いたします。 

資料３、平成 27 年度上半期の状況をご覧ください。表の見方ですが、

上の表がさいたま市立病院の平成27年度の上半期における収益的収支

の執行状況でございます。下の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。 

それでは、収益的収支の状況から説明いたします。この構成になりま

すが、左の区分欄がありますが、こちらは上から経常の収入、その下が

支出、下から６行目に経常損益がありまして、さらにその下に特別の損

益、一番下から２行目に純損益と記載しております。そして、区分欄の右

側になりますが、一番左から２列目のほうが前年度の上半期の執行、そ

の右側が平成27年度の上半期の見込み、100万円単位でそれぞれ記載

しております。少し空きまして、その一番右側のほうに参考といたしまして

中期経営計画、平成 27 年度の計画の目標数値を年度分で記載しており

ます。こちらは１年分の数値となっております。 

なお、表の中で収入の医業収益の５行目のうち他会計負担金、それか

ら医業外収益の（１）の他会計負担金・補助金、それからその２行下の

（３）長期前受金戻入、それから支出の欄に行きまして、（４）の減価償却

費、それから支出の欄の２番の医業外費用、（２）その他につきましては、

平成26年度の決算額、前年度の上半期の決算額、それから平成27年度

の上半期の額、それぞれ決算額と予算額を12カ月で割ったもので月平均

を出しまして、６カ月分をそれぞれ記載しております。そのため、平成 26

年度の上半期と平成 27 年度の上半期とも実際の上半期の執行額、決算

額とは少し異なっておりますので、ご留意いただきたいと思います。 

また、公営企業会計の基準の変更がありまして、平成26年度から退職

給付引当金、賞与引当金などの引当金制度が導入されたため、平成 26

年度は前年度の上半期の特別損益の特別損失の退職給付引当金、賞

与、手当などを計上しております。 

それではまず、収入の１、医業収益をご覧ください。平成27年度上半期

の部分になります。医業収益は 67 億 5,600 万円で、その内訳は、（１）入

院収入が 50 億 5,500 万円、（２）の外来収入が 14 億 4,600 万円、その他

が２億5,500万円、うち他会計負担金が１億6,500万円で、こちらは一般会

計からの繰入金となっております。 
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次に、収入の２番、医業外収益ですが、５億 7,300 万円で、その内訳

は、一般会計からの繰入金といたしまして、（１）の他会計負担金・補助金

が４億9,000万円、（２）の国（県）補助金は０円、（３）の長期前受金戻入が

2,900 万円、（４）その他が 5,400 万円となっております。（４）につきまして

は、民間借り上げ医師宿舎使用料や行政財産使用料などとなっておりま

す。 

これら医業収益と医業外収益の合計であります経常収益は、収入の一

番下の欄になりますが、73 億 2,900 万円となっております。 

続きまして、支出の欄でございますが、まず１、医業費用をご覧くださ

い。医業費用は 62 億 2,900 万円で、その内訳は、（１）職員給与費が 28

億3,600万円、（２）材料費が15億円、（３）の経費が16億1,400万円、（４）

減価償却費が２億7,200万円、（５）その他が700万円、こちらは研究研修

費となっております。 

次に、支出の大きな２番、医業外費用になりますが、医業外費用は３億

1,400 万円で、その内訳は、（１）支払利息が 2,000 万円、その他は２億

9,400 万円となっております。こちらは、雑損失と職員宿舎費となっており

ます。 

ただ今の医業費用と医業外費用の合計である経常費用、支出の一番

下の欄になりますが、合計額が 65 億 4,300 万円となっております。 

ただ今の収入の経常収益から支出の合計の経常費用を差し引いた経

常損益は７億 8,600 万円となっております。 

続きまして、前年度との比較になりますが、経常収益は１億 4,300 万円

の増収となっております。これは、入院収入と外来収入がともに増加した

ことが主な要因となっております。 

次に、経常費用は 4,900 万円の増額となっております。こちらは、招聘

医の医師謝金、専修医、研修医、臨床研修医の給与など報償費が 3,000

万円ほど増加したことや医療機器のシステムの保守業務などの委託費が

約 2,000 万円増加したことが大きな要因となっております。 

続きまして、下段の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。表の左側の項目は、中期経営計画に記載する指標の

うち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。

項目のすぐ右側から前年度の上半期の数字、その右側が平成27年度の

上半期の見込み、一番右側が参考といたしまして、中期経営計画、27 年

度の目標値を示しております。 

それではまず、１番目の手術件数ですが、平成 27 年度は 2,399 件で、

対前年度比で 10 件の増となっております。その下、救急搬送件数です

が、3,114 件で、対前年度比で 178 件の増となっております。次の行です

が、平均在院日数につきましては 12.1 日で、対前年度比 0.4 日の短縮と

なっております。次に、下側にある一般病床利用率ですが、82.5％で、対



19 

水谷委員長 

伊関委員 

貝吹医事課長 

水谷委員長 

伊関委員 

小山副院長 

伊関委員 

前年度比 1.3％の減となっております。一番下の１日平均外来患者数は

965.2 人で、対前年度比で 0.3 人の増となっております。 

続きまして、右の欄の指標になりますが、一番上、医業収支比率です

が、108.5％で、対前年度比 1.4％の増となっております。その下の経常収

支比率ですが、112.0％で、対前年度比 1.3％の増となっております。その

下、職員給与費対医業収益比率ですが、42.0％で、対前年度比 0.7％の

減となっております。その下の材料費対医業収益比率ですが、22.2％で、

対前年度比で 0.5％の減となっております。次に、入院患者１人１日当たり

収入、いわゆる１日当たりの入院単価ですが、６万 2,041 円で、対前年度

比で 1,632 円の増となっております。一番下、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 2,184 円で、対前

年度比 785 円の増となっております。 

説明は以上でございます。 

ありがとうございました。 

ただ今さいたま市立病院の平成 27 年度上半期の状況について説明が

ありました。 

ご質問等ございますでしょうか。 

伊関委員。 

上半期も非常に好調かなという感じがするのですけれども、１日１人当

たり入院収入が1,600円増えていますけれども、要因はどういうところにあ

るのかご説明いただければと思います。同じく外来も伸びていますので、

この辺の分析等があれば、伸びた要因について教えていただければと思

います。 

それでは、医事課からご説明いたします。 

上半期入院患者の状況でございますけれども、内科の収益、こちらが

上がっております。呼吸器疾患、消化器系の疾患の患者さんが増加して

いると、このような状況がございます。あと、脳神経外科で手術件数が増

加、あと脳血管リハの算定が２から１になるなど、そういうリハビリが強化

されている点も収益増につながっているような状況にございます。 

以上です。 

はい。伊関委員。 

要は内科の呼吸器系の患者さんが増えたと。ただ、ここは呼吸器内科

の専門医がいらっしゃらないのですよね。だから、患者のニーズが増えて

いる中で専門医の対応が十分できていない部分もあるのかなと。どうでし

ょうか。 

副院長の小山ですけれども、呼吸器の専門医は今３名います。なおか

つ呼吸器を専門にする研修医が１名来て、実質上４名いるので、それで

増えたということはあるかと思います。 

では、医師の充実、結構そこの部分が収益に貢献してきていると。 
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小山副院長 

伊関委員 

大沢庶務課長 

伊関委員 

窪地院長 

伊関委員 

窪地院長 

水谷委員長 

細田委員 

呼吸器に関してはそうかと思います。 

あともう一つ、リハが増えたということは、これはＯＴ、ＰＴ等の増員等の

影響があるのでしょうか。それとも、それ以外の要因があるのでしょうか。 

庶務課長の大沢です。よろしくお願いいたします。 

今年度コメディカルの増員がございまして、リハビリの関係、作業療法

士と理学療法士について増員をしております。 

結局医師が充実していると。たしか脳神経外科の医師も増えましたよ

ね。 

３名体制は変わらないです。 

医師が増えることが単価が上がることに繋がる、またスタッフが増える

ことによって加算を取って収益が上がる部分があるので、とにかくそれが

イコール医療の質が上がることにつながるので、ぜひさらなる医療の高度

専門化に対応した人員増をして、単価というのがその病院の医療のレベ

ルになりますので、医療のレベルで単価が決まってきますので、そこのと

ころを充実して１人当たり入院単価を上げるような努力をしていただけれ

ばなと思います。 

ちょっと補足させていただきます。 

先ほども伊関委員のほうから言われたのですけれども、リハビリとか放

射線とか薬剤師とか、それからサポートするチーム、これに対しては26年

度から人員を増やし始めています。それで、今薬剤師の服薬指導という

のはかなり上がってきている。それの収益がかなり上がってきているとい

うふうなことがあり、それからリハビリの単位数も徐々に上がってきている

わけです。そういう面が増えてきていることが収益にも少しは関与してい

るということが１つあると思いますし、先ほどお話のあった加算の面、ここ

をかなり重視しています。ＨＣＵがかなり取れるように増床しつつも、その

ＨＣＵが今保険診療上では手厚くなってきていますので、この収益がかな

り上がっている。それから、手術室の増もこれは決してマイナスにはなっ

ていなくて、毎年上がっているのです。そういうことからいえば、１人当たり

の点数は上がってくるという要素はかなりできているのだと思うのです。だ

から、周りの医師、看護師、それをサポートするチームを充足させていこう

という動きをとっていますし、それから今後その医師、看護師の増は新病

院に向けて考えていきたいという方向性はありますので、それが十分に

予定どおり充足されていけば、まだそこは持っていけるのではないかなと

いう気はしております。 

細田委員。 

質問というよりも、同業者として教えていただきたいのですけれども、材

料費率が 22.2％とかなり低い。というのは、実はうちは高いのです。57 の

ＪＣＨＯの病院のうちで 30％を超えているのはうちともう１つだけで、あと

はみんな 20％台なのです。実はその原因がよくわからない。薬剤費は先
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窪地院長 

細田委員 

窪地院長 

細田委員 

生のところとそんなに変わらない。ジェネリック確か 60％いっていませんよ

ね。50何％でしたよね、この間聞いたとき。うちもやっとここのところ60％。

でも、来年は診療報酬 70％になると言っていますけれど。とにかく薬剤費

のジェネリック率に関しては先生のところと余り変わらない。心臓外科、脳

外科があるわけですよね。うちは、心臓外科、脳外科の手術がないにも

かかわらず高くて、今年の２月からＳＰＤを入れたのですけれども、ＳＰＤ

で下がるかと思ったら３％しか下がらない。どうしてこういうことなのかなと

いうのは、いろんな先生に同じ57病院の中で大阪方面とか九州方面の院

長に聞いても全然回答が得られないのですけれども、何かアドバイスが

ありましたら教えていただきたいと思います。 

アドバイスというほどのものかどうかわかりませんけれども、１つは職員

が購入価格に対していかにそれを安く持っていけるかという努力、先ほど

の全国自治体病院協議会の中でもセミナーを設けているのです。希望の

ある者は受講させて、その意識を高めているというのが今自治体病院協

議会の一つの流れでもあるのです。それと、我々の施設もそこに参加して

いるということもありますし、ちょうど昨日も、材料費、これが高どまりにな

っていると。ベンチマークと比較すると高い、これに対してどうしたらいい

かというのは、用度係の職員も必死で取りかかっているわけです。それ

で、そういうものの材料に対してはどういうふうにアプローチしたらいいか

ということを次のステップを考えようと、昨日夜そういう話をちょうどしたとこ

ろなのですけれども、その材料費をいかに安く購入できるかという努力、

その目標数値を上げているのです。ここでいけば二十何％を目標にしよう

とか、それに対してどこまで達成しているか、それから薬剤に関しては今

17.5％ぐらいに抑えて購入することができる。全国自治体病院協議会にリ

ストが出てくるのですけれども、その中ではここの施設は努力しているほ

うの数字になっているのです。いずれにしても、そこに対しての意識は職

員が上がってきていることは確かなので、購入に対してはかなり神経を使

っています。 

ただ、薬剤は、先生はＮＨＯにもいたからご存じのように、共同購入で

すよね。うちもＮＨＯと同じように共同購入ですから、値引率は一定なので

す、スケールメリットは当然ありますけれども。それから、薬剤費がかなり

のところを占めますよね。普通の医療材料は、ＳＰＤは当然のことながらＳ

ＰＤの会社が値引きの交渉をするわけでしょう。というのは、委託費を払っ

ているわけですから。 

今ＳＰＤは入っていませんし、むしろＳＰＤは高どまりする可能性がある

のではないかという話を聞いています。 

ＳＰＤは、委託費を払う分、価格交渉をして下げさせると。もう少し下げ

させますと言って５％まで持っていっているのですけれども、それでもまだ

高いのです。 
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窪地院長 

落合委員 

窪地院長 

冨田委員 

窪地院長 

冨田委員 

窪地院長 

冨田委員 

国立病院機構の経験をしているのですけれども、むしろ集団であれす

るよりも離れたほうが安く買えるということもあるのです。どっちがどういい

のかというのはある。でも、細田先生は今のＪＣＨＯの中心的にいらっしゃ

るので、そこを進めていかないといけない立場からだとは思うのですけれ

ども、そこのバランスはあるのかなと。我々は単独で今動けていますの

で、それでどういう目標に対して達成できるかというのは努力してみんな

で神経を使っていると。その成果だろうというふうには思っています。 

言葉でもう一つ気になっていたのは、先ほどの収益ではないのですけ

れども、加算というのも必要なことはよくわかるのですけれども、国のニー

ズ、患者のニーズに応えるという言い方に置きかえられるほうがいいので

はないかというふうに思います。 

参考にさせていただきます。 

27年度上半期もかなりいい成績をおさめられているので、数字を見ると

褒めたいなと思うのですけれども、今もお話しのように、内訳と取組という

のがあまりないので、今材料費のことも一緒に聞こうと思ったのですけれ

ども、収益が上がっているにもかかわらず材料費率が落ちているのは、そ

ういった取組があるのだということで納得いたしました。あわせて、経費が

上がっていない。経費というのは一般的に余り下がらないのですけれど

も、どういう努力をされているのでしょうか。 

明確な答えにならないかもしれないのですけれども、経費に関して、招

聘医とか、そういうものがもし入っていると、職員を増やしていかない限

り、ある程度それを当てにしないといけませんので、それでその一定化が

されている可能性はあるかなという気もするのです、経費の中に入れられ

ている要素として。 

臨時的なものが多かった。だから 26 年度は多かったということですか。

そうですね。そういったものが入らないといけない。相対的には職員の

数は足りないわけなのです、ここの施設は。そうすると、それを補うために

は、非常勤の医師とか、あるいはパートの方もいらっしゃったりはします

し、完全に職員化ができているわけではないとか、それから他の部門にお

いての手伝いもあったりということも含めれば、まだ減らすということまで

持ってきていない。増やしてはきているのですけれども、安定しないため

に招聘医という経費として入れられているものを減らしていくというところ

まではいっていない。だから、少し横ばいということなのだと思うのです。 

実質人件費はどうですかという話をしたときに、先ほど事務局のほうか

ら資料をいただいたのですけれども、その中に研修医の人件費とか、そ

れから非常勤の先生方、何人かの方は人件費に入っていないで経費に

入っているということだったので、そういう実質人件費的なところは経費に

入っているという話でした。ところが、27 年度上期は少ないので、医師が

少し増えてきたとかという話ではないとすると、この経費の何が減ったの
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窪地院長 

冨田委員 

窪地院長 

冨田委員 

窪地院長 

伊関委員 

窪地院長 

冨田委員 

窪地院長 

水谷委員長 

かなというのが気になったのです。 

増えているのではないでしょうか。手術の（３）のところは、前年度が左

に書かれていて、今年度は 27年度の上半期の見込みというところに書か

れていますので、これが 16 億 1,400 万円という数字になっていますので、

ちょっと増えてはいると。 

前年が 17 億 6,000 万円なので、１億 3,000 万円ぐらい減っているので

す。（３）の経費のところです。 

資料３を今見られていますか。どれを見られているのでしょうか。 

資料３の支出の医業費用の（３）の経費です。 

（３）の経費ですよね。今私の手元にあるのが、前年度上半期は 15 億

7,900 万。 

これ資料が差し替えているはずなので。 

大変申し訳ありません。 

すみません。失礼しました。 

こちらがちゃんと資料をしていないので、こちらが悪いことなので申し訳

ありません。 

他はよろしいですか。 

貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうございました。今のいろ

んな話を踏まえて、直すべきところは直して最終的なものをつくっていきた

いと思いますし、文言についても事務局のほうでいろいろ検討していただ

いて、また私のほうで修正を出しながら文章をつくらせていただきたいと

思います。 

ということで、委員の皆さん、よろしいでしょうか。 

３ その他 

水谷委員長 

中川財務課長 

最後に、その他ですが、事務局から何かありますでしょうか。 

事務局よりご連絡いたします。 

本日は、長時間にわたりご議論いただき、誠にありがとうございました。

平成26年度の評価結果につきましては、本日、委員の皆様からご意見を

いただいておりますので、後日水谷委員長と調整させていただいた上で１

月28日に市長に報告をするとともに、最終確定版を各委員の皆様にお配

りしたいと思います。 

また、今後の当院の中期計画につきましては、計画期間が平成 28 年

度までとなっていること、また総務省から新公立病院改革ガイドラインによ

り新公立病院改革プランを平成 28年度中に策定することが求められてい

ること、また来年度新たに中期経営計画、28 年度で終わりますので、29

年度以降の中期経営計画を策定する予定としております。新たな計画に

つきましては、委員会にて委員の皆様のご意見をいただきながら策定をし

ていきたいと考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思

います。 
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窪地院長 

委員の皆様の任期につきましては、細田委員を除きます５名の方が今

年度末までとなっております。そのうち４名の方の在任期間が通算で４年

となります。さいたま市の附属機関等に関する要綱の規定に、再任する

委員の通算の任期は６年以内とするという規定がございますが、先ほど

申し上げましたとおり、来年度新しい中期経営計画の策定を控えておりま

すので、事務局といたしましては、引き続き委員の皆様にぜひとも来年度

も委員の継続をお願いしたく考えております。後日、委員の皆様のご意見

をお伺いさせていただきたいと思いますので、ご協力をお願いいたしま

す。今後のスケジュールにつきましては、後日相談させていただきたいと

考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

ここで事務局を代表いたしまして、病院長の窪地のほうからご挨拶を申

し上げたいと思います。 

年も押し迫り、大変お忙しい時期ではございますが、本日は当院の経

営評価委員会にご出席いただき、誠にありがとうございました。今後の当

院の発展の糧となるような評価をしていただけたものと考えております。 

皆様もご存じのとおり、地域医療の構築に向け、全国各地で協議が始

まっております。また一方では、自治体病院におきましては、総務省から

平成28年度までに第２次公立病院改革プランの作成が求められ、この改

革プランの中にも、各自治体病院の病床機能を決定し、地域での位置づ

けを明確にすることが上げられているとともに、今後の経営収支の黒字化

を目標とした計画、先ほども話題になりましたけれども、中村委員にはご

理解いただきたいと思うのですけれども、総務省からも、今お話ししますよ

うに、今後の経営収支の黒字化を全国に求めているということが自治体

病院にはございます。これを健全経営という言われ方をされていますの

で、この点を十分ご理解いただいて、我々も経営計画を提示することとな

っているということをご理解いただき、今まで以上に経営を意識したプラン

を策定しなければならないという状況にあります。 

来年度は、診療報酬改定の年に当たり、改定率はマイナスとのうわさ

が飛び交う中、病院経営は今以上に厳しい状況が想定されています。こ

のような社会情勢にもかかわらず、新病院に向けた施設整備や医療機能

の充実強化を図らなければならないといった運命を当院は抱えておりま

す。このような大変難しい時期を乗り越えるためには、強固な経営基盤を

確立する必要があります。委員の皆様におかれましては、26 年度の当院

の中期経営計画の取組に対しご討議いただいたわけですが、今後も引き

続きご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げまして、お礼の挨拶とさ

せていただきます。どうもありがとうございました。 

４ 閉会 

水谷委員長 それでは、以上をもちまして本日の議事は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。 
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本日はこれで散会といたします。 


