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第 2回さいたま市立病院経営評価委員会議事録 

日時 平成 25 年 1 月 31 日（木） 14 時 30 分～16 時 30 分 

場所 市立病院サービス棟２階 第１・第２会議室 

出席者 浦和医師会長 阿部委員長 

川崎市病院事業管理者 秋月委員 

NTT 東日本関東病院院長 落合委員 

城西大学経営学部教授 伊関委員 

税理士・医業経営コンサルタント 冨田委員 

さいたま市自治会連合会副会長 中村委員 

傍聴者 0 人 

事務局 大塔保健福祉局長 青木保健福祉局理事

保健部 服部部長 高橋次長 

（病院経営企画課）大畑参事兼課長、須田課長補佐兼企画係長、 

今井主任、吉田主任 

（地域医療課）海老名課長 

市立病院 村山院長、窪地副院長、辻副院長、小川副院長兼看護部長 

市立病院経営部 麻生部長、松澤次長 

（庶務課）工藤参事兼課長、三好総務係長、安部施設管理係長、 

     柴山主査 

（財務課）吉原課長、田中財務係長 

（医事課）中村課長、貝吹課長補佐兼医事係長 

市立病院診療部 福田薬剤科長 

会議次第 １ 開 会 

２ 議 事 

(１) 中期経営計画の達成状況に対する評価方法について 

(２) 中期経営計画における収支に関する取組、職員数の関連性につ

いて 

(３) さいたま市立病院の上半期の状況について 

   ① 平成 24 年度上半期の状況 

   ② 施設整備に関する検討の状況 

３ その他 

４ 閉 会 

配付資料 ・資料１   中期経営計画の達成状況に対する評価方法について 

・資料２   中期経営計画における収支に関する取組、職員数の 

関連性について 

・資料３-１ 平成 24 年度上半期の状況 

・資料３-２ 施設設備に関する検討の状況 
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配布資料の確認等

（大畑病院経営企画課長） 委員会開催に先立ちまして、まず資料の確認をいたします。本日お配り

した、配席図、次に事前送付をさせていただきました資料として、次第、資

料 1「中期経営計画の達成状況に対する評価方法について」、資料 2「中

期経営計画における収支に関する取組、職員数の関連性について」、資

料3－1「平成24年度上半期の状況」、資料3－2「施設整備に関する検討

の状況」でございます。お手元に資料がございますでしょうか。 

次に傍聴者でございますが、本日傍聴者はございません。 

また前回同様、当委員会の開催風景を撮影させていただきますことが

ございます。予めご了承をお願いいたします。それでは阿部委員長、よろ

しくお願いいたします。 

１ 開会 

（阿部委員長） 

（伊関委員） 

ただいまから第 2 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本委員会にご出

席いただきまして誠にありがとうございます。本日は前回欠席された伊関

委員にご出席をいただいております。恐れ入りますが一言簡単に自己紹

介をお願いいたします。 

初めまして。城西大学の伊関と申します。前回は所用がありまして欠席

いたしました。昨年「さいたま市立病院のあり方検討委員会」の委員をさ

せていただき、また現在、「さいたま市立病院施設整備検討委員会」の委

員をさせていただいております。この評価委員会については、今回初めて

ということで自己紹介をさせていただきます。 

元々埼玉県庁に 17 年勤務しておりました。県立病院で病院経営健全

化担当主査、県立精神医療センターの総務職員担当主幹の仕事をさせて

いただいて退職いたしました。以前は行政評価を研究していましたが、最

近の医師不足問題、地域医療崩壊に関わって、元々が県立病院で勤務し

たこともあって、夕張の医療再生や兵庫県の県立柏原病院の小児科を守

る会の運動支援など、地域医療関係の仕事が増え、今の仕事の 9 割ぐら

いは地域医療関係です。全国で地域医療の再生の応援などもさせていた

だいています。業績としては5年前に「まちの病院がなくなる」など3冊出し

ており、医学書院の「病院」という雑誌の編集委員をさせていただいており

ます。ちょうど 1 月号の特集が「病院の評価」で落合委員のＮＴＴ東日本関

東病院のことも紹介させていただいております。 
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（阿部委員長） 

（大畑病院経営企画課長）

（大塔保健福祉局長）

（青木保健福祉局理事） 

（服部保健部長）

（阿部委員長） 

また、地元の松木に住んでいまして、病院から非常に近いさいたま市立

芝原小学校のＰＴＡ会長を 8年させていただきました。 

私もそして家族も、この病院にお世話になっていて、まさに生命線の病

院です。何とか経営と医療の質の向上が両立できる応援、手助けができ

ればと考えております。よろしくお願いいたします。 

ありがとうございます。続きまして事務局でも職員の変更があったそう

ですので、事務局からご報告をお願いいたします。 

事務局で人事異動がございましたので申し上げます。前回ご挨拶いた

しました保健福祉局長の青木が病院経営担当理事に異動し、保健福祉

局長に大塔が、保健部長には服部がそれぞれ就任いたしましたのでご紹

介をいたします。 

保健福祉局長の大塔と申します。よろしくお願いいたします。 

担当理事の青木です。よろしくお願い申し上げます。 

保健部長の服部と申します。よろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

２ 議事 

(1)中期経営計画

の達成状況に対

する評価方法に

ついて 

（阿部委員長） 

（大畑病院経営企画課長）

それでは議事に入らせていただきます。次第をご覧ください。議事の

（1）「中期経営計画の達成状況に対する評価方法について」でございます

が、本委員会で行う評価の方法について、本日決定をすることになってお

ります。なお、議事の（2）、（3）につきましては事務局から報告があるよう

でございます。本日も委員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

それでは議事の（1）「中期経営計画の達成状況に対する評価方法につ

いて」、事務局より説明をさせていただきます。 

お手元の資料 1 をご覧ください。8 月に開催をいたしました第 1 回の委

員会でも説明をさせていただきましたが、本日は説明後、評価方法につい

て決定していただければと思っております。 
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1ページをご覧ください。こちらは第1回委員会でお示しした評価の流れ

となっております。1 回目のおさらいをいたしますと、本委員会での審議対

象になる項目は資料中央の「方向性実現に向けた取組」と「収支計画」と

しておりました。中央上段の「方向性実現に向けた取組」の下をご覧くださ

い。「方向性実現に向けた取組」は、市立病院が小項目ごとに 5 段階で自

己評価である内部評価を行い、委員会で内部評価の結果を説明します。

小項目とは、計画中、方向性実現に向けた取組、今後取り組む改善項目

の各項目の記述中、四角い枠で囲まれた年度毎の工程表に示されてい

るところでございます。病院が行った小項目ごとの評価を受け、委員会で

はもう少し大きな括りとして計画の中では①「医療機能・施設面の充実」、

②「患者サービスの向上」などと記載されている 8 つの分野ごとに評価を

行っていただくものとしております。方法としては、病院が実施した小項目

の内部評価の平均値により機械的に目安を設定し、それをもとに委員会

の評価を 5段階で決定していただくという案を出させていただいておりまし

た。また収支計画では、収支計画と、医業収支比率などの主要経営指標

の 2 種類の様式による実績値をご確認いただき、ご意見をいただくことに

しておりました。その上で最後に計画の全体的な進捗状況について記述

式で全体評価をいただくものとしておりました。なお、前回の委員会で方

向性実現に向けた取組の評価について、何をもってＡにするか、何をもっ

てＢにするか、基準がないと判断が難しい、というご意見をいただいており

ました。第1回の議論を受け事務局で検討させていただいた結果、評価方

法の大きな流れとしては、前回お示しした案でお願いしたいと考えており

ますが、若干修正を加えましたので説明をさせていただきます。 

2 ページをご覧ください。方向性実現に向けた取組、今後取り組む改善

項目の「評価方法について」、説明をさせていただきます。2 ページの評価

の方法は、前回の委員会でお示ししたものと大きな流れや方法は同じと

なっております。まず①「内部評価」として市立病院が工程表で示された

小項目ごとにｓからｄの 5 段階で評価を行ってまいります。ｓは「中期経営

計画の目標を大幅に上回り、特に優れた成果が認められる」、ａは「中期

経営計画の目標を達成、または上回っている」として、実績値が目標値に

対して 100％以上の場合とします。ｂは「中期経営計画の概ね目標どおり」

で、実績値が目標値に対して 80％以上 100％未満の場合など。ｃは「中期

経営計画の目標を下回っている」として実績値が目標値の 80％未満の場

合など。ｄは「未着手、または中期経営計画の目標を大幅に下回ってい

る」として、未着手または実績値が目標値の 60％未満で、かつ取組の実

施について重大な問題が生じている場合などとして評価をしてまいりま

す。なお、ここで言う実績値は目標によって数値の場合もありますし、いつ

いつまでに何をするといったような行動目標の場合もあります。また細か

いことではありますが、委員会の評価と区別するため、病院の評価は小



5 

文字ｓからｄで評価することといたしました。次の②ですが、病院の小項目

ごとの評価をｓは 10点、ａは 7点というように点数化し、8分野の大項目ご

とにその平均を取り、平均値によって 9点以上は S、6 点以上 9点未満は

A というように、委員会の事務局が機械的に S から D にあてはめ委員会

の評価の目安を示します。なお、小項目の評価に対する配点が第 1 回委

員会と変わっておりますが、これは前委員会でお示した配点がやや甘め

であった点を修正したものでございます。次の③では②の平均値で出た S

から D の結果を目安として、委員会での評価を決定していただきます。委

員会での評価も病院の内部評価の考え方と同様にＳは中期経営計画の

目標を大幅に上回り、特に優れた成果が認められる。Ａは「中期経営計画

の目標を達成、または上回っている」、Ｂは「中期経営計画の概ね目標ど

おり」、Ｃは「中期経営計画の目標を下回っている」、Ｄは「未着手または

中期経営計画の目標を大幅に下回っている」とし、平均値から出した目安

を参考に委員会により決定していただきたいと考えております。機械的な

方法ではありますが、限られた時間の中、例えば達成できない項目を中

心にご審議いただいたり、各項目を網羅してのご意見をいただいたりする

方がより実質的なご意見をいただけると考えたものでございます。 

資料 8 ページをご覧ください。ただいま説明した流れを記載例で示して

おります。⑦の黒塗りをしたところが事務局が今説明したところで、上部の

欄の右側では大項目ごとの病院評価平均値、目安としての平均値による

評価を示しますので、ご審議の上、目安の承認または変更をしていただ

き、評価委員会の評価の欄の決定をお願いしたいと考えております。 

また前回の委員会で何をもってＡとするか、何をもってＢとするか、客観

的に判断できないというお話がありましたが、その点の対応についてご説

明いたします。現在、見ていただいている 8 ページの⑥「病院評価の説

明」のところに、「病院評価（スコア）の説明」があり、「病院が何をもってそ

の評価としたか、評価基準を詳細に記載」としております。結論から申しあ

げますと、この欄を詳細に書くことによって各委員にご判断いただきたいと

考えております。 

恐れ入りますが 3 ページにお戻りください。小項目の評価について市立

病院は目標数値を達成したかで判断する数値指標、目標とする期限まで

に目標とする行動を実現できたかで判断する行動指標、年度末にある状

態を維持できているかで判断する定性指標で評価してまいります。加えて

委員の皆様が小項目の評価の妥当性を判断できるよう内部評価で何をも

ってａやｂという評価をしたかを病院評価説明のところにできるだけ詳細に

記入します。委員の皆様には、この記述をもとに妥当性を判断していただ

きたいと思います。なお、本来、前年度で達成すべきところが達成できな

かった項目については評価することができませんので、進捗状況を委員

会に報告することとします。 
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次の4ページでは病院評価説明の記載例をお示しいたしました。⑥をご

覧ください。達成度合いがこの程度であったためこの評価をしたというよう

な記載となっております。最終的に委員の皆様にご判断をいただくところ

が多いと思いますが、何卒この方法でお願いしたいと考えております。 

それでは資料の6ページをご覧ください。こちらからは評価様式となって

おります。この度の評価では 4 種類の様式を使うものとしております。7 ペ

ージ、8 ページをご覧ください。こちらは、今、説明しました「方向性実現に

向けた取組、今後取り組む改善項目」の項目評価の様式でございます。 

次に 9、10 ページをご覧ください。こちらは収支計画の達成状況ついて

委員会で確認していただくための様式とその記載例でございます。 

11、12 ページは、主要経営指標の達成状況について委員会でご確認

いただく様式です。 

更に一枚めくっていただいて、13、14 ページが記載例となっておりま

す。ここでは市立病院が目標値及び実績値を記入し各項目を達成するた

めにどのようなことを実施したか、また、「達成できた/できなかった」など

の要因を右側の欄、「実施状況・主な要因」の欄に記入します。委員会で

は達成できなかった項目についてご助言いただければと思います。収支

計画と主要経営指標につきましては、市立病院から実績値や取組状況を

報告しますので、進捗状況を点検し、また計画推進に向けて必要な助言

等をいただければと考えております。 

次に 15、16 ページをご覧ください。全体評価、期間評価の様式と記載

例となっております。ここでは項目評価、収支計画及び主要経営指標の

達成状況を踏まえ、全体として計画どおり進捗しているかどうかをご判断

いただきたいと思います。実際は年度一回目での委員会のご意見により

事務局で案を作成し、二回目の委員会でご承認いただくという作業になろ

うかと思います。また計画年度終了後は計画期間の 5 年間全体を通した

達成状況について同様式で、記述式で評価いただきたいと考えておりま

す。 

次のページ、「さいたま市立病院経営評価委員会評価実施要領（案）」

をご覧ください。ただいま説明したものを文言で示したものでございます。

本日の委員会ではこの要領の決定をしていただきたいと考えております。

まず前文では、「さいたま市立病院経営評価委員会が市立病院の中期

経営計画の達成状況について、評価を実施するに当たっては、以下の方

針・方法に基づき行うものとする」としております。以下の基本方針では、

（1）「評価は、市立病院の中期経営計画の達成状況等を踏まえ、業務運

営等について多面的な観念から総合的に評価を行い、評価を通じて市立

病院の継続的な質的向上に資するものとする」とし、（2）では「特色ある取

組みや様々な工夫を積極的に評価するものとする」、（3）では「業務運営

の改善その他の助言を行うものとする」、（4）では「必要に応じて評価の方
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（阿部委員長） 

（伊関委員） 

（阿部委員長） 

法を見直し、改善するものとする」、としております。 

また次の評価方法では、先ほど説明しました評価の方法を記述してお

ります。「（1）年度評価」では「中期経営計画のうち『4（2）今後取り組む改

善項目』に工程表が記載されている項目（以下「小項目」という。）につい

て、市立病院が行う評価の結果について報告を受け」、大項目となる①か

ら⑧までの各項目の「達成状況について評価を行う項目評価のほか、中

期経営計画全体の進捗状況について評価を行う」、としております。 

次の「ア 項目評価」では、評価委員会は「大項目ごとの進捗状況につ

いて、次の5段階による評価を行う」として、先ほどご説明しましたＳからＤ

の 5 段階を示し、「必要に応じて評価委員会の意見を付すものとする」、と

しております。イの「全体評価」では、「項目評価の結果を踏まえつつ、中

期経営計画における収支計画の達成状況及び主要経営指標の達成状況

を確認し、計画の全体的な進捗状況について記述式による評価を行う」。

また「病院改革の取組等を積極的に評価することとし、主な取組や特色あ

る取組及び特に優れている点など特筆すべき取組について記載すること

とする」。さらに「評価の中で改善すべき事項については評価委員会の意

見を付す」とさせていただいております。 

「（2）期間評価」では、中期経営計画の計画期間終了時には、計画期間

全体を通じた計画全体の達成状況について、全体評価と同様の方法で総

合的に評価をいただくものと考えております。 

3のその他といたしましては、「本実施要領については、必要に応じて見

直し、改善を図る」としております。実施要領の説明は以上でございます

が、本日の決定をもって来年度から実際の評価に入っていただきたいと

考えております。 

以上で評価方法についての説明を終わらせていただきます。 

はい。ありがとうございました。 

今の説明にもありましたように来年度から行う評価について、評価の実

施要領を本日決定したいということでございます。そして前回議論になりま

した評価の基準については病院の方で、まずどういう点で評価したか詳

細に記載していただいて、それを委員会で判断するということでお願いし

たいということです。それでは委員の皆様、何かご質問、ご意見等があり

ましたらご発言をお願いしたいと思います。 

各項目について、例えば病院の現場の意見でこういう項目を入れたい

とか、こういう目標を設定したいとか、そういった現場からの目標設定はど

のように配慮しているのでしょうか。 

いかがでしょうか。項目の設定にどのように病院の意見が反映されてい
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（大畑病院経営企画課長）

（伊関委員） 

（阿部委員長） 

（冨田委員） 

（大畑病院経営企画課長）

（阿部委員長） 

（冨田委員） 

（麻生経営部長）

るかというご質問ですが。 

項目ごとの目標は病院で設定をしております。その目標に対して実績

がどの程度あったのかというものを記述していって、結果的に病院の方で

評価をするという流れになります。 

どうしても事務職だけで評価の基準づくりをすると、財務的なことばかり

に関心がいきます。医療の質とか職員のモチベーションも最後には収益

に反映されてくるので、項目を決める際には、できるだけ病院自身に考え

てもらうことが重要なことだと思います。現場の方々も自分達の仕事につ

いて目標は何かを考えるよい機会になるかと思うので、職員の方で議論し

ながら目標を設定していただければと思います。 

よろしいでしょうか。他に何かご意見はありますか。 

この項目を見ていますと、大項目、中項目、小項目とありますが、この

項目の内容はもう決まっていますか。今の伊関委員の質問に関連してい

ますが、項目というのはある程度目標を立てる上で、事業計画の中でどう

ありたいかというのがいつ頃出てくるのでしょうか。ある程度項目数とか、

大項目にどんなものがあるとか、そのあたりを教えていただけますか。  

4 ページを見ていただきますと、中項目、小項目が左側に出ています。

これはまさしく中期経営計画に載っている記載をそのまま落としこんでい

るものになりますので、あくまでも中期経営計画に基づいた項目になりま

す。 

中期経営計画に記載されている項目ということになりますね。 

中期経営計画は 24 年の 3月にできたものですよね。この時にできた項

目がそのままということですか。事前にいろいろな事業が継続されている

と思うので、その将来に向けた全体像がないと、どのような項目が出てく

るのかよく分からないのですが。 

市立病院経営部長の麻生と申します。今、皆様方の議論になっており

ます中期経営計画でございますが、平成 24 年度から 28 年度までの 5 か

年の計画で、昨年 3 月に作成させていただきました。こちらに今後の方向

性実現に向けた取組ということで大項目 8 項目、小項目 54 項目を分類し

て設けさせていただきまして、大項目ごとに「患者サービスの向上」「病診

連携の強化」とか、「業務改善に関する取組」等、大きなものから小さなも
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（阿部委員長） 

（冨田委員） 

（阿部委員長） 

（伊関委員） 

（阿部委員長） 

（大畑病院経営企画課長）

（阿部委員長） 

（落合委員） 

のまで分類させていただきまして、それぞれ目標値をこの5年間の計画の

中でどこまで達成しようかというものを中期経営計画で作成させていただ

いております。これにつきまして各年度の進行状況、進み具合を評価して

いただくものと認識しております。 

はい、ありがとうございます。今の回答でよろしいでしょうか。 

医療の内容の部分については、それほど私は言えませんが、収支改

善、特に収支の「支」については、私は「さいたま市立病院施設整備検討

委員会」にも入っているので、前回の委員会でその点を考えて、計画を変

えるのでしょうかという質問を投げかけたかと思います。その点はどうなる

のかお聞きしたかったのです。 

この後、収支に関する説明があります。そこで報告があると思います。 

昨年作った計画は、冨田委員が言われたように、まだ病院の建替えな

どが確定していなので、ある程度進んで3年ぐらいすると陳腐化してくる可

能性があります。何よりも資料2にあるように、職員数の増員が26年まで

は増えますが、それ以後は増えていないのですが、恐らく診療報酬の改

定等や医療の専門化の流れが進む中で、更なる増員も必要になってき

て、5 年間ずっと決まった内容で続けていくことではないだろうと見ていま

す。昨年3月に作ったものを最低1、2年チェックしていく、その後の事業変

更については、また見直しをしてくこともあるのだろうということだと思いま

す。 

医療環境によって見直しをしていかなければいけないことも出てくると

いうことだと思いますが、事務局いかがですか。 

伊関委員のご意見のとおりでございます。 

特に他に意見がありますか。 

いろいろとご意見が出たかと思いますが、今後、参考にしていただけれ

ばと思います。それでは特にご意見がなければ事務局案ということで実施

要領等ご了承いただけるでしょうか。 

病院の経営はなかなか難しく、お金の目標を言われても、インフルエン

ザ菌をまいて患者さんを増やすことはできないわけで、訪れた患者さんを

一生懸命診るということが第一番ですよね。加えてその評判のもとに更に

来ていただくようにするくらいの努力しか医療職としてはできないわけで
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（阿部委員長） 

す。その時に医師、看護師に対して、こういうやり方でいこうというコンセン

サスを得ておられるのかというところを一点お聞きしたいです。医師がや

ろうということであれば、評価方法としてはよろしいと思います。 

目標の立て方はなかなか難しくて、例えば、手術であれば点数の高い

疾患だけを集めるような病院まで方向を転換していくのか、そうではなくて

やはり地域に密着し、いらっしゃった患者さんを断ることなく診ていく病院

が良いのか。例えば医者がレイジー（怠惰）で患者さんを断っているとか、

病棟が空いているにもかかわらず満床だと言って入れないとか、そういう

ことをやっているのであれば、それはきちんと正しくやっていこうというコン

センサスでやっていけると思います。一方で、ぎりぎりで病院が動いている

のであったら、経営上の改善と言ってもお金のことは改善ができないです

よね。その点の現状判断があると思います。 

評価のところでＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄで評価がつく訳ですが、目標値が何に基

づいて立てたのかということは明確にしないといけないと思います。 

項目を見てみると、例えば「ＳPＤについて検討する」とありますが、これ

を検討するのは誰かというともっぱら事務ですよね。ＳPＤ方式になった場

合に、医者、看護師等はそのやり方に協力するというコミットを取ること以

外に方法はないわけです。その時に医師がこの色の糸がいいと勝手なこ

とを言っていたのではどうにもならないから、そこは院長が一つに統一し

ていこうということは言えると思いますが、どの糸を買うのが安いのかとい

うことも含めて、いろいろな検討を行っていくのだとすると、業種によってや

ることが違ってくると思います。だから、目標は全網羅的で全て上手くいけ

ばいいのですが、これ全部を 5 年くらいでやりきるのはとても無理で、もう

少し重点的にして、加えて目標を各部署に展開できる形を考えなければ、

なかなか難しいのではないかと思います。 

私達は出た数値と形を見て、それをＡ、Ｂ、Ｃに振ればいいと言われれ

ば、それは簡単にできますが、そもそも目標が低いのか高いのかというこ

ともあるのではないかと思います。設定として易しい、例えば機能評価を

取ろうというのであれば何年以内に受かろうという設定を立てればよいの

ですが、収支の改善という話になるとなかなか設定は簡単ではありませ

ん。入院単価を上げようと言っても、えげつない医療を展開することになっ

たのでは具合が悪いですよね。そうすると、その前に平均在院日数をもう

1 日短くしようとか、そういった話で展開していく必要があると思いました。 

はい、ありがとうございました。 

目標に対して病院のコンセンサスが必要だというお話かと思います。病

院内での評価も病院の中のコンセンサスを十分に得て、評価をつけてい

ただくことが必要だということだと思いますが、その点については何かご意

見はありますか。 
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（村山院長） 

（中村委員） 

（阿部委員長） 

（中村委員） 

いくつか問題点をご指摘いただきましたが、結局最終的には経営の

「収」と「支」の問題に終結されるのではないかと、残念ながら思っていま

す。それでこの 4 年間の当院の収支を見ておりますと、ＤＰＣをやっている

関係で全国 1,500 の急性期病院が好むと好まざるにかかわらず、厚労省

がデータを吸い上げて、独自に実力に応じた点数をつけてくれますので、

それが一番我々として客観的にこの病院がどう評価されているかという指

標にしています。医療機関別係数につきましては、この 4 年間で上がって

きています。これが上がりますと入院患者の点数にこの係数をかけた金

額を収入とすることができますので、係数が上がるということは厚労省か

ら見てきちんとやっているという評価を受けていると共に、収入の増加とな

るので、今のところ 4 年間上昇してきておりまして、経営的にも順調にいっ

ています。 

では、なぜ公立病院なのに収入増を図るのかという質問が出るかと思

います。公立病院ですからそれほど稼ぐ必要がないと歴代の院長先生は

思っていらしたかもしれませんが、今までの貯金がないまま、建物が老朽

化しましたので建替えなければいけないということになりました。ところが

病院を建て替えるには、自宅の建替えと同じで手持ちの資金がないと全

部借金して建てることになり、とても大変になるわけです。ところが 2 年前

に、さいたま市も財政が厳しいので自分で貯金を作って、できるだけ自前

でやりなさいと言われまして、それで公立病院といえども、収入を確保しな

ければならないというように大きく認識を変えたところです。ですが、先ほ

ど落合委員がおっしゃられたように、あくどい事をしてまでも収入を増やす

ということは倫理上とても許されませんので、この数年間は 2 年毎の診療

報酬改定の時に施設加算が変わっていきますが、その施設加算について

はできるだけ取得しようと考え、取得してきました。職員に対しては長時間

働けとか、目一杯働けとかそのようには言っておりません。従って過重労

働はないと思いますが、今のところはその施設加算の取得により、比較的

経営は上手くいっているところです。大きな目標としては、老朽化した建物

は建て替えざるを得ないが、自宅の建築と同じで手持ちの資金がないと

難しいということで、多くの職員に納得してもらっているところです。 

よろしいですか。 

はい、どうぞ。 

先ほど落合委員がおっしゃったこととか、今、院長先生がおっしゃったこ

とはよく分かります。一市民の立場で言いますと、患者さんを選ばれては

困ります。それから診療報酬が多く取れるような患者さんばかりを入院さ
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（阿部委員長） 

（秋月委員） 

せるようになっても困ります。市立病院ですから、やはり利益ばかりを追

求しないで、本当にサービス精神を持っていただいて患者さんを診ていた

だきたいなと市民としてはそう思っています。市の財政が非常に苦しく、私

達の自治会でも散々自分のことは自分でと言われていますけれども、そ

の点はやはり市立病院ですので、いくらかは税金を使うよう働きかけても

よいのではないかと思っています。以上です。 

はい、ありがとうございました。他にありますか。 

私は川崎市なのですが、実は今、日本医療機能評価機構の経営分析

が始まっています。民間病院三つと公立病院一つです。前からご指導を

いただいている関係だと思いますが、京都大学の今中教授からお電話を

いただきまして、今、私が勤めている病院の一つを評価していただいてい

ます。昨日も委員の方々に来ていただいてヒアリングをしていただいたの

ですが、実は委員の中でこういう発言がございました。「院長は断らない

救急医療を病院の基本理念の一つとして挙げているけれども、どこかで

割り切らなければならない」と。公認会計士の方々も出席していただいて

いるのですが、お話を伺っていて、まさに一般企業と公営企業の差がそこ

に出ているのではないかという印象を持ちました。従って、以前から何回

も申しあげていますが、さいたま市立病院は政令市の中で最も経営の良

い病院の 1 つです。恥ずかしながら、私の勤務している病院は、最も悪い

病院の中の一つです。繰入金を最も多くもらっている病院です。一番重要

なのは、先ほど中村委員がおっしゃられたように市民の方々にいかにご

理解をいただけるか、議会にいかにご理解いただけるか、それが重要な

のではないかなと思いました。 

二つ目ですが、これも中村委員が公立病院だからきちんとした質の高

い良心的な医療を提供していただければとおっしゃっておりましたが、今

の繰入金が妥当なのかどうか。正当性に欠けていたら問題ですが、それ

をどうやって評価するのか。今、外部監査でよく問題になっている原価計

算ですが、私は平成 15 年から素人ながら原価計算をどうにかしてできな

いかと考えてまいりました。だいたい公認会計士の方はできるとおっしゃ

います。ところが、ずっとデータを探しておりますが、例えば、実際に北海

道旭川市立病院の原価計算の方法を私が勤務している病院でやるとなる

と、事務方の残業代が他の公立病院の平均の2．44倍となっているため、

非現実的な結果になります。ですから、繰入金がどこをもって妥当だと言

えるかを市民の方々にご理解していただけるのかどうかは、私にとっても

非常に大きな難題です。 

少しまとまりのないお話をさせていただきましたが、私に言わせれば、さ

いたま市立病院は全て S 評価なくらいです。新会計制度により、恥ずかし
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（伊関委員） 

（阿部委員長） 

（冨田委員） 

（阿部委員長） 

ながら私の病院は債務超過もありえるようですが、市民の方々、議会の

方々がこれをご存じなのかどうかをぜひ事務局から教えていただきたいと

思います。 

さいたま市民として申し上げます。去年の「さいたま市立病院のあり方

検討委員会」の設置ですが、その前の年に市が事業仕分けをやりました。

私も分析しましたが、政令指定都市の中では一番経営の良い病院です。

繰出金が少なくて頑張っている病院ですが、それでも金額が多いからもっ

と削れという仕分人のような方がいたようです。私に言わせれば非常に問

題のある発言と考えています。ただ、その意見がきっかけとなって昨年度

に「あり方検討委員会」が設置されました。実際データを元に分析をしたと

ころ、病院の財務は優秀なものでした。課題としては、建物が古く、医師数

は医療の高度専門化の中で決して多くないです。もっと増やさなければな

らない。看護師数ももっと増やさなければならない。これから高齢化がど

んどん進む中で、医療のレベルを上げていくことが必要だと「あり方検討

委員会」の報告書に記載されています。 

ただ残念ながら、今日も傍聴者ゼロですし、去年の委員会でもゼロでし

た。自分もさいたま市民ですが、恥ずかしく残念なのが現状です。広く伝

えていかなければと感じています。建替えの検討についても別の委員会

を開催していますが、これも業界紙の方は傍聴に来ますが、住民はやは

り傍聴がゼロです。その状況は良くないと言えます。自治会等でも病院が

頑張っているのを広く伝えることが重要です。口コミは大事なので、私も市

民として、もう少しこの病院のことを伝えていきたいと考えています。 

ありがとうございました。いろいろご意見をいただきました。委員のご意

見を伺って、それを多少調整していかなければいけないところもあるかと

思います。事務局と調整させていただきたいと思います。本日ご説明があ

りました評価の方法、実施要領については案のとおり決めさせていただき

たいと思いますがどうでしょうか。 

非常に精巧に作られていまして、経営指標とか数字もきちんと入ってい

て、評価の際にはその場でその数字だけを見ると思いますが、数字に表

れる前には職員の方がどう取り組んだかなどのプロセスがあります。以前

と比較して良くなったという数字の設定があまりないので、それをぜひ入

れて欲しいと思います。やっぱり絶対評価の100点だけではなくて50点か

ら 70 点に上がったのはどう努力したのか、そういう点を見たいと思います

ので、ぜひ、その点を加えていただければと思います。 

はい、分かりました。それを少し加えていきたいと思います。 
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(2)中期経営計

画における収支

に関する取組、

職員数の関連性

について 

（阿部委員長） 

（大畑病院経営企画課長）

 それでは次の議題に移りたいと思います。 

（2）「中期経営計画における収支に関する取組、職員数の関連性につい

て」、事務局からご説明をお願いしたいと思います。

はい。それでは議事（2）「中期経営計画における収支に関する取組、職

員数の関連性について」を説明させていただきます。お手元の資料 2「中

期経営計画における収支に関する取組、職員数の関連性について」をご

覧ください。今回、この資料をお出しした主旨といたしましては、前回の委

員会で、人数が増えたことによる収益をどう見ていいのかがわからない等

のご意見があったことから、計画を策定した時にどのような医療機能の拡

充が収支に結びつくと見込んだのか一度説明をさせていただこうというこ

とで作成したものでございます。なお、この資料はあくまでも計画を策定し

た時点でさいたま市立病院がどのように考えたかをお示ししたものですの

で、現在、変更を検討しているものや、今後の施設整備の医療機能の変

更等により必要に応じて見直しを図っているものであることを予めご了承

をいただきたいと思います。 

それでは資料の左側をご覧ください。こちらが中期経営計画の「4．方向

性実現に向けた取組、（2）今後取り組む改善項目」の一覧となっておりま

す。このうち収支に関係すると見込んだ主な項目について矢印で示す通り

資料中央に記載をしております。 

中央上段をご覧ください。こちらは収益に反映すると見込んだ項目で

す。上の二つの項目は昨年度行った手術室 1 室の増、及びＧＣＵの看護

体制の整備による収益増の見込みを収支計画に入れたものでございま

す。 

次の三つの項目は、今年度から実施することとした項目です。ＨＣＵ加

算取得による増収は左側の欄「①医療機能・施設面の充実」の「ＨＣＵの

整備」、「ＮＩＣＵ3 床増床による増収」は、同じく左側①の「周産期医療の強

化」、「産科セミオープンシステムによる増収」は、左側の「③病診連携の

強化」の中の「ア．産科セミオープンシステムの導入」により収益増を見込

んでおります。さらに「透析室の増設」については、左側の欄の「①医療機

能・施設面の充実」の「カ．透析室の機能強化と増床」の項目となり、来年

度からの収益増を盛り込んだものでございます。次の「地域医療支援病

院の認定」は左側の欄では「③病診連携の強化」のウの項目となります

が、平成 28 年度に認定を受けるものとして収支計画に盛り込んでおりま
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（阿部委員長） 

（伊関委員） 

す。なお、中期経営計画の収支計画では診療報酬や機能評価係数の改

定については考慮しておりません。 

中央下段の支出について説明する前に右側の欄の職員数の表をご覧

ください。こちらの表は左側の⑧の「ア．職員数の見直し」の中期経営計画

での記載内容と同様のものを載せております。ただいま申し上げました収

益増に関係する各項目の実現に必要な職員数を見込んでおりまして、24

年度は手術室増室による手術件数の増、ＨＣＵの整備、ＮＩＣＵの増床に

必要な人員、産科セミオープンシステム導入等による患者増に必要な看

護師の増員を見込んでおります。 

前回ご質問があり、お答えしたかと思いますが、5 年間の増員予定であ

る48名の多くは看護師の増を見込んでいるものですが、医療機能の拡充

としての医師の増員、その他コメディカル及び事務職の増員を見込んでい

ます。またこの表に人数は出てきておりませんが臨時職員の増員分と合

わせて収支計画に反映をさせています。しかしながら、人員についても施

設整備の検討に伴う医療機能の変更や診療報酬改定に伴い必要に応じ

て見直していくものになっております。 

次に中央下段をご覧ください。こちらは支出に反映すると見込んだ項目

です。一番上の「職員給与費の増」はただいま説明しました医療機能の拡

充等による人件費の増を収支計画に入れているものです。次の「医療機

能拡充に伴う材料費の増」は手術室増設や産科セミオープンシステムの

開始等による増額分を見込んでいます。次の「材料費削減分」は左側の

取組項目「⑥費用縮減に関する取組」の「ア．材料費の縮減」による減額

分を見込んでいるものです。次の「経費の増」については、手術室の増設

及び医療機能拡大に伴う臨時職員と後期研修医増員分を見込んだもの

です。次の「減価償却費の増」はその下のエネルギーセンターの更新等

の機能の拡張に伴うものを収支計画上見込んでいるものです。今後、施

設整備の検討に伴いまして大きな見直しも出てくると思いますが、計画策

定時の考え方を説明させていただきました。説明は以上でございます。 

はい、ありがとうございました。 

計画を作った時にどんな収益増が見込まれるかということを中心に説

明をしていただきました。委員の皆様、何かご質問がございましたらお願

いしたいと思います。 

これは次の「平成 24 年度の上半期の状況」と関連させて議論した方が

良いかと思いますが、基本的に昨年度の「あり方検討委員会」で一番大き

かったのが定員を増やすということでした。看護師数を増やせるような体

制にすることをかなり言って、市役所としても歴史にないレベルの職員定

数増が起きたはずですし、その成果が半年で相当出てきているようにも見
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（阿部委員長） 

（落合委員） 

（村山院長） 

（落合委員） 

（村山院長） 

（落合委員） 

（村山院長） 

えています。その辺も、収益の上半期の状況を踏まえて議論した方が良

いと思います。 

ただいま伊関委員からアドバイスが出ましたのでそのようにさせていた

だきます。ひとつお聞きしたいのですが、落合委員のところは公立病院と

は少し違う立場でこういった計画をやられていると思いますが、それに対

してご意見はありますでしょうか。 

考え方はよく似ていると思いますが、決定的に違うのは増員というのは

私達にはそう簡単にはできないのです。後期研修医の増員分はどうやっ

ているのですか。 

後期研修医は非常勤職員にしていますので、それは比較的簡単に増

員できます。 

施策によって収入が増えるというのは分かるのですが、必ず人員が必

要になり、その分の人件費を考えると収支がプラスにはならないのではな

いかというのが私の実感なのですが、施策に見合った増員を行って、収支

が補えるのは素晴らしいというのが正直なところです。どうしてそれができ

るかを教えていただきたいです。 

落合委員の病院と違いまして、この市立病院では、圧倒的に医師の数

が少ないです。550 床で常勤の医者が 87 名で、常勤の医者プラス研修医

ということでは 100 人を超える程度です。 

医師はそれで分かりますが、この病院では看護師は公務員ですよね。

その看護師について、去年頑張って増員できるようにしたとのことです

が、今の時代に公務員としてそんなに人数を増やせるのかなというのが

素朴な疑問です。 

市立病院においても人員を増やすには、なかなか大変なプロセスがあ

るのですが、なんとか増やしていただいたというところです。そもそも、医

師も看護師も、それから放射線技師などコメディカルの方々もこの周辺の

病院に比べますと人数が足りていないと思います。それはなぜかと考えて

みますと、この病院がそもそも結核療養所としてスタートしましたので、そ

の時点で医師や他の医療従事者の定数も少なめに設定されていたので

はないかと思います。それで何十年にもわたって増員はしてきましたけれ

ども、やはりまだまだ少ないです。医者の数に関しましては恐らく常勤の

医師と後期研修医を合わせた数が今 110 名ぐらいですが、常勤の医師が
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（窪地副院長） 

（阿部委員長） 

100 名とか 110 名を超えてきますと、恐らくその時点で収入と支出の損益

分岐点になってくるのではないかと思います。現時点では、まだまだ損益

分岐点にいきませんので、医師を増やすことができれば、収益が上がって

いくのではないかと思っております。 

今、看護師の増員のことを言われていましたが、看護師を増員すること

の経営上の意義は、採算部門と言いますか、ＧＣＵ管理料が取れていな

かったのが取れるようになったとか、手術室の 1 室増によって手術件数が

増えるための増員とか、7 対 1 看護体制をもう少し安定させることにあり、

まだ目に見えるところに投資ができているということは言えるのではない

かと思っています。 

はい、ありがとうございました。 

職員の増員は病院経営の増収あるいは支出の面でも非常に大きな要

素になるかと思います。落合委員、非常に貴重なご意見ありがとうござい

ます。 

(3)さいたま市

立病院の上半期

の状況について

①平成24年度上

半期の状況 

（阿部委員長）

（吉原財務課長）

では、次のさいたま市立病院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。 

はい。それでは議事の(3)「さいたま市立病院の上半期の状況につ

いて」をご説明いたします。資料 3-1「平成 24 年度上半期の状況」

をご覧いただきたいと思います。まず上段の表でございますが、こち

らがさいたま市立病院の平成 24 年度上半期における収益的収支の執

行状況でございます。下段の表は同じく上半期の主要な経営指標とな

っております。 

それではまず上段の収益的収支の執行状況からご説明いたします。

表の構成としましては、左側の区分欄につきましては、上から経常経

費の収入支出の科目、経常損益がありまして、さらに特別損益、純損

益と続いております。そして区分欄の右に前年度の上半期、それから

24年度の上半期の執行額を 100万円単位でそれぞれ記載しています。

一番右端でございますが、参考に中期経営計画の平成 24 年度計画目

標値を年間分で記載しております。なお、区分欄の収入の「うち他会

計負担金」と「他会計負担金・補助金」、支出の「減価償却費」につ

きましては、通常、年度末の 3月に執行額を計上しており、また、支



18 

出の部で職員給与費につきましては年 2回 6月と 12 月に賞与があり

ますが、こちらも月によって執行額に差がありまして、影響が大きい

ことから平成 23 年度の決算額と平成 24 年度の予算額をそれぞれ 12

か月で割って月平均の 6か月分を記載しております。 

それでは平成 24 年度の上半期の見込みについての説明に入りたい

と思います。 

区分欄の収入「1.医業収益」の欄でございますが、こちらが 63 億

7,000 万円で、内訳につきましては「（1）入院収入」が 48 億 400 万

円、「（2）外来収入」が 13 億 2,400 万円、また「（3）その他」は 2億

4,200 万円で、主に室料差額収益等 3,600 万円、他会計負担金としま

して 1億 5,200 万円が一般会計からの繰入金となります。 

次に「2.医業外収益」ですが、5億 4,300 万円で、内訳といたしま

しては一般会計からの繰入金、「（1）他会計負担金・補助金」で 4億

9,300 万円。「（2）国（県）補助金」ですが、こちらは入金額がござ

いません。「（3）その他」が 5,000 万円で、主に民間借り上げ住宅で

医師宿舎の使用料1,189万円や行政財産の使用料2,010万円等となっ

ています。これら医業収益と医業外収益の合計となる経常収益といた

しましては、69 億 1,300 万円となっているところであります。 

次に支出ですが、「1.医業費用」をご覧いただきたいと思います。

医業費用につきましては64億8,600万円で、内訳といたしまして「（1）

職員給与費」が 31 億 7,600 万円、「（2）材料費」が 15 億 5,700 万円、

「（3）経費」が 15 億 1,300 万円、「（4）減価償却費」が 2億 3,600 万

円、「（5）その他」が 400 万円となっておりまして、こちらは研究・

研修費等となっております。 

次に「2.医業外費用」をご覧ください。医業外費用といたしまして

は7,100万円でございまして、内訳は企業債の支払利息等2,500万円、

「（2）その他」につきましては 4,600 万円で、内訳としましては職員

宿舎費の 3,004 万円。それから、院内託児費の 1,546 万円等となって

おります。 

医業費用と医業外費用の合計となる経常費用は 65 億 5,700 万円と

なっております。そこで経常収益から経常費用を差し引きました経常

損益といたしましては 3億 5,600 万円となっております。 

次に特別損益になりますが、上半期の執行はございません。従いま

して経常損益と特別損益の合計である純損益につきましては、経常損

益と同額であります 3億 5,600 万円となっております。 

前年度との比較になりますが、経常収益につきましては、対前年度

の比較としましては 4億 6,200 万円ほどの増額となっておりまして、

このうち主なものとして入院収益が4億1,600万円の増額となってお

ります。その入院収益の増額の主な要因は、まず一番目といたしまし
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ては医療機関別係数でございますが、23 年度は 1.2305 点でしたが、

24 年度は 9月時点で 1.3251 点と 0.0946 点の増点となりまして、1億

6,333 万円の増収効果がありました。それから無菌治療室の管理加算

としまして 2,124 万円、新生児治療回復室入院医療管理料が 4,822 万

円の増となっております。また入院患者 1人 1日当たりの収入につき

ましても前年比 4,120 円の増で 59,127 円となっており、上期の収入

の押上げの原因の一つと考えております。 

一方、経常費用でございますが、こちらにつきましては 2億 8,300

万円が前年度と比較して増額になっております。主な要因でございま

すが、まずは給与費の 1億 6,200 万円と材料費で 8,000 万円となって

おり、収益増に伴う健全な費用の増額と考えております。 

続きまして、下段の主要経営指標について説明をいたします。まず

表の左側にある区分欄でございますけれども、中期経営計画に記載し

ている主な指標で上半期の執行状況を把握するために必要なものを

掲げております。区分欄右側には前年度上半期、それから 24 年度上

半期（見込）、参考といたしまして中期経営計画 24 年度目標値となっ

ています。 

まず表の左側の一番上の手術件数は、24 年度上半期（見込）は 2,039

件となっております。平成 24 年の 1月にこの手術室を一室増室した

ところでありまして、対前年度で 187 件増となっております。 

次にその下の救急搬送件数ですが、こちらは 3,094 件。対前年度で

265件の減となっております。救急搬送件数につきましては減ですが、

救急患者全体数で見ますと昨年とほぼ同数の 9,442 人となっており

ます。 

続いて平均在院日数ですが、13.0 日で対前年度と同じ日数となっ

ております。 

一般病床利用率は、82.2％で延べ患者数が 1,574 人増えたことによ

り対前年度で 1.6％の改善となりました。 

それから一日平均外来患者数ですが、984.6 人で対前年度で 6.2 人

の減となっています。地域医療機関との連携や診療の予約制が定着し

てきた結果と考えております。 

続いて右上の医業収支比率ですが、こちらが 98.2％となっており、

対前年度で 3.7％の改善とされております。先ほどの収益的収支で説

明いたしましたが、主に入院収益が増加したことによるものと考えて

おります。 

同様に経常収支比率でございますが、105.4％となり対前年度で

2.6％の改善となっております。 

またその下の職員給与費対医業収益比率は 49.9％で対前年度より

1.6％の改善。それから材料費対医業収益比率につきましても24.4％、
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（阿部委員長）

（伊関委員） 

（阿部委員長）

対前年度で 0.8％の改善となりました。入院患者一人一日当たり、い

わゆる一日当たりの入院単価につきましては 59,127 円で、入院収入

の増加もあり、対前年度 4,120 円の増加となっております。 

外来患者一人一日当たり収入、いわゆる一日当たりの外来単価は

10,759 円で対前年度とほぼ同じとなっております。 

以上のことから上半期の主な状況としましては、収益的収支の純利

益 3億 5,600 万円と対前年度で 1億 6,100 万円の増額となっており、

順調に収益を伸ばしております。また職員給与費の対医業収益比率

や、材料費対医業収益比率につきましても対前年度より低くなって改

善をしているところであり、健全な経営を確保していると考えており

ます。その一方で救急搬送件数や一般病床利用率が低くなっていると

いう課題もあり、中期経営計画の目標を下回る恐れがありますので、

今後とも注意してまいりたいと考えております。 

平成 24 年度上半期の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 24 年度上半期の状況では順調

に収益が伸びているというご報告がございました。委員の皆様でご質

問ございますか。 

精神力で病院が頑張ったから収益が上がったのではないというこ

とを市民の皆さんに議事録を通じて訴えたいと思います。やはり職員

を増やさないと、医療は人が行うことで収益が出るものなのですが、

今まではその点をすごく抑えていました。人事課が職員定数という縛

りをかけてなかなか増えませんでした。それが、定数が増え、収益が

上がる部分に人員を増やすことで収益増となった面があります。今ま

でのＤＰＣの係数が上がったというところは職員の努力の反映です

が、人を雇うということで収益が上がった面があると見ています。 

逆に救急搬送件数が伸びていないという話ですが、これは救急の医

師数が増えておらず、ぎりぎりの状態でこれ以上受けろと言っても無

理な話です。例えば、救急の部屋は非常に狭いです。だから建物を建

て直して救急のスペースを大きくし、きちんと救急の医師を増やす必

要があります。そういう改善があって初めて件数が増えてくるのです

が、精神論でこれ以上増やせといったような議論が自治体病院ではど

うしてもまかり通りやすいので、その点は住民の皆さんに是非理解し

ていただきたいと思います。必要な投資の結果としての収益は甘くて

はいけないのですが、さいたま市の場合はきちんとやっているので、

その増員の結果が反映したのではないかと見ております。 

はい、ありがとうございます。他に何かご意見ございますか。 
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（冨田委員） 

（阿部委員長）

（秋月委員） 

上半期を見ますと、総務省が自治体病院の経営の良い病院を表彰し

たところと同じくらい良いのではと思いました。素晴らしいと思った

のが、人を増員して入院収益が 1割近く上がっており、それでいて職

員の給与費比率が下がっているということです。49．9％はすごく低

いですね。自治体病院としては異常なくらい低い比率で、頑張られた

というよりも非常に投資効率がよかったということだと思います。で

すから、今後、伊関委員がおっしゃったようなことが必要だと思いま

す。少し気になったのが、外来の単価があまり高くないようですね。

先ほどお話にあったような救急搬送などの数の目標が多いのです

が、例えば病床利用率 85％が本当に良いのか、あるいは救急搬送人

数が 6,800 件という目標設定が良いのか悪いのかという話になって

くるのだと思います。むしろ、外来数を増やすよりは減らして単価を

上げたほうが良く、そのために地域医療連携を強化する。そういった

目標の立て方へと修正が必要になってくると思われます。 

それともう一点は、コストを見てみますと、費用縮減に対する取組

が計画の中の取組にあって、この中に材料費の削減と書いてありま

す。材料費は今後、消費税の増税も検討して全体的に見直しが絶対に

必要だと思いますが、経営指標を見てみますと、収入対材料費の比率

が上がっていないということは、材料費はそんなに変わっていないと

いうことです。むしろ、今後考えられるのは、建替えを予定している

のであれば、何年か先には減価償却費や支払利息といった固定費が上

がってきますので、この固定費をどのように下げていくかが課題だと

思います。人件費を下げると言っているのではなくて、黒字で経営の

良い病院を見ていますが、この市立病院は若干経費が高いかなと見て

います。これは、もしかしたら人員を削減した分が委託費になってい

るのかもしれませんし、その他の修繕費などが大きいのかもしれませ

ん。中身が少し分かりませんが、経費の対医業収支比率は 23％くら

いになると思うので、固定費の見直しをもう少しした方が良いのでは

ないでしょうか。あとはかなり健全だと思います。 

 はい、ありがとうございました。他に何かございますか。 

私の意見は少し違います。経営が良いのは、職員が一生懸命働いて

収益を上げているからというのはそのとおりだと思いますが、さいた

ま市立病院は公立病院の中で減価償却費が極めて低いです。これがな

んといっても経営を良くしています。減価償却費が今後、新しい建物

を建てる上でどのように影響するのか、予め計算をなさっているとは

思いますが、それが大きいと思います。経費の委託費については、だ
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（村山院長） 

（秋月委員） 

（阿部委員長）

いたいこちらの病院が年間 12 億ぐらいですよね。そうしますと病床

規模からいくと、公立病院としては、委託費はむしろ低めだと思いま

す。さいたま市はどのくらいか知りませんが、恐らく最低賃金などの

優位性が働いていると思います。それから外来診療単価ですが、これ

は外来で透析をなさっているわけですよね。 

当院ではやっておりません。 

やっていないのですか。それでは、公立病院として外来単価は決し

て低い方ではないです。私としましては、ぜひ良識的な外来診療を今

までどおりやっていただきたいと切にお願いいたします。 

ただ一つだけ考えていただきたいのが、救急車の台数を目標とする

よりも、公立病院なのですから市民の立場としますと、拒否率ゼロを

目標にしてほしいです。以前にもお話ししましたが、私は土曜日午後

3時で眼科を受診しようとしたところ、東京都心でことごとく拒否さ

れました。私自身が患者でしたが、こんなに悲惨なことはありません。

前に数字をおたずねしたら確か 30％台でしたね。これは公立病院の

存在意義と直結しますから、ぜひお考えになっていただきたいと思い

ます。大変だというのは十分分かっていますが、よろしくお願いしま

す。 

はい、ありがとうございます。他にご意見はございますか。大変貴

重なご意見を伺わせていただきました。今後の参考にしていただけれ

ばと思います。 

②施設設備に関

する検討の状況

（阿部委員長）

（工藤庶務課長）

それでは次に進みたいと思います。 

「②施設設備に関する検討の状況について」ですが、事務局からご

説明をお願いします。 

それではお手元の資料 3－2「②施設整備に関する検討の状況につ

いて」をご覧ください。資料左上の「1.中期経営計画における施設更

新の位置づけ」でございますが、施設更新につきましては中期経営計

画期間中に今後取り組む改善項目の中で「医療機能・施設面の充実」

のひとつの項目として施設改修の検討を設定しております。資料には

中期経営計画の該当箇所の抜粋を載せてございます。計画期間中に取

り組む項目としましては、施設整備検討委員会を設けた施設整備の検

討と、老朽化が著しいエネルギーセンターの更新の 2項目を挙げてお
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ります。 

次に事業スケジュールでございますが、まず施設整備計画につきま

しては、本年度 24～25 年度にかけて基本構想、基本計画を策定し、

それに基づいて 26 年度、27 年度に設計を行い、28 年度より実際の施

工に入るというスケジュールを想定しております。ただし、発注方法

や施工計画により変更になる可能性もございます。 

 次にＥＳＣＯ・防災エネルギーセンターにつきましては、本年度

24 年度から 26 年度にかけて新エネルギーセンターの設置を行い、27

年度から稼働するスケジュールとなっております。 

資料右側をご覧ください。計画期間中に取り組む項目である施設整

備検討委員会とエネルギーセンターの更新について載せてございま

す。初めに①「さいたま市立病院施設整備検討委員会について」でご

ざいますが、施設整備の検討を行い、施設整備基本構想・基本計画を

作成するために、「さいたま市立病院施設整備検討委員会」を平成 24

年 8 月 2 日に設置いたしました。委員につきまして 12 名の委員で組

織しており、委員の構成については別紙に添付させていただいており

ます。本日の経営評価委員会の委員でもございます冨田委員、伊関委

員にも参画していただいております。 

 委員会の役割といたしましては、病院の機能等の基本的な方針、さ

いたま市立病院施設整備基本構想・基本計画（素案）に対して助言を

いただくものです。委員会の開催日程でございますが、全 4回開催を

予定しており、これまで 3回は終了いたしました。最終回である第 4

回を 3月に開催する予定となっております。最終回では施設整備基本

構想・基本計画（素案）についてご助言をいただき、それを踏まえて

市立病院で整備に関する計画案を作成し、さいたま市で決定すること

になります。 

次に②「市立病院ＥＳＣＯ・防災エネルギーセンター更新事業につ

いて」でございますが、老朽化したエネルギーセンターの更新に当た

り、熱源等の設備の改修に関して民間のノウハウを活用し、省エネル

ギー改修を行うことによりＣＯ２や光熱水費の削減を実現するＥＳＣ

Ｏ事業を導入しながら更新する計画となっております。さらに震災以

降災害拠点病院として特に安心安全に配慮した計画が求められるた

め、防災面の機能についても強化する計画となっております。（1）本

事業のポイントでございますが、防災面につきまして躯体の耐震強度

の増強や、電源引き込みの 2回線化などを盛り込んでおります。省エ

ネ面については平成 22 年度に実施したＥＳＣＯ導入可能性調査にお

いてＣＯ2は 18．6％削減、光熱水費は年間約 4,400 万円の削減とい

う試算が出ているため、事業化したものでございます。 

次に（2）事業スケジュールでございますが、平成 24 年度に公募に
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（阿部委員長）

（秋月委員） 

より事業者を決定し、26 年度末までに工事を終え、平成 27 年度から

稼働するスケジュールになっております。現在の進捗状況でございま

すが、事業者を公募し、外部有識者を交えた「市立病院ＥＳＣＯ提案

評価委員会」の評価をもとに昨年 12 月に最優秀提案者を決定し、現

在提案事業者との契約締結に向け事業を進めているところでござい

ます。以上報告をさせていただきます。 

はい、ありがとうございました。ただいま施設の整備の検討状況に

ついてご報告をいただきました。秋月委員はこういった施設整備や計

画など実際に病院を運営されているお立場からいろいろな経験をお

持ちだと思いますが、何かアドバイスがありましたらよろしくお願い

します。 

経験談がないかというお話ですが、私自身は実際に今の職についた

時には全てが決まっていましたので、事務職や医療従事者からヒアリ

ングしたお話ししかできません。従ってあまり整理されていなくて恐

縮ですが、いずれにしても職員に指摘された、そのままの話しかでき

ませんのでご容赦いただきたいと思います。 

まず一番目は、工事に関する不確定要素についてです。土壌汚染等

の不確定要素があることを認識しておく。費用や工期に影響を与える

ので、むしろ見込んでおいたほうが良いです。実は今、私どもの井田

病院では建替えをしておりますが、鉛とかフッ素の土壌汚染により、

より詳細な調査をするための追加費用、それから汚染対策工事費用が

必要となりました。調査費用と汚染対策工事費用で数億円かかってい

ます。これは全く想定していませんでした。 

それから二番目は環境への配慮です。市立病院としてＥＳＣＯ事業

などを計画しているとのことですが、汚水利用、太陽光パネル等環境

に配慮した病院づくりが求められることもあると思うので、その場合

には政策面と費用面での折り合いを図る必要があります。どういうこ

とかと申しますと、エネルギー化に対する市役所の本庁の方針です

ね。病院だけではなく、さいたま市全体としてどのように考えていら

っしゃるのか、それを確認しておく必要があるのではないかと思いま

す。 

それから駐車場の問題です。これが今、井田病院で大きな問題にな

っていまして、だいたい駐車台数が完成時の2分の1になっています。

患者さんからクレームが多く、周囲に駐車場を借りているのですが、

いろいろな問題で十分に確保できていないということがあります。 

川崎市の場合、我々市立病院の一番の問題なのですが、現地での建

替えとなると、診療をやりながらその場所で建替えています。例えば、
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さいたま市立病院でしたら駐車場の方に新棟を建てれば費用の問題

もないかと思いますが、私の病院の一つは、東京タワーの足のように、

またいで建物を建てざるを得ないために、1㎡当たりの建築単価が 69

万 7,000 円です。全国で最も高い病院の建築費だそうです。建物の建

築費が高くなる原因ですが、公立病院ですから地元産業の育成も求め

られ、分割発注や市内業者をできるだけ優先することも当然なのかも

しれませんが、どうしても単価が高くなります。今、建築している井

田病院が 1㎡当たり約 45 万円ですが、川向こうの公的病院が 1㎡当

たり約 28 万円と聞いていますから、その建築費の差が問題となりま

す。 

それから災害対策ですね。ヘリポートや自家発電はもちろん必須で

す。井田病院は、電気については詳しいことは分かりませんが、上水

に関しては 2系統引込みにしているそうです。災害が起きた場合に、

さいたま市立病院の果たすべき役割は何か。市全体の役割、それから

その中でさいたま市立病院がどういう役割を果たすかを明確にした

上で、設計した方がよろしいのではないかと思います。あとは都市計

画との整合性もぜひお考えになった方が良いと思います。 

また、震災による工期の遅れに対する業者への工事費の支払いをど

うするかも重要です。国土交通省の方で共通の標準約款か何かがある

のでしょうか。実は井田病院は、東日本大震災の影響でエレベーター

資材が入ってこなくてその分工期が遅れました。工期が遅れた分だけ

病棟部門の引っ越しが遅れますが、できるだけ患者さんに影響しない

ように配慮すると引っ越しの日は限られます。そのためにどのくらい

遅れたかというと、5.5 か月分遅れました。それに対して業者の方か

ら工事の遅れによる工事費の増額を求められています。だから災害が

起きた場合にはどうするのか前もって話し合いをしたほうがよろし

いのではないか思います。 

それから放射線管理区域の問題です。医療従事者や事務方は放射線

も専門だからということで業者に任せておりました。ところが、でき

上がった時に川崎市内の医療法上の許認可権限を持つ地域医療課の

チェックを受ける必要があり、その時に、ドアの下に隙間があったり、

壁がザラザラしているので認められないという話になりました。一

方、業者の方は他の自治体病院ではこれで審査は通過しているのだと

主張します。結局業者の方でやり直しということになりました。 

あとは、こちらの病院は地盤だとか浸水の問題で川から水があふれ

ることはないですよね。実は川崎病院は津波で最大 50 ㎝くらいまで

浸水する可能性があると言われております。自家発電が地下に置いて

あるので、今からそれを上に上げるとなると数億円かかるということ

です。それで困っています。それから建物の構造と医療機器について、
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これも建築業者は専門だからと思っていましたが、医療機械を新しく

したら入口のドアから入らない。これも工事をやり直しました。だか

らくれぐれも建築業者と医療機械の会社のきっちりした連絡体制を

病院が仲介を取ってやるべきです。今までの古い機械だったら入る

が、新しい機械は入らなくなります。 

それとこれは恥ずかしい話で、私自身が犯人の一人かもしれません

が、どうしても医療従事者はいい機械を入れたがります。現場で働く

看護師さんもいいタイルを使いたがります。これは当然ですね。とこ

ろが後からの設計変更は非常に高くつきます。 

さいたま市立病院の場合はないと思いますが、病院の床面積は分捕

り合戦になり、でき上がると必要でないところに巨大なスペースが出

てしまうといったことになります。私は医師だから言うわけではない

のですが、今後の高齢化の進行を考えると医局はできるだけ広く取っ

ておいた方が良いでしょう。それと図書室も広く面積を取っておくべ

きだと思います。川崎病院では、医師の想定数がだいたい最大で研修

医を入れて 120 人くらいだったのですが、今は 200 人だから悲惨な状

況です。ぜひ、これはお考えいただきたいと思います。 

それと、病院の建築は病院の理念にそった設計でおやりください。

加えて、改築担当の組織づくりも重要です。特に事務方は人事異動

がございます。医療従事者も動きます。人が異動した後でもきっちり

話が伝わるような組織づくりを考える必要があります。これは相当大

きな問題で今でも後を引いています。 

それから、時間の重要性・体制づくりをよく考えていただきたいと

いう意見もありました。設計業者から作業内容とかマスタースケジュ

ールを作成させ、進捗状態を徹底させないといろいろな方面に影響が

出ます。任せっきりにしてはいけないということです。 

それから設計段階や建築の途中で職員とのヒアリングがあります

が、これも議事録をきちんと残した方が良いです。後からいろいろな

問題で言った、言わないという問題が出ます。 

また、何と言っても先を見た病院づくりをする必要があります。変

更しやすい構造を考えていただきたいです。 

続いて、消費税の問題です。さいたま市立病院の建替えでもちょう

ど影響がありますね。実は井田病院もどうにかして消費税が上がる前

の 5％の段階で建替えをやろうとしたのですが、設計の方はクリアで

きそうだけれども、建築に関しては 8％払わざるを得ないという状況

です。 

あとはＰＦＩをうまく利用できないか検討しても良いかと思いま

す。もっとも、ＰＦＩも失敗したケースが多くありますので注意が必

要です。 



27 

（阿部委員長）

（落合委員） 

終わりになりますが、先ほどの 2系統引込みに関して「病院設備」

という雑誌の今年の 1月号に医療福祉施設の水の安全ということで、

建築中の井田病院のことが書いてありました。2ページぐらいですが、

後ほどご覧になってください。 

ありがとうございました。落合委員にも同じ立場から何かアドバイ

スをいただければと思いますので、よろしくお願いします。 

今の建物を建てた時の経験からということですが、私もそれに関わ

ってはいないのです。それで、その時に関わった人達のコンセプトを

書いたものを持ってきたので、後で読んでいただければと思います。

今、秋月委員からのお話にもありましたけれども、私も感じること

は、病院の理念があってその理念にそった建築物にしないと、見て美

しいというか、主張のできる建物にならないのではないかと思いま

す。 

私の病院は既に建ってから 11 年～12 年近くなりますが、現在工事

を 5か所でやっています。今の時代、病院は、建築から 10 年経つと

かなりの部分に手を入れなくてはならなくなるということにご注意

いただきたいと思います。病棟と外来の機能分化やＤＰＣが今後どう

なっていくのか。先ほど冨田委員は外来を減らしてと言われました

が、できるかどうかということに関係なく、外来でやるような業務が

ものすごく増えてきています。入院のための患者さんへの説明だと

か、退院のための患者さんへの説明だとか、いろいろなことを全て外

来でやらなくてはいけないというようなことが多い。だからそういう

機能をよくよく考えなければいけないと思います。 

それから私はいろいろな病院の見学もさせてもらいましたが、病院

を作る時に思うのは、職員用の中廊下を優しくするということです。

患者さんに親切な廊下にして、職員の廊下が狭いというのは話になり

ません。部屋と部屋の間を狭くして、そこにパソコンを置いて、職員

が脇をすり抜けるようになってしまってはどうにもならないので、そ

こはぜひ気を付けていただければと思います。 

それと、先ほどの秋月委員の意見にもありましたが、将来大きなも

のの配置を変える可能性があります。例えばＭＲＩを入れ替えると

か、ＣＴを入れ替えるといった時に、重機が入らないと入れ替えられ

ないということがありますが、後でそれを入れ替えようと思ったら玄

関を造り直さないと機器が入らないといったようなこともあります。

それから免震とか耐震設計では、1か所に大きなものを入れてしま

った時に、それを反対側に移そうと思うとバランスが狂うのでそれは

できないということもあります。 
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（阿部委員長）

余裕があれば、例えば 3台機器が入っている部屋があれば、部屋を

四つ作っておいて、そのうちの三つの部屋に機器を入れて一つは倉庫

に空けておく。そして入れ替える時にはその倉庫に機器を入れ、空い

たところを倉庫にするといったような設計にしないと、機器を入れ替

えるために数か月業務を停止しなければならない事態が起きかねま

せん。 

それから私達のような病院の経験からいきますと、いろいろなもの

を一度に新しくすると、10 年後には減価償却が終わり、全部の機器

を入れ替えなくてはいけないといったことが起きるので、傾斜配分が

やはり必要なのかなと思っています。 

これからさいたま市がどうなるか分からないですが、パートの方と

か派遣の方とかそういう人をたくさん使いながら仕事をしているこ

とをもし考えるならば、そういう人たちが働く場所が病院の地下だっ

たりするのは、これからの時代には相応しくないのではないかと思い

ます。せっかく景色の良いところですから、そういった人達があそこ

の病院で働くと気持ちが良いと言ってくれるような病院づくりが、こ

れから人を増やす方法なのではないかと私なりには思っています。 

今なぜ作り変えなければいけなくなったのかという点は多々あり

ますが、この 12 年の間で随分変わりました。外来も新しい科を作ら

なければいけなくなってブースの数が足りないとか、そういうことが

起きます。それから疾病構造も随分変わって、お年寄りが多くなると

か、これからこの病院はどういう方を診ていくかで様々なことが変わ

るのだろうと思います。平均在院日数をどんどん減らすことで生き残

れるのか。そうではないのかというところの読みは非常に難しいと思

いますが、本当に平均在院日数を少なくしていけるなら、患者さんの

アメニティを考えるよりは職員のアメニティを考えたほうが良い病

院になるし、そうでなければ患者さんのアメニティもやはり考えなけ

ればいけません。お風呂にするのかシャワーにするのか、そういうと

ころが病院の理念、コンセプトで随分変わるから気を付けなければい

けないと思っています。 

 大変貴重なお話を伺うことができたと思います。参考にしていただ

ければと思います。他に何かご意見ございますか。 

無いようでございますね。 

３ その他 

（阿部委員長） それでは「その他」になりますが、事務局から何かございましたら

お願いいたします。 



29 

（大畑病院経営企画課長）

（落合委員） 

（阿部委員長）

（大畑病院経営企画課長）

はい。本日はありがとうございました。次回会議は来年度となりま

すが、委員の皆様には来年度も引き続きよろしくお願いいたします。

すみません。最後に一つ付け加えさせて下さい。 

ぜひ考えていただきたいことは空調です。病院の建物における空調

を確立できている建築会社はまだ無いと思っています。電子カルテや

モニターなど、病院の中は熱源ばかりです。それで春夏秋冬きちんと

対応できる空調というのは本当に難しいと思います。病院の中に衝立

があるだけで廊下と中では温度がまるで違ってしまうという環境が

作られてしまうので、これを上手くやるのは本当に大変です。 

それから省エネということを考えたときに、例えばこの電気のスイ

ッチを一つつければ、ここで仕事ができるようになっているのか、ス

イッチをつけると部屋全部に電気がついてしまうのかということを

考えて作らないと不便が生じます。一つスイッチをつけると、フロア

の片側だけがすべて電気がついてしまうといったことがあちこちで

起きますので、そういうところは本当に細かく関わる必要があると思

います。 

ありがとうございます。 

ありがとうございます。来年度 1回目の会議では、いよいよ計画の

実績評価を行っていただくため、病院の内部評価の報告をさせていた

だくことになります。時期といたしましては 7月から 8月頃を予定し

ておりますが、また後日調整をさせていただきたいと思います。事務

局からは以上でございます。 

4 閉会 

（阿部委員長） それではよろしいでしょうか。本日の議事は以上をもちまして全て

終了いたしました。皆様方にはご協力いただき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。 


