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第 3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 8 月 8 日（木） 14 時 30 分～17 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代表 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

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 

麻生理事兼経営部長、松澤経営部次長 

（庶務課）工藤参事兼課長、三好総務係長、峰岸施設管理係長、 

     今井主任 

（財務課）吉原課長、中川課長補佐兼用度係長、田中財務企画係長、

吉田主任、佐久間主事 

（医事課）中村課長、貝吹課長補佐兼医事係長、渋谷医療相談係長、

廣瀬主事 

市立病院診療部  

（薬剤科） 福田薬剤科長 

保健部 

（地域医療課）海老名課長 

会議次第 １ 開 会 

２ 議 事 

  中期経営計画の達成状況に対する評価について 

３ その他 

４ 閉 会 

配付資料 ・資料  中期経営計画の達成状況に対する評価について 

・参考  中期経営計画の達成状況に対する評価方法について 
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配布資料の確認等

（吉原財務課長） それでは、皆様おそろいになりましたので、第３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。 

まず初めに、資料の確認でございますが、本日机にお配りしております

配席図、それと事前に郵送にて送付させていただきました資料といたしま

して「次第」、それと「中期経営計画の達成状況に対する評価について」、

それと右上に参考と入っております「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。お手元に資料のない方、不足されてい

る方はいらっしゃいますでしょうか。 

特にないようでございますので、それでは先に進みたいと思いますが、

まず本日の傍聴者はございません。 

また、前回同様、本委員会の開催風景のほうを撮影させていただく場

合がございますので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。 

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） それでは、第３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、ご多忙のところ、ご出席をいただきまして誠

にありがとうございます。 

本日は、市立病院の中期経営計画の達成状況に対する評価を行うと

いうことになっておりますので、委員の皆様にはご協力をよろしくお願いい

たします。 

２ 議事 

中期経営計画の

達成状況に対す

る評価について 

【評価方法の確認】

（阿部委員長） 

（吉原財務課長） 

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ということにな

っております。 

まず、この評価方法の確認を行いたいと思います。 

事務局より説明をお願いいたします。 

それでは、中期経営計画の達成状況に対する評価方法についてという

ことで事務局より説明させていただきます。 

まず、お手元の右に参考と記してあります「中期経営計画の達成状況

に対する評価方法について」をご覧いただきたいと思います。こちらは、
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平成 25 年１月に開催いたしました、第２回の委員会で決定した評価方法

の資料となっております。まず、１ページでございますが、こちらの図は評

価の流れとなっておりまして、本委員会の審議対象となる項目は資料の

中央の中期経営計画の方向性実現に向けた取組と、収支計画・経営指

標となっております。 

  中央上段の方向性実現に向けた取組の下をご覧いただきたいと思い

ます。方向性実現に向けた取組は、中期経営計画に記載している小項目

ごとに市立病院が５段階で内部評価を行い、その結果を説明いたします。

市立病院が行った小項目ごとの評価を受け、委員会では、中期経営計画

の大項目である「医療機能、施設面の充実」、「患者サービスの向上」、

「病診連携の強化」、「業務改善に関する取組」、「収益確保に向けた取

組」、「費用縮減に関する取組」、「経営管理体制の整備」、「職員の確保・

人材育成と適正配置」の以上の８つの大項目ごとに評価を行っていただく

ことになります。 

この大項目の評価に当たっては、病院が行った小項目の内部評価の

平均値で目安を設定し、これを基に委員会の評価を５段階で決定してい

ただくことになります。次に、収支計画・経営指標につきましては、収支計

画の達成状況と医業収支比率などの主要経営指標の実績値をご確認い

ただき、ご意見をお伺いしたいと思います。そして最後に、計画全体の進

捗状況について評価をいただくことになります。 

  続いて、２ページでございますが、評価方法について説明させていた

だきます。まず、①の内部評価として、市立病院が小項目ごとにｓからｄの

５段階で評価を行います。ｓにつきましては、中期経営計画の目標を大幅

に上回り、特にすぐれた成果が認められる場合、ａにつきましては、中期

経営計画の目標を達成または上回っているとして、実績値が目標値に対

して 100％以上の場合です。ｂにつきましては、中期経営計画の目標をお

おむね達成しているとして、実績値で目標値に対しまして 80％以上 100％

未満の場合でございます。ｃにつきましては、中期経営計画の目標を下回

っているとして、実績値については目標値の80％未満の場合です。ｄにつ

きましては、未着手または中期経営計画の目標を大幅に下回っている場

合で、実績値が目標値の 60％未満かつ取組の実施について重大な問題

が生じている場合などで評価をいたします。 

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

うに点数化いたしまして、８分野の大項目ごとに平均をとり、平均値より９

点以上の場合はＳ、６点以上９点未満の場合はＡというように、事務局が

ＳからＤまで委員会の評価の目安としてお示しいたします。次の③では、

②の平均値で出たＳからＤの結果を目安に委員会で評価を決定していた

だくことになります。 

３ページをご覧いただきたいと思います。評価基準ですが、市立病院が



4 

（阿部委員長）  

行う小項目の評価につきましては、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行できたかで判断す

る行動指標、それと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、委員会の皆様が小項目の評価の妥当性を判断できる

よう、評価理由を記載しております。委員の皆様には、この記載をもとに

評価を判断していただきたいと思います。なお、前年度までに完了しなけ

ればならない項目で完了できなかった項目がある場合につきましては、今

回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

ております。 

４ページから８ページにつきましては、ただいま説明しました評価方法

について記載例を示したものとなっております。 

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。 

ありがとうございました。前回のこの委員会で決定しました、評価の方

法についてご説明をいただきました。 

まず、方向性実現に向けた取組の評価項目、こちらの方を項目ごとに

評価をしていただきまして、次に収支計画・経営指標について委員の皆様

から意見を伺って、そして全体的な評価を行うという手順になっておりま

す。 

それでは、早速項目評価から行ってまいりたいと思います。評価は、大

項目の８項目でございますが、１つずつ説明をしていただき、説明が終わ

った時点で委員の皆様からご意見をいただきたいと思っております。時間

が限られておりますので、大体１項目当たり 10 分ぐらいかなと考えており

ますので、ご協力のほどよろしくお願いしたいと存じます。 

【項目評価】 

（阿部委員長）  

（吉原財務課長） 

それでは、１番目の「医療機能・施設面の充実」について事務局から説

明をお願いいたします。 

それでは、お手元の資料の「中期経営計画の達成状況に対する評価

について」の３ページになりますが、まずページの上部の大項目名、病院

評価平均値、平均値による評価、評価委員会の評価の欄がございます。

次に、中項目、小項目の表で、平成 24 年度の年度目標として、中期経営

計画上の目標と取組目標を記載し、その右に実績と取組内容、病院評価

と病院評価説明を記載しております。 

まず、大項目の「医療機能・施設面の充実」の中で、まず小項目になり

ます「（仮称）施設整備検討委員会の検討」になりますが、こちらにつきま

しては、当初の目標どおり、施設整備検討委員会の設置、開催及び施設

整備基本構想、基本計画に着手いたしましたが、計画の素案につきまし
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ては継続検討中であるため、ｂ評価としております。 

続きまして、小項目「エネルギーセンターの更新」になりますが、付帯工

事の一つである旧看護師寮の解体工事の発注が当初の予定よりも遅れ

たため、ｂ評価としております。 

次の小項目「ＳＰＥＣＴ装置（単フォトン放射断層撮影装置）の更新」と

「内視鏡機器の充実」につきましては、目標を達成しましたことから、ａ評

価としております。 

次に、資料の４ページになります。小項目「ＩＣＵ（特定集中治療室）の増

設」につきましては、ＩＣＵの１床増床に必要な看護師数を確保することが

できず、増床を行うことができなかったため、ｃ評価としております。なお、

増床できなかった１床につきましては 25 年度中に増床する予定でござい

ます。 

次の小項目「ＨＣＵ（ハイケアユニット）の整備」につきましては、目標を

達成しましたことから、ａ評価としております。 

また、小項目「手術室増設工事」につきましては、中期経営計画上、平

成 24 年度の取組が設定されておりませんことから、評価対象外となって

おります。 

次の小項目「ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）の充実」でございます

が、こちらは当初の予定よりも３床増床の運用開始が遅れたため、ｂ評価

としております。 

小項目「透析室の充実」でございますが、目標では、透析の実施日を拡

充し、機能強化を行う予定となっておりましたが、今後の施設整備の方向

性を見据えながら継続検討することとし、未着手となったため、ｄ評価とし

ております。 

続きまして、資料の５ページになりますが、小項目「食料の備蓄」につき

ましては、目標が検討試行となっているのに対し、平成 25 年度から災害

時専用の備蓄食料を１日分確保するための予算措置を図るなどの検討

にとどまったため、ｂ評価としております。 

次の小項目「災害用医療機器の整備」でございますが、災害時に必要

な備蓄用薬剤のリストアップは行ったものの、医療機器については、リス

トアップまで至らなかったため、ｃ評価としております。 

次の小項目「ＤＭＡＴチーム体制の充実」につきましては、目標を達成

いたしましたことから、ａ評価としております。 

以上、大項目の「医療機能・施設面の充実」につきましては、市立病院

の評価としましては、ａ評価が４事業、ｂ評価が４事業、ｃ評価が２事業、ｄ

評価が１事業で、病院の評価の平均値が、4.1 となりますことから、平均値

による評価はＢとしております。 

以上でございます。 
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（阿部委員長）  

（伊関委員）  

（阿部委員長）  

（小川副院長）  

（伊関委員）  

（小川副院長）  

（阿部委員長）  

ありがとうございました。 

今の市立病院の内部評価では、ａ評価が４つで、ｂ評価が４つ、ｃ評価

が２つ、ｄ評価が１つということで、平均値4.1で、評価はＢということでござ

います。 

委員の皆様に何かご質問、ご意見等ございましたらお願いしたいと思

います。 

病院のマネジメントにこういうやり方が合うのかという根本的な疑問もあ

るのですが、とにかくａをとれば良いかというと、そうでもない部分もあるの

だと思います。気になるのは、ＩＣＵの増床に必要な看護師数の雇用がで

きなかったということです。最近のさいたま市立病院の投資の状況はハイ

ピッチで進んでいるので、人員の雇用が追いつかない部分は確かにある

のだと思うのですけれども、これがずっと人が集まらないような状況なら

問題です。確実に解消できる見込みがあるのか、例えば、これから先の

病院の建替えも含めて積極的な投資をしていくべき時期だと思うのです

が、それに対して、一番のマンパワーである看護師の雇用確保につい

て、どの程度の見込みがあるか、看護師の雇用の状況についてご報告い

ただければありがたいのです。 

ＩＣＵの増設は、これは目標を達成していないということで、看護師の雇

用の問題があるようですが、この看護師の雇用についてはいかがでしょう

か。 

それでは、今のご質問に対してお答えしたいと思います。 

まず、平成24年度は看護師数が定数に満たなかったというのが大きな

原因だと思います。それで、中途採用を入れまして、現在は473人の定数

に対して 470 人まで増員していますので、ＩＣＵも今年度から１床増床して

稼働するように準備しております。 

これからまた定数が増えていくわけですよね。働きやすさだとか、さらに

看護学生さんに対するこの病院の魅力を高めて、できるだけスムーズに

良い人材が集まってくるように努力していただければと思います。 

ありがとうございます。もう一言申し上げますと、離職率が大分減りまし

て、平成 24 年度だと約７％で、新人はゼロという状況になっておりますの

で、これからもそれは努力をしていきたいと思っております。 

ありがとうございました。 

他に何かご意見ございますか。冨田委員、どうぞ。 
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（冨田委員）  

（阿部委員長）  

（落合委員）  

（阿部委員長）  

（落合委員）  

評価の方法について論じるわけではないのですが、大体ｓ、ａ、ｂ、ｃ、ｄ

という５段階の場合に、おおむね目標どおりというのがｂということであれ

ば、大体 100％近く目標を達成していないとおかしいのかなと思うので、ち

ょっと評点が甘いのかというところが１点あります。それと今回の評価は、

平成 24 年度に限るということですけれども、施設整備の場合は単年度で

済む問題ではないので、結果評価ではなくて、プロセス評価で、施設の再

整備に向けてどこまで進捗しているかというような評価をしてほしいと思い

ます。平成 24 年度は、施設整備検討委員会があって、再整備の計画が

できないのは当然ですので、今年度になった段階でその委員会の意見を

受けて、どこまでプロセスが進んでいるかという評価を入れてほしいと思

います。 

落合委員、どうぞ。 

評価方法は、こういう形でやろうと決めてスタートしたわけですから、仕

方ないと考えますが、病院評価説明という欄について、具体的に質問した

らお答えいただけるのかなと思うのです。そうしないと、このやり方に従っ

て最終評価をＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄと付ければ、別に我々がいなくても点数は

出るわけです。 

具体的な説明を受けたい例とすると、例えばＤＭＡＴチーム体制の充実

というのであれば、これはどの診療科の医師と看護師の方がいつの研修

に参加して、それでどういう資格を取ったのか、その医師が異動になった

ときには交代は誰にするかが決まったとかなどの形で言っていただけると

良いと思います。それからＳＰＥＣＴの装置更新というのがありましたが、こ

れは 24 年度に装置が更新された結果、症例が何件あって、順調に増え

ているとか、あるいは件数は変わっていないけれども、こうなったというよ

うな説明をしていただけると納得ができると思います。ＨＣＵも７床増床で

きた結果、例えば急患の受付具合や、断っている患者が減ったとか、ある

いは術後の手術等の帰室へ向けての流れがスムーズになったなど、機

能が実際に稼働しているということを言っていただけると良いと思うので

す。 

そうしますと、今の落合委員の指摘では、ＳＰＥＣＴ装置の更新のところ

や、ＨＣＵの整備、あるいはＤＭＡＴの体制充実の項目について、そのプロ

セス、あるいはその結果について詳しい内容と、今後の見通しなども含め

てもう少し説明をしていただきたいということでしょうか。 

形はできたということがこの説明になっているわけですが、それが実際
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（阿部委員長） 

（中村委員）  

（辻副院長）  

（伊関委員） 

（辻副院長）  

（阿部委員長）  

（伊関委員）  

に使われて、どうなったかという説明をしていただけると良いのかなと思い

ます。 

この評価について、何か他にもご質問がございましたらお願いしたいの

ですが、どうぞ。 

私は本当に素人でございますので、内容について大変に難しくて、一応

読ませていただいてきましたが、なかなか理解ができていない状態でござ

います。先ほど伊関委員さんがご質問なさった ICU１床増床を予定してい

たけれども、看護師が確保できなかったということについては、私もとても

気になっていたところです。せっかく増床という目的がありながらも、看護

師さんが見つからなかったためにｃ評価となってしまったということが本当

に残念だなと思っておりました。 

それと、透析室の機能強化でございますが、ここも今後の施設整備の

検討を見据えながら検討するとしてあるのですが、今年度は実現すると

良いなと思いますが、すごく厳しい評価ではないかなと感じています。 

あとは、災害拠点病院としての体制整備につきまして、ここで１日分の

備蓄ということが書かれておりますけれども、これは今後はもう少し増や

す計画ではないかと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。 

ただいまの災害時の食料と薬品の備蓄ということで計画を進めており

まして、当初は３日間ということで予算をお願いしたのですが、予算が厳し

く、各年１日ずつ、３年計画で３日間の食料と薬品を確保していく見通しで

ございます。 

 １年にどのぐらい費用がかかるのですか。 

食料で約450万円だと思います。それから、薬品で約150万円程度だと

思います。 

いろいろとご意見をいただきましたけれども、この院内の評価説明につ

きましては、少しまだ問題があるような感じがいたします。委員の皆様か

らいただいたご意見をもう一度検討させていただいて、再度この評価を調

整させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

要は医療の質だとか経営に関することについては、確実にマイナスに

はなっていないと思うので、分かりやすく情報を提供していただいた方が

良いのかなと思います。結果として、ａが多ければ、この病院の経営が良

いかどうかというのはまた別の話ですので、例えばＳＰＥＣＴ装置にして



9 

（吉原財務課長）

（阿部委員長）  

（吉原財務課長） 

（阿部委員長）  

も、これを更新したことについてどうなったのか、もっと良くするためにはど

うすればよいかなどのアドバイスが重要だと思うので、少し追加の記述を

していただいた方が良いのかなと思います。 

ただいまご指摘をいただきました、病院評価説明の部分につきまして

は、この事業をやったことによってどういうメリットが生まれたか、どういう

効果があったのかといった内容を具体的に書き込むようにしていきたいと

思います。 

それでは、次の「患者サービスの向上」について、事務局から説明をお

願いいたします。 

「患者サービスの向上」につきましてご説明いたします。資料の６ページ

になります。まず、「患者アンケート調査の反映」といたしまして、入院と外

来の満足度につきましては、目標を達成しておりますので、ａ評価としてお

ります。 

次の「市民公開講座の実施」につきましては、開催目標回数の目標が

年間 12 回となっているのに対しまして、平成 24 年度の開催回数が 10 回

であったため、ｂ評価としております。 

次の「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、目標を達成いたしましたことから、ａ評価としております。 

  次に、資料の７ページになります。小項目の「がんサロンの運営支援」

につきましては、目標を達成しておりますので、ａ評価といたしました。 

  次の小項目「クレジットカード払いの導入」につきましては、平成 25 年

度の導入に向けまして、カード会社の選定基準及び選定方法などにつき

まして、さらに検討を進めていく必要がありますことから、ｂ評価としており

ます。 

次の小項目「自動支払機の導入」につきましては、目標を上回り、自動

支払機の設置まで行うことができたため、ａ評価としております。 

次の小項目「コンビニエンスストア払いの導入検討」につきましては、導

入によるメリット、デメリットを検討したものの、導入自体には引き続き課

題の検討を要することから、ｂ評価としております。 

以上、「患者サービスの向上」につきましては、市立病院の評価として

は、ａ評価が５事業、ｂ評価が３事業、病院評価の平均値で 5.8 となります

ことから、平均値の評価はＢといたしております。 

  説明は以上でございます。 

ありがとうございました。 

患者サービスの向上の項目ですけれども、ご説明をいただきましたとお
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（伊関委員）  

（阿部委員長）  

（中村委員） 

（阿部委員長） 

（冨田委員）  

り、ａ評価が５つ、ｂ評価が３つということで、平均が 5.8 となり、かなりＡに

近いＢ評価でございます。これについてはいかがでしょうか。 

伊関委員、どうぞ。 

市民公開講座なのですけれども、10 回やって、延人数が 60 人というの

は、やはり少ないですね。そもそもここの病院は会議室が少ないですか

ら、外来のスペースで小規模スポット型の講演会をやったりするような事

例もありますし、地域に出前講座という方法もあります。これは別に看護

師だけではなくて、多職種の方々が病院の存在についてコミュニケーショ

ンをとることによってＰＲを行い、回数より延人数に着眼をしていくというこ

とは必要だと思います。 

また、ホームページがリニューアルされて以前より非常に良くなったの

ですが、コンテンツ的に見るとまだ前とそれほど大きく変わっていない部

分が多くあります。研修医募集の部分は充実してきていると思うのですけ

れども、それ以外の看護職員のコンテンツをもっと充実しても良いのでは

ないかと思います。看護師の仕事は非常に大変だと思うのですが、ホー

ムページを見た人に楽しそうだとか、働きがいのある病院というようなイメ

ージを持ってもらうことが重要です。医師、看護師は勤務先を選ぶときに

は、ホームページをチェックしますので、そういう視点でもぜひ充実してい

ただければなと思います。 

他にご意見ございますか。中村委員、どうぞ。 

私も伊関先生と同じような意見なのですが、確かにここまで来るのは遠

くて大変ですよね。ですから、お忙しくて大変でしょうけれども、浦和の新し

くできたコムナーレなどで講座を開いていただければ、ありがたいなと思

います。 

私は今、患者を抱えております。ですから、連れ添って今病院通いをし

ておりますが、家族に対するサービスと言いますか、家族が安心して患者

を病院に連れていけるような環境がないのです。私は三、四カ月病院に

通っているのですけれども、本当に付き添いは疲れます。 

下のほうにがんサロンのことが書いてあるのですけれども、これは家族

も含めたサロンですよね。 

 他にご意見のある方はいますか。冨田委員、どうぞ。 

大項目が「患者サービスの向上」ということなのですが、中身というより

も形式的なところが多かったので、本当に向上になっているのかどうかと

いう指標が分かりにくい部分があります。患者へのアンケートも、何のた
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（阿部委員長）  

（秋月委員） 

（阿部委員長）  

めにアンケートをとるのか、例えば、以前から問題になっていた受付の対

応が良くなったとか、そういった具体的な事例が以前と比べて向上したか

どうかという指標がほしいです。 

それから、市民公開講座は、開催回数しか書いていないのですけれど

も、例えば参加者が少なくても、中身のある話し合いができたかどうか分

からないので、内容のことが捉えにくいなと思います。 

また、医療費の支払い方法の多様化なのですが、これは患者サービス

のことももちろんあるとは思うのですが、恐らく未収金の削減ということも

あるのでしょうし、何のためにこの取組を行うのか、その結果がどうなった

のかというのが少し分かりにくいと思います。 

結果として患者サービスがどのように良くなったのかは、件数とかパー

センテージだけではなく、具体例なども入れていただかないと、分かりにく

いという印象があります。少しアウトカムについてご説明をいただけるとあ

りがたいと思います。 

秋月委員、どうぞ。 

私も公立病院に勤務している関係上、恐らく言いたいことはたくさんあ

るのだと思うのです。恐らく病院としては、こういうことをやりたいが本当は

いろいろな壁があってできないということだと思うのです。先ほど一部の委

員の先生もお話ししていましたが、この委員会が何のためにあるかという

ことを考えますと、私は病院運営をしている側として、病院の都合の良い

ように委員会を利用した方が良いと考えています。例えば、看護師の採用

で昨年度の入職者の離職率がゼロ％というのは、見事なものです。だか

ら、宣伝するものはもっと宣伝していただいて、さいたま市立病院として向

かうべき方向性に外部委員会を利用し、評価していただいたほうが良い

のではないかと思うのです。 

例えば透析室ですが、これは恐らく拡大するつもりはないのではありま

せんか。もしもそうだとすると、このｄという評価は、私の病院に当てはめ

れば、やめたという判断がｓ評価です。 

病院の医療は、地域の民間医療機関の状況によって全然違いますか

ら、先ほど落合委員がおっしゃられたように、もう少し委員会をうまく利用

するように説明をしていただいた方が良いのではないかなと思うのです。

クレジットカードの導入については、いろいろな理由でできなかったので

はないでしょうか。私も全く同じ経験しています。さまざまな障害とか壁が

あったのではないかと思います。 

ありがとうございました。落合委員、どうぞ。 
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（落合委員） この席にいながら、このようなことを申し上げるのは非常に辛いのです

が、今日のこの委員会がこういうことになって、私は何故ここにいるのかと

改めて思うことがありました。さいたま市立病院がいろいろな意味で建て

直さなければいけないというのは、圧倒的な事実として多分にあります。

それについて、さいたま市又は埼玉県等からのサポートを受けたいといっ

た理由があり、その中でこの病院がこれだけの活動をしているということ

をアピールし、それを外部委員も認めたということが一つの意味を持って

市や県に言える成果を得ようとしているという理解でよろしいのですよね。

改めてそのように考えなければいけないのだろうなと思いました。 

それで、このやり方については、例えば私どもの病院では、ＪＣＩ（国際

病院評価機構）というものを受けましたけれども、それと極めてよく似てい

ます。例えば典型的なのは、この患者サービスの項目でホームページの

リニューアルというのがありますが、ホームページがリニューアルされた

から、それでもう目的達成とみなして、来年度からはこの項目はもう評価

しないのか。それとも来年度もこのホームページはさらに内容を整えてい

く予定で、その達成すべきホームページとしてはかなり良いところまででき

たので、ａ評価とするという意味なのか。リニューアルして終わりなのか、

その後も充実化を図るのかどうかで評価が随分違うと思うのです。 

私は、ホームページを見せていただいて、非常にカラフルできれいなホ

ームページで、画面も早く動いて良いなと思いましたが、診療科のコンテ

ンツは、すごく内容を濃く書いている科もあれば、非常にあっさりとした科

もありました。それから、自分の病院のことを棚に上げて人のことを言えま

せんけれども、タイムリー性に関しても、2011 年のデータまでで、2012 年

のデータが載っていないとか、あるいは過去のデータもずっと載っている

診療科もあれば、昨年度のデータだけを掲載している科もあります。 

それで、このホームページが患者さんに対して、この病院の売りを PR

できているか、診療科がそういったことに精神を集中してホームページを

作っているかどうかということを評価せよと言われれば、ａはつかないと感

じますし、リニューアルができたという意味にあってはａだろうなと思いま

す。 

一種のＰＤＣＡといいますか、今年度はここまで進捗したので、来年度

はどうしようかという目標設定が必要かと思います。先ほどＪＣＩと申し上げ

たのは、１回目はこれで良いと思うのです。来年度はここまで進捗したの

で、次はもう一つ高い目標の同じ項目を作って、そしてまた充実化してい

こうという考え方なのかなと思うのです。 

患者満足度というのも、どんなアンケートをやったのか見てみないと何

とも言えないわけで、ＪＣＩでは、アンケート調査をしたのは結構ですが、そ

のアンケートを見せてくださいと言うわけです。それで、こういう点も聞かな

ければいけないのではないですかという批判をするのです。それを聞い
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（阿部委員長）  

（落合委員） 

（阿部委員長）  

て、次回には、指摘された項目を入れた患者満足度調査をしようという流

れになるのだと思うのです。満足度調査のやり方にもいろいろあるので、

どれをやるかとかいうのも難しいですが、例えば、患者待ち時間の調査に

ついては、私は断固断ります。日本医療機能評価機構はやるように言う

のですが、平均時間待ち時間が短縮しても、長く待たされる患者がいれ

ば、文句を言うに決まっているのだから、待ち時間調査などをやっても意

味がないと私は主張するのですが、そういう主張もあって良いのではない

かと思います。そういう意味で何とか我々も応援したいと思うものですか

ら、病院評価説明の部分については、冨田先生が言われたように具体的

に挙げていただけるとうれしいと思うのです。 

それから、個人的な意見ですが、市民公開講座の 12 回開催は多過ぎ

て労力が大変過ぎます。年に２回ぐらい、埼玉会館とか、北浦和の駅前

の施設などで開催するのが良いのではないかと思いました。講座の内容

も見てみると、病院を挙げてというよりは、看護部の方が非常に小さなテ

ーマをうまく捉えてやっていらっしゃいますが、やり方はいろいろあるのか

なと思った次第です。また、クレジットカード払いの導入などは、それぞれ

すごく大変で、すぐにできなかったからといっても、ここまで交渉したとか、

調査の結果分かった内容などが一つの成果になると考えますので、ａとか

ｂとか評価するのはなかなか難しいと思います。 

ありがとうございました。 

いろいろと委員の皆様からご意見をいただきましたが、この「患者サー

ビスの向上」の項目について評価するのは、現時点ではなかなか難しい

というようなご意見だったと思います。もう少し市立病院の方で、例えばア

ンケート調査は具体的にどういう質問内容なのか、どういう回答が多かっ

たのかなどを記載していただければと思います。 

市民公開講座は、ホームページを拝見しますと内容が分かるものです

から、回数が多過ぎるのではないかとか、テーマは他にもあるのではない

かといったご指摘は申し上げられますが、満足度調査については、どんな

調査をやっているのか内容が分からないので、何とも申し上げられないと

いう状況です。 

分かりました。ホームページにつきましては、ご意見をいただいたところ

ですが、がんサロンの運営支援についても、これはがんの患者さんだけ

ではなくて一般の患者、あるいは家族の方の支援ということも含めた事業

の充実化が必要だというお話もありました。あとは、クレジットカードにつき

ましても、いろいろとご意見が出たところでございますので、もう一度、市

立病院で詳細な内容の状況をご報告いただいて、次回にまたご検討いた
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（村山院長）  

（阿部委員長） 

（村山院長）  

（阿部委員長）  

（秋月委員）  

（阿部委員長）  

（秋月委員）  

（中村医事課長） 

だくという形にしたいと思いますが、よろしいですか。 

一言よろしいでしょうか。 

はい。 

患者満足度調査なのですが、これは病院医療機能評価機構の評価を

受けるために行っているものです。それで、毎年秋に調査をやっておりま

すが、特に外来患者さんに対する項目は非常に多項目にわたっておりま

して、落合先生が先ほどお断りしているとおっしゃった待ち時間と、次に医

療スタッフの接遇態度を中心に調査しております。待ち時間に関しまして

は、まだ完全には解決しておりませんが、以前ほど長時間待っているとい

う患者さんはいなくなってきております。最近、９時半に予約をとった人が

90 分待たされたというのが話題になったぐらいで、まだまだ 100 点ではあ

りませんが、大分良い方向に向かっております。 

それから、クレジットカード払いとコンビニエンスストア払いの話ですが、

こちらは未収金の問題とは別に、患者さんの満足度調査をやっている中

で、もう５年以上前から患者さんの要望が相当数出ておりましたので、着

手したということであります。 

ありがとうございます。今の院長のお話で詳細な内容はある程度分か

りましたが、前回の委員会のときも、評価をするに当たっては、内容がよく

分からないと評価が難しいというご意見が多かったと思うので、今回のこ

の評価についても、病院評価説明の部分をもう少し詳しくしていただかな

いと、評価しにくいと思います。 

ちょっとよろしいですか。 

はい。 

敢えてお尋ねするのですが、クレジットカード払いの導入とコンビニエン

スストア払いの導入は、どこが一番ネックになって時間がかかったのでし

ょうか。民間病院がやろうと思えば恐らくすぐできるかと思うのですが、そ

ういうところがなかなか一般の市民の方々は理解しにくいのではないかと

思うのです。 

まず、クレジット払いの導入なのですが、規則等の整備を昨年度に進

めまして、あとは人員配置と環境整備の関係で内容を調整しており、秋口

ぐらいに今の支払機にクレジット機能を持たせることで、導入まで近づい
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（伊関委員）  

（中村医事課長） 

（伊関委員）  

（中村医事課長） 

（阿部委員長）  

（吉原財務課長） 

ております。コンビニエンスストア払いの導入については、公金オンライン

化推進協議会というものを全庁的にやっているのですが、市全体に関わ

る収入ではないことと、期限を過ぎた未収金には使えないということもあり

ますので、こちらのほうは導入検討を行っただけで、具体的に導入の目途

はまだ立っておりません。 

通常は退院時に精算するけれども、そのときに患者が何かの理由で支

払えず、後でコンビニで支払うようにできるようにするということですか。 

コンビニエンスストア払いは、導入検討までは行ったのですが、税です

とか保険料のような市全体で扱っているものであれば、ある程度導入のメ

リットが見込めるのですけれども、病院の支払いのように利用者が一部

で、納期を過ぎたような未収金については取り扱えないという事情もあり

まして、導入の目途が立っていない状況です。 

それは、わざわざ病院に来ないでコンビニで払えるようにできないかと

いうことの検討でしょうか。要は何の支払いについて、コンビニエンススト

アで支払いが可能なのかイメージがわかないのですが。 

入院及び外来の医療費の支払いについてでございます。 

よろしいですか。次に参りたいと思います。 

「病診連携の強化」についてです。説明をお願いいたします。 

それでは、次の大項目「病診連携の強化」についてご説明いたします。 

資料の８ページをご覧ください。まず、最初の小項目で「産科セミオープ

ンシステムの導入」でございますが、これにつきましては目標を達成して

いることから、ａ評価としております。 

  次の「産科セミオープンシステムによる取扱件数」でございますけれど

も、こちらにつきましては、目標が年間 80 件となっておりますが、当該事

業につきましては 24 年度から開始し、妊娠から出産までには一定の期間

を必要とすることから、取扱件数の増加に時間を要し、目標を下回ったた

め、ｃ評価としております。 

次の小項目の「医療機能連携の充実」につきましては、予定よりも早期

に窓口業務を開始することができたため、ａ評価としております。 

次の小項目の「地域医療支援病院の認定に」つきましては、認定に向

けた院内の委員会組織の設置に向けての調整が継続中であるため、ｂ評

価としております。 

  大項目の「病診連携の強化」につきましては、市立病院の評価では、ａ
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（阿部委員長）  

（伊関委員）  

（中村医事課長） 

（伊関委員） 

（中村医事課長） 

（伊関委員） 

（中村医事課長） 

（阿部委員長） 

（秋月委員） 

（中村医事課長） 

（秋月委員）  

（村山院長） 

評価が２事業、ｂ評価が１事業、ｃ評価が１事業ということで、病院評価の

平均値としまして 4.7 となりますことから、平均値の評価としてはＢとしてお

ります。以上でございます。 

ありがとうございました。 

病診連携の強化については、小項目が４つということで、それぞれ病院

評価はａが２つ、ｂが１つ、ｃが１つということで、平均値はＢという評価が

つけられております。これについてのご意見、ご指摘をありますか。 

この医療連携で増員は何人増員されたのでしょうか。 

 25 年度から１名です。 

これは常勤ですか、それとも非常勤ですか。 

再任用の方で常勤です。 

自治体病院で一番難しいのが人を増やすということで、これはｓでも別

に構わないと私は思います。実際に人が増えたことによって機能は向上

したでしょう。病院としての意見をお教えいただければありがたいのです

が。 

かかりつけ医の方からご紹介をいただいたり、いろいろなデータがスム

ーズに運べるようになりましたので、その点は向上したと思います。 

よろしいでしょうか。秋月委員、どうぞ。 

私の勤務する病院よりさいたま市立病院のほうがずっとすばらしいので

すけれども、細かいことをお尋ねするのも恐縮ですが、紹介率と逆紹介率

はどのくらいになっているのですか。 

紹介率が 58％、逆紹介率が 30％で、この資料の 20 ページのところに

ございます。 

紹介率は高いですが、逆紹介率が低いというのは、何か理由はあるの

ですか。 

 明らかな理由というのは分かりませんが、病診連携については力を入

れているところです。 
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（阿部委員長）  

（冨田委員）  

（村山院長）  

冨田委員、どうぞ。 

この病診連携の強化というのは、中期経営計画の中で 24 年度から 28

年度まで目標が載っていましたので、これを照らし合わせながら見ていた

のですが、24 年度の目標というのが増員の検討となっています。それか

ら、その下の地域医療支援病院の認定ですが、これも 24 年度の目標は

検討で、25年度、26年度、27年度が準備で、28年に認定審査となってお

り、非常にのんびりしたものになっているように思えます。認定に向けて

24 年度は何をする、25 年度は何をするというように、そのプロセスごとに

何をするのかが具体的に分からないのです。例えば、認定の条件である

紹介率や逆紹介率を一定値に向上させるとか、もう少し具体的に言わな

いと分かりにくいと思います。 

産科セミオープンシステムについては、導入とか件数とかいうことで分

かりやすいのですけれども、後ろの２つの項目については具体例がない

のです。医療連携機能というのは、ほとんど国を挙げて地域包括ケアを

やっている時代で、どこの病院も医療連携は病院の経営戦略として位置

づけをされているものですから、増員検討だけでは済まないのです。増員

も１人で良いのかという問題もあります。他病院では、事務職、ＭＳＷ、退

院調整看護師などで連携の専門部署を作っているところもあります。再任

用というと、恐らく定年を迎えた方だと思うのですが、フットワークの良い

方に外に出ていただかなければならない部署ですから、本当は５人や６

人増員していただいて、医療機関に出向くとか、相談に乗るとか、そういっ

た形にしなければ本当に機能するところまでいかないのではないかと思う

のです。計画を見ると、医療連携の目標は１名増員で、26年度、27年度、

28 年度は横線を引っ張っているので、どうも目標がないように見受けられ

ます。病院としては、これは非常に大事な機能ですので、今年度はともか

く、来年度以降のことを考えて活動していかなければ、これで終わりという

ことになってしまうような気もします。今後の目標をもう少しきちんと出して

いただきたいと思います。 

実はこれには事情がありまして、当院は、旧浦和市の病院だったこと

で、地域的には旧浦和市の患者さんが圧倒的に多く、病診連携の９割近

くが浦和医師会の先生方との連携になっております。今から約 20 年前に

厚生省のモデル事業として病診連携事業を始めたときから、浦和医師会

とのネットワークを強固に築いております。それで、今回はその浦和医師

会との病診連携以外の患者さんに対しての地域医療の窓口として、これ

を新しく設けたわけです。こちらは患者数としては少ないのですが、ニー

ズはありますから、例えば与野医師会、岩槻医師会、大宮医師会からも
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（窪地副院長）  

（阿部委員長） 

（冨田委員）  

（阿部委員長）  

（窪地副院長） 

（阿部委員長） 

要請がありますので、そういった地域からの地域医療連携の窓口業務に

特化しており、担当職員の人員は少なくても済んでいるというところでござ

います。 

今、将来的なことでもお話がありましたが、施設の再整備の点について

もかなりの協力を得ました。将来のことを考えて、地域医療支援センター

の機能を入れることも検討しております。そして、今現在、ご指摘があった

内容につきましては、医療相談室が行っている場合もあったり、地域連携

室が行っていたりと、区切りがないためにうまく機能していない部分はあ

るのかと思います。将来に向けては、地域医療支援センターを設けて、地

域への支援、患者支援といった面を十分考慮した機能を作っていくことを

検討していますので、それが表現できるようになっていくのではないかと

考えています。ご理解いただければと思います。 

ありがとうございました。 

それでは、この病診連携の強化については、産科セミオープンシステ

ム、医療連携機能の充実、地域医療支援病院の認定ということで、24 年

度は、説明があったとおりなのですが、委員会としての評価はいかがでし

ょうか。 

この中の項目からいくと、特に悪い点をつける項目はないと思います

が、地域医療支援病院はいつ認定を受けるのかが気になりますね。 

地域医療支援病院は、予定では３年計画ぐらいですよね。 

地域医療支援病院につきましては、診療報酬改定で基準が変わるとい

う話が出ています。特に救急に対する取り扱いが変更になると、この紹介

率や逆紹介率も変わってきますので、今認定されている病院にとってもか

なり厳しい状況になるという話も伺っています。できるだけ早く地域医療支

援病院の認定を取った方が経営的にも安定しますので、良いのですが、

診療報酬改定ということも考えていかなければいけないだろうと思ってい

ます。 

ありがとうございます。 

そうしますと、今のご説明で大体お分かりいただけたかと思うのです

が、産科セミオープンシステムの取扱件数はまだ目標まではいっていな

いようですが、あとは目標を大体達成しているということであればａという

評価がつけられるかと思うのですが、いかがでしょうか。 
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（吉原財務課長） 

（阿部委員長） 

（落合委員）  

（阿部委員長） 

特に異議がないようですので、「病診連携の強化」については、委員会

の評価としてはＡということでお願いしたいと思います。 

  それでは続いて、大項目の「業務改善に関する取組」に参りたいと思

います。事務局の説明をお願いいたします。 

次の「業務改善に関する取組」に入る前に、ただいまご意見のありまし

た病院側が付けているａやｂの評価につきましては、変更はできません

が、委員の皆様から、各項目についていただいたご意見については記録

して、全体評価などで反映させていきたいと考えておりますので、よろしく

お願いします。 

それでは、次の「業務改善に関する取組」の説明になりますが、資料の

９ページになります。 

まず、小項目の「院内情報システムの更新」につきましては、概ね予定

どおりシステムの稼働を行ったものでございますが、未接続の医療機器

がありましたことから、ｂ評価としております。 

続きまして、次の小項目「ＳＰＤの導入」につきましては、中期経営計画

上では、平成 24 年度の取組として設定されておりませんので、評価対象

外となっております。 

次の「医療安全関連の研修会・セミナー等の開催件数」、「医療安全に

関する改善取組件数」につきましては、目標を達成しているため、ａ評価と

いたしました。 

資料の 10 ページをお願います。 

小項目の「インシデントレポートの公益財団法人日本医療機能評価機

構への報告」、「廃棄物量（対平成 23 年度比）」につきましては、目標を達

成しているため、ａの評価としております。 

以上、大項目の「業務改善に関する取組」につきましては、病院の評価

では、ａ評価が４事業、ｂ評価が１事業で、病院評価の平均値としまして

6.4 となりますことから、平均値の評価はＡとしております。説明は以上で

す。 

ありがとうございました。 

「業務改善に関する取組」については、ａが４つ、そしてｂが１つというこ

とで、平均値は 6.4 で、院内の平均評価はＡという説明でございました。 

委員の皆様からご質問、ご意見ございますでしょうか。 

ＳＰＤが計画に上がってこない理由は何なのですか。 

今年度は評価対象外ということで、評価しないということだと思うのです

が、その理由についてはいかがでしょうか。 
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（吉原財務課長） 

（落合委員）  

（麻生理事兼経営部長）  

（秋月委員）  

（村山院長） 

（窪地副院長）  

（阿部委員長）  

（落合委員） 

ＳＰＤの予定につきましては、平成26年度に予算要求をして検討してい

くという形になっております。 

すぐに導入を検討しない理由は何なのですか。 

ＳＰＤにつきましては、院内に倉庫を設置して、そこから各病棟に搬入

するということで考えておりまして、今のところ、この病院の中に倉庫のス

ペースが確保できないので、更新を予定しているエネルギーセンターの中

でＳＰＤの倉庫を確保する方向で考えております。ですから、そのエネル

ギーセンターが完成した段階でＳＰＤを導入していくという計画になってお

ります。 

私の独断になるといけないので、資料を私の病院の職員に見せたとこ

ろ、一番奇異に映ったのが、落合先生がご指摘されたＳＰＤの導入につい

てでした。ぜひ早くご検討された方がよろしいのではないでしょうか。 

それから、これも噂で聞いたのですが、今度大学と共同での臨床研究

を考えているというような話を聞いて、大学とコンピューターを接続すると

いうような話もあるのでしょうか。 

まだ具体的には考えておりません。個別に臨床研究は今までもやって

おりますが、秋月先生がおっしゃられたような形ではまだ着手していませ

ん。 

こちらに直接話があったかどうかというのは分からないのですが、ホー

ムページ上で大学が連携をとる対象の病院として、さいたま市立病院や、

横浜の病院、それから千葉のがんセンターなどが挙がっていたのだろうと

思います。それで、問い合わせが一時あったらしいのですけれども、秋月

先生がそれでおっしゃられているのでしたら、今、村山院長が言われたよ

うな状況だと理解をしております。 

他に何かご意見ございますか。 

ＳＰＤの倉庫についてですが、倉庫といってもバーチャルな話ですか

ら、場所がなくてもできます。本当にスペースがなければできないというこ

とではないので、ＳＰＤ業者の方はむしろやりたくて仕方ない状況でしょ

う。しかし、ＳＰＤ業者は存在する限り利益を得ているわけだから、それよ

りもっと良い方法で材料を調達されているのであれば、ＳＰＤを入れない

方が良いということになりますけれども、入れ物ありきではないと思うので
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（窪地副院長）  

（吉原財務課長） 

（阿部委員長） 

（吉原財務課長） 

（阿部委員長） 

（冨田委員） 

す。 

今、落合先生から言われたように、倉庫が病院と背中合わせにある場

合と、それから業者が直接材料を持ってくる場合が形式としてあると思い

ます。ただ、我々は先ほどお話ししましたように、倉庫があることを条件に

検討したということがありますので、実際にエネルギーセンターが完成す

るのを待っているという状況です。確かに少し概念として遅れているのか

もしれませんが、検討は以前から進めているということをご理解いただけ

ればと思います。 

また、当院は災害拠点病院でございますので、院内ＳＰＤということを基

本に考えており、どうしても材料をストックする場所として倉庫を求めざる

を得ないということでございます。 

このＳＰＤの導入については、今回の委員会では評価の対象外というこ

となので、いろいろご意見をいただいて、それを今後の導入の参考にして

いただきたいと思うのですが、今回の評価ではこれを省く形ですね。 

平成 24 年度の事業としては、評価の対象外ということでございます。 

分かりました。 

「業務改善に関する取組」は、広く取り組まなければいけない名前がつ

いているのですけれども、中期経営計画を見ますと、院内情報システム

の更新は平成24年度に更新してしまったら、あとは目標がなく、医療安全

に関する取組もセミナーを何回か開催してしまったら、目標がないので

す。例えばＳＰＤでしたら、24 年度は難しいけれども、検討を行っても良い

わけですよね。導入が 27 年度であるなら、25 年度はどこまでやるか、26

年度はどこまでやるかというプロセスがなく、できたものだけ評価をつけ

て、その後の取組がないというのは、中期的な評価ができないと思いま

す。 

業務改善ですから、主に院内情報システムを更新してしまったら来年

度は目標がないわけですよね。また新たな目標を作るのであれば良いの

ですが、ＳＰＤを除いて中期的に配慮していくものが少ないと思います。中

期の計画にふさわしいものと単年度計画にふさわしいものという目標があ

るわけで、業務フローの見直しを行えば、病院の中での業務改善項目は

他にもあるでしょうし、そういったものを考えていただければと思います。Ｓ

ＰＤも、今年やった取組については、倉庫スペースの検討や、いつまでに

何をやるのかといった計画を立てるべきではないでしょうか。 
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（阿部委員長）  

（落合委員）  

（窪地副院長） 

（落合委員）  

（伊関委員）  

ありがとうございます。 

ただいまのご意見にありましたように、業務改善というと幅の広いもの

を指しているとは思いますが、その中で、平成 24 年度の取組事項につい

ては、医療安全に関するもの、廃棄物に関するもの、院内の情報システ

ムの更新ということで、全体ではＡという評価になっているのですが、委員

会としてはいかがいたしましょうか。業務の改善という大きなテーマではあ

りますが、24 年度に関しては、目標はある程度達成されているところだろ

うと思うのですが、いかがでしょうか。 

院内情報システムの件なのですが、今言われたように、昨年度は一定

の機器をつなぐという話があって、それが達成できているのであれば、ａ

評価ではないのですか。 

各病棟の生体モニターをカルテと接続したかったということがあるので

すが、その接続する回線の数が予算と合わなかったという問題が出てき

まして、それで必要な部分から接続するということで選択をし、できていな

い部分については、次の予算で達成をしていこうということでございます。 

実はこのシステムをもう一年延長して検討し、それから導入しようという

計画があったのですが、震災によってサプライセンターが潰れていたとい

うことがあり、故障に対しては対応できないという話が出てきたのです。そ

れで、１年前倒しをして計画を進めることになりましたので、予算要求が詳

細にわたって検討できず、ひずみが出てきたのだと理解しております。 

十分精査できて予算要求ができていれば、恐らく目標に対しては達成

したということが言えるのではないかと思うのですが、まだ課題があるの

で、この評価をｂにしたと考えています。 

そうすると、今回見直しを行って、書き加えるなり修正するなりして、28

年に向けた計画につながるように進めた方が良いのかもしれないです

ね。 

病院経営は５年間で行っていくことはできないですから、来年度にはロ

ーリングして変更していかないと陳腐化すると思います。せいぜい３年間

くらいでしょうか。５年間では診療報酬もその間に２回は確実に改定が入

る話なので、見直しをすることは必要です。今回の評価も、例えば医療安

全で言えば、報告だけで良いのかという話はあるわけですが、とりあえず

計画を作って、それをチェックすることは必要だと思うので、来年度ぐらい

にはもう一回見直す必要があるのではないかと思います。 
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（阿部委員長）  

（吉原財務課長） 

（阿部委員長）  

（伊関委員）  

分かりました。以前の委員会のときでもそのようなお話をいただいて、

必要に応じて計画の見直しをしていくことが必要と思います。 

それでは、この「業務改善に関する取組」の平成24年度の評価というこ

とになりますが、年度目標をおおむね達成された項目が多いわけですけ

れども、院内評価どおりＡ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、次に進みたいと思います。続いて、「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。 

それでは、次の大項目になります「収益確保に向けた取組」につきまし

て説明いたします。 

資料の 11 ページになります。まず、小項目としての「医業収益の増収

額」、「査定額の減額率」、「未収金発生削減率」につきましては、目標を

達成しているため、ａ評価としております。 

資料の 12 ページになります。小項目の「使用料・手数料等の見直し」に

つきましては、近隣同規模病院の使用料、手数料の調査を行い、設定内

容の比較を行いましたが、料金設定の見直しにつきましては継続検討中

ということでございますので、ｂ評価としております。 

次の小項目の「行政財産の貸付」につきましては、飲料水自動販売機

の公募を実施しましたが、売店等の公募につきましては、明確な貸付期

間を設定することができず、継続検討ということが必要となっておりますこ

とから、ｂ評価としております。 

次の「広告料収入等の拡大による医業外収益の確保」につきまして

は、ホームページバナー広告の掲載状況について調査を行いましたが、

領収書への広告掲載には至らなかったため、ｂ評価としております。 

以上、大項目の「収益確保に向けた取組」につきましては、市立病院の

評価では、ａ評価が３事業、ｂ評価が３事業、病院評価の平均値といたし

まして 5.5 となりますことから、平均値の評価はＢといたしております。 

ありがとうございました。 

「収益確保に向けた取組」ということで、医療に関する収益についてはａ

評価、そして医療以外のものについてはｂと、そのように分けられているよ

うでございます。全体としてはＢ評価ということですが、委員の皆様からご

意見、ご質問があればいただきたいと思います。 

結局、収益確保では医業収益の確保が圧倒的に 90％以上のウエイト

があると思います。広告収入を取っても、せいぜい５万円とか10万円であ

って病院からすると非常に小さい金額です。医業収益の目標が６億円の

ところに対して 10 億円上がったというのは、市立病院のあり方検討委員
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（阿部委員長）  

（冨田委員）  

（窪地副院長）  

（冨田委員）  

（阿部委員長） 

（秋月委員） 

（阿部委員長）  

会のあたりから積極投資の動きが起きてきて、その反映なのではないか

と思いますし、これは高く評価していくべきと考えています。手術室の増室

に踏み込むとか、定数を弾力的に増やしたということが影響しているので

しょうから、平均値からすればＢ評価かもしれませんけれども、ウエイトか

らするとＡに値する価値はあると思っています。 

ありがとうございます。他に何かご意見はございますでしょうか。 

伊関委員の意見に賛成です。医業収益の収益拡大と診療報酬の査定

減、未収金の削減が大きな柱で、後ろの部分は、医業外ですから、収益

に占める割合は低いというのが１つです。それと、医業収益についてです

が、こちらはＤＰＣ病院ですよね。ＤＰＣの収入割合というのは８割ぐらいで

すか。 

８割もないです。急性期病院として４割から６割のところです。 

でも、大きな割合を占めているので、どちらかというとＤＰＣに関して、ど

うやって機能を上げていくのかを考えていくと良いのではないでしょうか。

機能評価係数をどうやって上げていくのか、複雑性係数を上げるなどＤＰ

Ｃの分析に関わる部分を 26 年度、27 年度、28 年度に向けて目標を立て

ていただければと思います。今回は、決算の表を見ますと、医業収益が

目標よりも１割近く多く、かなり頑張った結果だと思うので、評価は高くても

良いのではないかなと思っています。 

ありがとうございました。他にご意見、ご質問はございますでしょうか。 

今、伊関委員と冨田委員から、この医業収益が非常に良い成績だとい

うことで、評価としてはＡでもよろしいのではないかというご意見でしたが、

いかがでしょうか。 

以前に質問させていただいたのですけれども、査定率が 0.08％という

のは、私の県から考えると信じられないぐらいの数字でして、桁が違うの

ではないかと思いました。もちろん埼玉県の査定率全体が確かに低いの

ですが、調べさせていただくと、それでもこれだけの病院でこれだけの査

定率というのは本当に驚異です。それから、救命救急センターがなくて、１

日当たりの診療単価が６万円というのも本当に驚きです。 

他に何かご質問、ご意見ございますか。 

ご意見がないようでしたら、これはＡ評価ということでよろしいでしょう
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（吉原財務課長） 

（阿部委員長）  

（秋月委員） 

（工藤参事兼庶務課長）  

（秋月委員）  

（工藤参事兼庶務課長）  

か。 

それでは、「収益確保に向けた取組」については、ただいま各委員から

のご意見をいただきまして、Ａ評価にしたいと思います。 

続いて、「費用縮減に関する取組」について、事務局から説明をお願い

いたします。 

それでは、次の大項目であります「費用縮減に関する取組」につきまし

て説明いたします。 

資料の 13 ページになります。まず、最初の小項目でございます「材料

費対医業収益比率」、「後発医薬品の採用比率」につきましては、目標を

達成していることから、ａ評価としております。 

次の小項目であります「医療機器の購入方法の見直し」につきまして

は、新たな購入方法の試行案の検討・作成を行い、当初の予定を上回っ

て取組を進めることができたため、ａ評価としております。 

次の「医療機器等の採算性の検証」、「ＥＳＣＯの導入」につきまして

は、目標を達成しているため、ａ評価としております。 

以上、大項目の「費用縮減に関する取組」につきましては、市立病院の

評価では、ａ評価が５事業で平均値が7.0となりますことから、平均値の評

価はＡといたしております。以上でございます。 

「費用の縮減に関する取組」につきましては、ただいまご説明いただき

ましたように、全ての項目にわたりまして目標に達しているということで、

院内評価はａ、平均値もＡということでございます。 

委員の皆様からご意見、ご質問をいただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

ＥＳＣＯ事業をなさるのでしたら、エネルギー診断というのは受けられて

おりますよね。年間どの程度の費用が軽減されるとお考えですか。 

資料が今手元にないので、後ほどお調べしてお答えしたいと思います。

申しわけございません。 

建物を再整備する予定なのですよね。そうすると、その建物に合わせ

たＥＳＣＯ事業ということでしょうか。もしも可能でしたら、エネルギー診断

の内容について、簡単なもので結構ですから、一度お見せいただければ

と思います。さいたま市としては公表されていますよね。 

はい。 
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（秋月委員）  

（工藤参事兼庶務課長）  

（阿部委員長）  

（伊関委員）  

（阿部委員長）  

（冨田委員）  

（阿部委員長） 

（吉原財務課長） 

では、それを一度見せていただけますか。 

分かりました。 

他に何かご質問、ご意見ございますでしょうか。伊関委員、どうぞ。 

材料費対医業収益比率で見るよりは資料の19ページの収支計画の達

成状況で見たほうが分かりやすいと思います。入院収入と外来収入の医

業収益が前年度に比べて約10億円ぐらい上がっていますが、それに対し

て支出として材料費と経費が抑えられているので、かなり努力したことが

数字で見てよく分かります。これは評価すべきだと感じています。 

ありがとうございます。他にご意見ございますか。 

さいたま市立病院は、経費削減に関しては以前から優等生なのではな

いかと思っておりますが、この５年の中期経営計画を見ていると、もう５年

目の数値を達成しているのですよね。それで、あえて言うとすると、材料

費や後発医薬品や機器のことなのですが、来年度から消費税が上がりま

す。今、各病院が一番気にしているところなので、パーセンテージではなく

ネットで見て、どのぐらいまでに抑えられるのか注意していく必要があると

思います。この計画を作ったときは消費税の話が出ていなかったと思うの

で、消費税の影響がどのくらい生じるのか、むしろそういったものを今後

考えていった方が良いのではないかと思います。 

ありがとうございました。 

消費税に関しても、かなり重要な問題だと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

ただいま、委員の皆様からいろいろご意見いただきましたが、これはＡ

評価ということでよろしいでしょうか。 

それでは、異議がないようですので、委員会としてもＡということで評価

をしたいと思います。 

続きまして、「経営管理体制の整備」について事務局から説明をお願い

いたします。 

それでは、次の大項目「経営管理体制の整備」につきましてご説明いた

します。 

資料の 14 ページになります。まず、最初の「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
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（阿部委員長） 

（窪地副院長）  

（阿部委員長）  

（落合委員）  

（窪地副院長）  

（阿部委員長）  

（冨田委員） 

期、半期ごとに自己評価を実施したほか、外部評価を行うため、委員の

皆様方のご協力を得て本委員会を設置することができましたため、ａ評価

としております。 

次の小項目の「病院機能評価Ｖｅｒ６認定の取得」につきましては、認定

に向けた詳細スケジュールの作成が遅れたため、ｂ評価としております。 

続いて、小項目の「組織の見直し」、「企画部門の設置」につきまして

は、中期経営計画上、平成 24 年度の取組事項が設定されておりません

ので、評価の対象外となっております。 

資料の 15 ページになりますが、「研修の開催」、「経営状況に関する説

明会の実施」につきましては、目標を達成したため、ａ評価としておりま

す。 

以上、大項目である「経営管理体制の整備」につきましては、市立病院

の評価では、ａ評価が３事業、ｂ評価が１事業で、病院評価の平均値とい

たしまして 6.2 となりますことから、平均値の評価はＡとしております。 

ありがとうございました。 

経営管理体制の整備の項目につきましてご説明いただきました。院内

では、平均値 6.2 でＡ評価ということでございます。 

すみません。「病院機能評価Ｖｅｒ６」と書かれている点につきまして、当

初計画を作ったときはＶｅｒ６が続くだろうということだったのですが、これは

もうＶｅｒ６という表記ではなくなり、今年の４月から評価方法が変わってお

ります。それで、昨年度からこのＶｅｒ６に向けて勉強会や打ち合わせを始

めていたのですが、評価方法が変わったため、そういった意味で遅れて

いると言われれば遅れている状況なのですが、その点のご理解をいただ

きたいと思って追加発言をさせていただきました。 

分かりました。 

実際に機能評価をお受けになるのはいつですか。 

来年の１月下旬を目途にしていますが、これは数カ月前でないと受審

日が決まらないので、今、申請をしているところです。 

ありがとうございます。他にご意見、ご質問ございますか。 

院内組織の見直しが評価対象外ということですが、中期経営計画を立

てたときにどういう意図で院内組織を見直す予定だったのでしょうか。評

価対象外といっても、当初の意図がよく分からないので、それをお聞きし
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（阿部委員長）  

（麻生理事兼経営部長）  

（阿部委員長） 

（麻生理事兼経営部長）  

（伊関委員）  

（阿部委員長）  

（冨田委員） 

たいのと、今後どうするのというのを聞きたいのですが。 

先ほどもＳＰＤの導入が対象外ということでしたが、院内組織の見直し

についても、今年度評価対象外ということですと、何も検討していないとい

うように思われるのですが、来年度以降に検討するということなのでしょう

か。 

まず、組織の見直しにつきましては、これは当初、施設整備を進める上

で、人員と組織が実際に必要になってくるだろうということで、計画に記載

させていただいております。また、企画部門の設置につきましては、中期

経営計画の中で全部適用の検討をすべきというお話をいただいておりま

すので、それに向けての組織や人員を確保して検討していくという考えに

なっております。 

そうすると、平成 24 年度は何も検討していないということですか。 

施設整備につきましては、現在、基本構想・基本計画の策定を進めて

おりまして、内容を調整している段階なのですが、実際には組織が必要だ

ということで、今年度の途中でも良いから組織の設置と人員の配置をする

よう総務局に要望しております。 

ＮＨＫのニュースで 2025 年問題が出ているように、都市部の高齢化が

本当にこれから進んでくるので、病院の整備について先送りしているとそ

の高齢化に間に合わなくなってきます。今回は、埼玉県内のベッドの増床

が約 1,800 床くらいで、国立埼玉病院は 200 床増床すると聞いています。

そういう動きの中で、市立病院の再整備も早めに動いていかなければ、

病院間の競争にも勝ち残れなくなるし、結局は収益の悪化にもつながっ

てきますので、病院の再整備に向けた準備を進めるように委員が強く発

言したと伝えていただければと思います。 

それでは、平成 24 年度は評価対象外ということですが、この院内組織

の見直しについては早急に検討を進めていく方が良いということですよ

ね。 

伊関委員も発言されましたが、収益の向上や費用の削減は単年度だ

け良ければいいというものではありません。2025 年に向けての準備をどう

するのかは分かりませんが、全部適用にならなくても、施設整備ができ上

がらなくても頭脳は働けるわけで、そういった実態のことを書かれてもい

いのではないかと思うのです。評価対象外ではなくて、こちらにも目標を
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（秋月委員） 

（阿部委員長） 

（吉原財務課長） 

入れてほしいし、やったことはきちんと説明していただいた方が私たちも

分かりやすいし、それは評価してもいいのではないかと思います。 

８月の末に全部適用の病院の総会を川崎市でやるのですが、私が常

日ごろから考えているのは、人材育成が一番難しく、今回アンケート調査

もしたのですけれども、ほとんどの病院ができておりません。ただ、さいた

ま市立病院の過去の経営・運営状況から考えますと、優秀な人材がいる

というのは強く認識しておりますので、人材の確保・育成については、ぜ

ひやっていただきたいと思います。これは一番重要なことです。前にもお

話ししましたけれども、医療機械や建物はお金で買えますが、人材は絶

対買えませんから、くれぐれも前向きの姿勢で取り組んでいただければと

思っております。 

ありがとうございます。 

院内の評価では、Ａという評価がついているわけですけれども、委員会

といたしましてはいかがでしょうか。このままＡということでよろしいです

か。 

それでは、異議がないようですので、「経営管理体制の整備」につい

て、委員会評価はＡということでお願いいたします。 

最後の項目になりますが、「職員の確保・人材育成と適正配置」につい

て事務局から説明をお願いいたします。 

それでは、「職員の確保・人材育成と適正配置」につきまして説明いた

します。 

資料の 16 ページになります。まず、職員数の見直しとしまして、小項目

「配置人数」につきましては、中期経営計画上の目標が 691 人であるのに

対しまして、実績が 674 人だったことから、ｂ評価としております。 

次の小項目「７対１看護体制の維持」、「院内保育定員の見直し」につき

ましては、目標を達成したため、ａ評価としております。 

資料 17 ページになります。「資格を有する医師の割合」、「認定看護師

数」につきましては、目標を達成したため、ａ評価としております。 

続いて「職員満足度調査の実施」につきましては、目標を達成したた

め、ａ評価としております。 

また、次の小項目の「職員の仕事に対する満足度」につきましては、中

期経営計画上、平成 24 年度の取組事項が設定されておりませんので、

評価対象外となっております。 

以上、「職員の確保・人材育成と適正配置」につきまして、市立病院の

評価としましては、ａ評価が５事業、ｂ評価が１事業で、病院評価の平均値

が 6.5 となりますことから、平均値の評価はＡとしております。 
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（阿部委員長）  

（伊関委員） 

（阿部委員長） 

（秋月委員） 

（麻生理事兼経営部長）  

ありがとうございました。 

一番病院にとって大切なところだろうと思います。「職員の確保・人材育

成と適正配置」につきましては、平均で 6.5、院内評価はＡということでござ

いますが、委員の皆様からご質問はありますか。 

医師の定数が 90 人と聞いていますが、もう 87 人まで雇用ができてい

て、90 人も超えてしまう可能性があるのですが、この定数条例について

は、医師定数 100人とか 120人というように大きく枠をとっておいて運用し

ていく形にしなければ、弾力的に人を配置できなくなる可能性があると思

います。病院の再整備をして規模を拡大していくという流れの中で、もう一

度、職員定数条例の見直しについて行わなければならない時期が来てい

ると考えます。常勤90人だと、１人や２人でやっている診療科もあるでしょ

うし、それでは病院自体が伸びていかないので、派遣する大学の事情等

もあるとは思いますが、病院側からは何人でも受け入れられるような体制

を作っておくことが必要だと考えます。 

ありがとうございます。秋月委員、どうぞ。 

 全く同意見でして、実は私、自分の病院の薬剤師をどのくらい増員する

かということで、100 床当たりの人数を他の公立病院の中で比較したので

すけれども、ご存じのように、公立病院というのは全ての職員数が少ない

です。さいたま市立病院は、その数字から見ますと、薬剤師の数が低いで

す。伊関委員のおっしゃられたとおり、今後ワーク・ライフ・バランスを考え

た場合に、果たして今の病床数で医者の数が 90 人でいいのかどうか。全

体的に見直す必要があるのではないかと思っています。 

私の病院も実は２回目の定数条例の改正をやるので、人のことは言え

ないのですけれども、ぜひ職員は増やした方が良いと思います。確か 100

床当たり薬剤師数は 3.2 人でした。数字を間違えていたら申し訳ありませ

んが、横浜、藤沢、平塚や私の病院と比較すると、多分一番少ないので

はないのでしょうか。 

委員さん方のおっしゃるとおりでございまして、前回条例改正を行った

際は、まず看護師を確保していくということで、コメディカルや医師につい

ては、あまり考慮せずに中期経営計画を策定してしまったという経緯がご

ざいます。先ほど、中期経営計画は３年目には見直すべきというご意見

がございましたが、私どもも 26 年度には計画の見直しを行い、27 年度、
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（阿部委員長）  

（伊関委員） 

（阿部委員長）  

（落合委員） 

（阿部委員長）  

（冨田委員）  

28 年度の部分について変更をしていこうと考えております。また、施設整

備の関係で当然いろいろな機能を強化していこうと考えておりますので、

その事業を進めるために必要な医師、看護師、コメディカルを含めた形で

中期経営計画の見直しを図りたいと思っております。 

他に何かご意見はありますか。 

議事録に残しておきたいのですが、厚生労働省は病棟薬剤業務実施

加算をさらに拡大していくはずなので、薬剤師を病棟に配置することが大

きな流れになっています。そういう流れを意識して、薬剤師の定数を大幅

に増やしていくことは必要だと思います。一番医療のことを知らない人事

部局の人達が判断権を握っているというのが自治体病院の最大の弱点

なのですが、そのことを理解してもらい、場合によっては、首長や議員にも

説明をしていくことが必要です。頭の固い役人が地域の医療を破壊する

ような事態があちらこちらで起きていますので、さいたま市の人事課が破

壊者にならないように報告をしていただきたいと思います。 

ありがとうございます。落合委員、どうぞ。 

些細なことなのですが、認定看護師の数 10 人について、この目的を達

成できたということは結構なのですけれども、どの職種の認定看護師なの

か、認定看護師とか専門看護師でなくても、例えばＮＳＴ（栄養サポートチ

ーム）の場合も栄養士の研修に行く必要があるなど、病院が目指している

方向性を先取りした形で認定看護師というものを見ていかなければいけ

ないのではないかと思いました。 

それから、職員の人数のことですが、私どもＮＴＴの病院は、会社から

何かと人を減らせと言われており、非常にやりにくくて困っているので、さ

いたま市立病院がうらやましいという思いもあるのですが、人員を増やす

ためには、ここの評価がＡで良いのでしょうか。私は、これをＤとかにして、

外部委員は足らないと言ったという方が良いのではないのかと思います。

医療は人がいないとどうにもならないので、人員を増やす方向へのご努

力をお願いしたいということは私も議事録に書き加えていただきたいと思

います。 

ありがとうございます。 

先ほどの伊関委員と同じご意見だと思いますけれども、医師並びに看

護師等の定数増員を図っていただきたいということですね。 

公立病院でも人的サービスの部分はどんどん人を増やして、定数は医
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（伊関委員）  

（秋月委員）  

療職については設けないというような自治体も出てきています。１つしか

ない市立病院ですから、市のほうもそれを理解してもらいたいと思いま

す。医師、看護師だけではなくて、急性期病院は、薬剤師や理学療法士、

栄養士も必要です。人員がいないと機能評価係数も上がらないので、定

数という考え方自体が疑問だと感じていますし、私もＡ評価ではない方が

良いのではないかと思います。 

 人事配置から見ると、これから大事な部門にどのぐらい配置されていく

のか分かりませんが、例えば先ほどの話に出ていた地域連携について

は、医師、看護師だけではなくて、ＭＳＷ（医療ソーシャルワーカー）や事

務職などのいろいろな人員が必要でしょうし、臨床の現場だけではなく

て、それを支えるマネジメントの部分にいかに効率的に配置していくかと

いうところの目標があると良いと思います。また、事務職についても、診療

情報士など、経営企画部門の人材も必要だと思いますので、もっと主張さ

れたほうが良いと思います。 

また、研修費について、収支計画の中では研修費がどのぐらいになっ

ているか分からなかったのですが、一般的に会計人として申し上げます

と、費用を削減するときに３Ｋということを言います。交通費と交際費と教

育費で全部Ｋがつくのですが、費用を削減するときには、この３つを対象

にするという傾向があります。病院にゆとりがなくなると、どうしても教育費

を削ろうということになりやすいので、先ほど落合先生もおっしゃったよう

に、認定看護師だけではなくて、他の人材に対する教育も行うということを

人員プラスアルファでぜひお考えになっていただきたいと思います。 

これも議事録に残したいのですが、今回は収益が上がって現金が増え

たわけですよね。これは将来の再整備に使うべきだと思うのですが、今い

る職員に対してお金を配るわけにはいきません。民間企業ならボーナス

を値上げすることはできますが、公立病院では条例で決まっているので、

教育費などに予算をつけて、学びたいとか成長したいという人を積極的に

支援するような動きが重要です。市立病院は予算主義で運営しているで

しょうから、来年度の予算にうまく反映させてもらいたいと思いますし、企

業会計なので、今年度でも弾力的に教育投資を行うと良いのではないで

しょうか。頑張って収益を上げたけれども、見返りがないのは納得できな

いと思うので、頑張った人が報われるような仕組みの還元方法として、研

究や教育への投資をしっかり行っていただければと思います。 

人材育成ということで、一部上場企業の社長さんに講演をしていただく

ためにお話をする機会があったのですが。公立病院のように「人事権がな

い、権限もない、それから働いた人に対して評価することもできないので

あれば、企業として何も運営できませんね」と言われました。また、別の企
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（阿部委員長） 

（伊関委員）  

（阿部委員長）  

業で有名な一部上場企業の製薬会社の社長も経験された方に、人材育

成とは何かということを聞きましたところ、「お金です」というお答えをいた

だきました。お金で人材を買うのです。今、某製薬会社の研究者の７割が

外国人だそうです。 

医師の数については、最初に言わせていただいたのですけれども、こ

の病院は少なすぎます。院長が最大の苦労をなさっているとおっしゃって

いますし、医師を増やさないと公立病院の経営改善というのは絶対無理

なのです。人件費は高い。設備投資が高い。薬品の購入金額も民間病院

より高いし、医療機械も高く買わされています。そうすると、できることは何

かといったら、やはり収益を上げることしかないのです。支出も簡単には

削減できませんし、さいたま市も地元産業育成ということを言われている

のではないでしょうか。本当は他で安く買えるのだけれども、地元で買わ

なければなりません。事務職も正直に言わせれば、市長部局に目が向き

ます。病院に一生いるわけではないですから。だから、くどいようですけれ

ども、ぜひ人材の確保をすべきです。落合先生の病院の医師数を聞いた

ら、我々はびっくりするでしょう。落合先生の病院の玄関を一歩入っただ

けで全く雰囲気が違います。だから、ぜひ事務職にご協力していただい

て、定数条例改正にお力をいただければと思います。 

ありがとうございました。 

そうしますと、「職員の確保・人材育成と適正配置」については、院内の

評価では、ほぼ目標を達成できているということなのですが、委員会とし

ましてはどうしましょうか。 

Ｃでは厳しいと思うのでＢぐらいで良いのではないでしょうか。現場が働

いていないとか、そういう話ではなくて、システムとしてもう少しさいたま市

に頑張ってほしいということでＢぐらいかと思います。 

定数の問題が一番大きなところですね。 

では、委員会といたしましてはＢ評価ということでお願いしたいと思いま

す。ありがとうございました。 

それでは、この８項目についての評価が終了いたしましたので、次に進

ませていただきます。 
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【収支計画・経営

指標の達成状

況】 

（阿部委員長） 

（吉原財務課長） 

収支計画・経営指標の達成状況について、まず事務局の方から説明を

お願いいたします。 

それでは、収支計画・経営指標の達成状況についてご説明いたしま

す。資料の 19 ページ、まずさいたま市立病院の平成 24 年度の決算状況

でございます。左側の表が収益的収支、右側の表が資本的収支となって

おり、それぞれ上から収入、支出などの科目の区分欄、そして左から前年

度、平成 23 年度の実績値、次に平成 24 年度の目標値及び実績値の見

込みを記載しております。なお、収益的収支につきましては、損益ベース

でございますので、消費税抜きの数値となっております。 

それでは、平成24年度の実績値の見込みについて収益的収支の収入

から説明いたします。まず、区分欄の最も上にあります医業収益をご覧く

ださい。医業収益は131億5,700万円で、その内訳ですが、まず入院収入

が 99億 5,200 万円、外来収入が 27億 3,500 万円、その他が一般会計か

らの繰入金２億5,400万円などを含め、合わせまして４億7,000万円となっ

ております。 

次に、医業外収益ですが、医業外収益は11億2,200万円で、その内訳

は、一般会計繰入金であります他会計負担金・補助金が10億円、国県補

助金が3,900万円、その他としまして、民間借り上げの医師宿舎使用料や

行政財産使用料など合計で 8,300 万円となっております。これらの医業収

益、医業外収益を加えた経常収益は 142 億 7,900 万円となっております。

次に、支出の医業費用をご覧ください。医業費用は 129 億 7,600 万円

で、その内訳は、まず職員給与費が 62 億 9,400 万円、材料費が 31 億

7,600 万円、経費が 30 億 400 万円、減価償却費が４億 6,600 万円、その

他としまして研究研修費など 3,600 万円となっております。 

次に、医業外費用になります。医業外費用は４億 3,500 万円で、その内

訳は、支払利息が5,800万円、その他が消費税に係る損失や職員宿舎費

など３億 7,700 万円となっております。これら医業費用と医業外費用を加

えた経常費用は134億1,100万円となっており、経常収益から経常費用を

差し引きました経常損益としまして８億 6,800 万円となっております。 

次に、特別損益でございますが、特別利益の５億 8,800 万円から特別

損失の 400 万円を差し引きまして、５億 8,400 万円となっております。経常

損益に特別損益を加えた純損益につきましては 14 億 5,200 万円となって

おります。 

続きまして、右側の表の資本的収支の平成 24 年度実績値の見込みで
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ございますが、まず収入については、企業債は6,100万円、一般会計から

の繰入金であります他会計出資金につきましては２億2,600万円、国県補

助金は 800 万円で、収入の合計としまして２億 9,500 万円となっておりま

す。 

次に、支出でございますが、建設改良費が５億2,800万円、企業債償還

金が２億9,200万円で、支出の合計は８億2,000万円となっております。な

お、収入の他会計出資金には、翌年度の繰越額に係る財源充当額とい

たしまして 1,900 万円がございまして、支出からこの金額を除いた収入を

差し引いた不足額が５億 4,400 万円となっており、補填財源として損益勘

定留保資金で同額の５億 4,400 万円を充当しております。 

続きまして、資料の20ページ、主要指標の達成状況をご覧ください。最

初に、医療関係の指標でございますが、前年度である平成 23 年度の実

績値と平成 24 年度の目標値、実績値（見込）となっており、真ん中の欄に

実績値を目標値で割った割合、さらに右の欄に主な取組・主な要因につ

いて記載しております。 

まず、手術件数ですが、4,275 件となっております。平成 24 年１月に手

術室を１室増室したことにより、手術室の利用が増加し、前年度を上回る

手術件数となっております。 

次に、救急搬送件数ですが、こちらは 6,210 件で、件数は前年度よりも

減少いたしましたが、救急患者数は前年度とほぼ同程度となっており、救

急車以外での救急患者の受け入れが増加したものでございます。 

続きまして、平均在院日数でございますが、12.8 日で、前年度に引き続

きまして、在宅医療へ円滑に戻れるよう院内の連携や退院調整を図るな

ど、平均在院日数の短縮に取り組み、前年度と同じ平均在院日数となっ

ております。 

次に、紹介率でございますが、地域医療機関から紹介を受け受診した

患者さんの割合が 58％と、前年度と比べてほぼ同程度になっておりま

す。 

続いて、逆紹介率ですが、当院から地域医療機関に紹介した患者さん

の割合が 30％で、これも前年度と比べてほぼ同程度となっております。 

資料の 21 ページをご覧ください。財務関係の指標につきましてご説明

いたします。まず、医業収支比率でございますが、101.4％となっておりま

す。中期経営計画に基づき、ＨＣＵの整備やＮＩＣＵの３床増床等を行った

ことによる収入増や、ＤＰＣの医療機関別の係数の改定により入院収益

が大幅に増加したため、前年度の医業収支比率を上回っております。 

続いて、経常収支比率は 106.5％になっております。医業収支比率と同

様に、収益の増加により前年度を上回ることができました。 

続いて、職員給与費対医業収益の比率でございますが、47.8％となっ

ております。職員給与費は主に看護師の増員により前年度より増加して
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（阿部委員長）  

（伊関委員）  

（吉原財務課長） 

おりますが、入院収益が大幅に増加したことに伴い、職員給与費対医業

収益比率が低下しております。 

材料費対医業収益比率は 24.1％となりました。材料費は、主に手術件

数の増加により、前年度より増加しておりますが、入院収益が増加したこ

とに伴い、材料費対医業収益比率が低下しております。 

次の他会計繰入金対経常収益比率は 8.8％となりました。ＨＣＵの整備

やＮＩＣＵの３床増床による収益増により、周産期医療に要する経費に対

する繰入金が不要となり、前年度と比べて他会計繰入金が減少した一

方、入院収益が増加したことに伴い、他会計繰入金対経常収益比率が低

下しております。 

次の一般病床の利用率でございますが、82.1％となっております。一般

病床の入院延患者数は前年度よりも 737 人増加しており、前年度よりも

一般病床利用率が増加しております。 

入院患者１人１日当たりの収入、いわゆる１日当たりの入院単価でござ

いますが、６万 1,546 円となっております。中期経営計画に基づき、ＨＣＵ

の整備やＮＩＣＵの３床増床等を行ったことによる収益増や、ＤＰＣ医療機

関別係数の改定によりまして入院収益が増加したため、前年度と比べて

入院患者１人１日当たりの収入が増加しております。 

次の１日平均外来患者数につきましては 998 人となっております。当院

は、地域医療連携の推進に取り組み、前年度とほぼ同程度の患者数とな

っております。 

外来患者１人１日当たりの収入、いわゆる１日当たりの外来単価でござ

いますが、１万 1,191 円となりました。前年度と比べ注射料等の収入が増

加し、外来患者１人１日当たりの収入が増額となったと考えております。 

以上で収支計画・主要経営指標の達成状況の説明を終わります。 

ありがとうございました。 

平成 24年度の収支計画と経営指標の達成状況についての説明でござ

いました。委員の皆様からご質問等ございましたらどうぞ。 

損益計算書と貸借対照表がないので、詳細は分からないのですが、平

成 24 年度の１年間で現金はいくら増えましたか。病院における減価償却

費は全部現金化で内部留保できましたよね。それと、特別利益の５億

8,800 万円というのは、これは何の利益でしょうか。 

特別利益につきましては、過年度修正益の部分でございますけれど

も、入院と外来収益等の計上額に不足がございまして、その過年度の不

足額をこちらに収益として計上したものでございます。 
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（伊関委員）  

（吉原財務課長） 

（伊関委員） 

（阿部委員長）  

（秋月委員）  

（吉原財務課長） 

（秋月委員）  

（吉原財務課長） 

（秋月委員）  

（阿部委員長） 

平成 25 年 3 月末の病院の手持ちの現金と平成 24 年 3 月末の現金は

どのくらいでしょうか。 

平成 25 年 3 月末の現金・預金の金額としましては、41 億 9,716 万円で

す。平成 24 年 3 月末現在の現金・預金の金額としましては、32 億 7,374

万円でございます。 

では、大体１年間で９億円ぐらい増えたということですね。今だと企業債

よりも手持ちの現金の方が多くて、少し余裕が出始めたのだと思います。

このペースで続けて、60～70 億円程度の現金を持っていると、病院の建

替えのときもかなり余裕が出てくるのではないかと見ているのですが、非

常にすぐれた経営成績だと思います。 

ありがとうございました。他にご意見ございますか。 

私も全く同意見で驚いています。議会でどう評価されているのか私は知

りませんけれども、この経営成績であれば何も文句を言われることはない

でしょう。市民の方々にとっても、本当にこれだけ頑張っている病院がある

ということは恵まれているなと思います。 

それと、１点お聞きしたいのですが、退職引当金は積んであるのです

か。 

退職引当金につきましては、会計制度の変更に伴いまして、経過措置

15 年間使って積み立てていく予定でございますが、これまでも過去の決

算において給与費の範囲内で若干の引当金の計上を行っています。 

今現在でどのくらい計上しているのかお教えいただけますか。 

金額にいたしまして２億4,060万円でございます。今後は、大体１年に 1

億 6,000 万円ぐらいずつ積んでいきまして、経過措置終了時には必要な

金額に達すると考えております。 

実は私の勤務している病院ではこれを計上していなくて、非常に困って

います。大体２病院で 60 億円ぐらい引当金を積む必要があるので、非常

に大きな問題です。それと、繰入金についてなのですが、１床当たり大体

どのくらいになるのですか。 

１床当たりの繰入金についてはいかがですか。 
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（吉原財務課長） 

（秋月委員）  

（吉原財務課長） 

（秋月委員）  

（吉原財務課長） 

（秋月委員）  

（伊関委員） 

繰入金につきましては、基準内の繰入金だけをいただいておりまして、

市のほうから１床当たり何円というような繰入金の項目はいただいており

ません。 

今、トータルで繰入金は年間 15 億円ぐらいですか。 

まず、収益的収支の方が平成 24 年度は 12 億 5,423 万円で、平成 23

年度は 13 億 5,829 万円ということで、約１億円ほど減額することができま

した。その大きな要因は、先ほど説明しましたが、周産期医療の繰入金に

ついて 24 年度から黒字化を達成することができましたので、その部分の

繰入金が全く必要なくなってゼロになったというところが一番大きい原因と

思っております。資本的収支の方は、平成 24 年度は２億 2,660 万円、23

年度は２億 2,073 万円ということで、こちらについては前年よりも増額して

おります。 

繰入金は、基準外はないということですが、例えば４条の繰入金を収支

改善費という名目で３条に回すことなどはやっていないのですよね。 

今のところはございません。 

見事です。基準外繰入れをやっている病院は多いですし、さいたま市

立病院の繰入金は少ないです。恥ずかしながら、私の勤務している病院

の約１床当たりの半分です。ただ、給与費対医業収支比率が 47％台です

よね。せめてその1.5％を職員の数を増やすためのお金に使っていただけ

ればというのが私の率直な気持ちです。 

これも議事録に載せたいのですが、秋月先生と私がさいたま市立病院

のあり方検討委員会にお世話になったのが２年前で、その前年にいわゆ

る事業仕分けというものをさいたま市で実施しました。医療について全然

知らない人間が、「さいたま市立病院に対する繰入金が高いので減らせ」

と言ってきたので、ただ減らせと言っても無理だということで、経営形態の

検討を踏まえて、あり方検討委員会を行いました。 

委員会では、病院経営について詳しい方が集まったのですが、この市

立病院は、政令市で見れば非常に繰入金が少なく、さらにこれを減らせと

いうことは、逆に言えば理不尽なレベルなのです。分析してみれば、職員

定数が非常に抑えられて 10 年以上変わっていない。投資も全然していな

い。そういう中で、職員定数を増やし、投資をするべきという議論を行いま

した。それが契機となって職員定数条例を改正し、必要な投資をした結

果、今回の大幅な増益になり、そのことが結局は一般会計からの繰出金
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（阿部委員長） 

（冨田委員） 

（吉原財務課長） 

（秋月委員）  

（冨田委員）  

の縮減にもつながったわけです。要は、人への投資、施設への投資をし

なければ繰出金は減らないのです。そのことを人事部局に見せて、さらな

る定数の増を行い、繰出金を増やさない形の収益増を目指すというやり

方が、さいたま市にとって一番良いと思います。 

ありがとうございます。他にご意見ございますか。 

21 ページの医業収支比率 101.4％という数字はすばらしいと思います。

繰入金を多くもらっていれば経常利益は上がりますが、自治体病院の中

で、医業収益から医業費用を引いて利益が出ているという自治体病院は

まだ数えるほどしかないですから、これは誇りにしても良いのではないか

なと思います。それと、入院患者一人一日当たりの収入が６万円というこ

とで、もう少し上がるとさらに良いのですが、今のこちらのＤＰＣの比率を

考えれば、かなり上がっていると思います。 

収益をどう上げるかというと、結局は病院の機能を高めて機能評価係

数を上げないと収益も上がらないわけですから、引き続いてそれも上げて

いっていただきたいというのが１つと、貸借対照表というのは出していただ

くことはできるのでしょうか。新会計制度になりますと、恐らくこれが大きく

変更されると思うので、引当金なども含めて出していただけると良いなと

思うのですが。 

貸借対照表につきましては、今回ご用意できなかったのですが、議会

の決算の認定を受ける前の段階の見込みという形であれば、出すことも

可能だと思いますので、次回準備させていただきます。 

それと、先ほど冨田委員の方から医業収支比率が 101.4％ですばらし

いというお褒めの言葉をいただいたのですが、こちらの指標につきまして

は総務省の決算統計による数字となっておりまして、医業収益に２億

5,413 万円ほど、救急と保健衛生業務に係る繰入金が入っておりますの

で、その部分を差し引いてやりますと 99.4％ということでございます。 

それは全然問題ないと思います。公立病院として採算性の低い医療も

やっているし、民間医療ができない医療をやっているわけですから、繰入

金をいただいていたからといって問題がある話ではありません。これはき

ちんと任務を果たしているという証明ではないでしょうか。 

少し気になったのですが、外来患者が１日 1,000 人近いということです

よね。地域医療支援病院の認定を取得している大病院は、なるべく外来

患者から紹介患者を増やそうとしています。紹介率も60％近いのですが、

もう少しこちらを高めていただく必要があると思います。というのは、医師
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（落合委員）  

（阿部委員長）  

（吉原財務課長） 

（阿部委員長） 

の疲弊感を考えて、症状の軽い外来はなるべく診療所に回し、疲弊感を

なくすような形で入院や手術に持っていけるような政策を考えられても良

いのではないかと思いました。 

私はその意見には簡単に同調できないという気持ちがあって、世間の

患者さんは、少しでも評判が良い病院であれば、２度でも３度でもかかり

たいと思いますから、そんなにうまく外来の患者数を減らして紹介率を上

げるというようにはならないのです。市民教育がよほど徹底されて、本当

に病院の機能というものを患者さんや国民が理解してくれていれば、そう

いうことができますけれども、実際にはなかなか困難だと思います。職員

一人一人が外来の患者さんに対して、あなたの状況では他の診療所へ

行かなければだめなのだという説明をやらされていたのでは、とてもやっ

ていけません。 

ただ、私の常識の中で少し分からなかったのは、ＳＰＤをやっていなく

て、医業収益が増えて、手術件数が上がっているのに材料費があまり増

えていないというのはマジックのような印象です。10 億円収入が増えてい

るわけですが、10 億円増えれば、４分の１の２億 5,000 万円ぐらいは材料

費が増えなければいけないのではないかと思うのですが、それが増えて

いないのはなぜでしょうか。 

それについてはいかがですか。 

診療材料につきましては、全国の公立病院が加盟している全自病の各

病院で調達している診療材料の平均単価、最高単価、最低単価など幾つ

かのランクに分けたデータを持っているところと契約しまして、例えばバル

ーンカテーテル関係の診療材料が欲しいというときには、このベンチマー

クで調べます。その結果、平均で１個 10 万円とすると、取引先が 11 万円

で見積書を提示してきた場合に、これは高いだろうということで、値引交渉

をしておりますので、その成果が大分出てきたのではないかと考えており

ます。ただ、全ての品目が安く買えるわけではなく、平均より高い金額で

購入しているものもありますので、今後はその部分を少しずつ改善してい

けば、より安く診療材料を手に入れることができるものと考えております。 

ありがとうございます。 

いろいろとまだご意見があろうかと思いますけれども、大分予定の時間

も過ぎてしまいましたので、この辺でこの件については終わりにしたいと

思います。委員の皆様からは大変貴重なご意見をいただきましてありがと

うございます。 
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【全体評価】 

（阿部委員長） 

（村山院長）  

（阿部委員長）  

（秋月委員）  

それでは最後に、全体の評価として、さいたま市立病院の平成 24 年度

の中期経営計画の達成状況について、恐縮ですが、委員の皆様からお

一人ずつご意見を伺いたいと思いますが、その前に、この中期経営計画

を１年間実行していただきまして、院長先生としてどのようにお考えなの

か、一言ご意見を伺えればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

本日は皆様に貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました。

当院は、健全経営に努め、おかげさまで昨年度を大きく上回る黒字額を

確保し、また９年連続の黒字決算を達成することができました。中期経営

計画の各項目につきましては、まだいくつか未達成の項目もありますが、

平成24年度の主な事業では、周産期医療を強化するためのＮＩＣＵ３床増

床や、電子カルテの導入、そして核医学検査装置や内視鏡室拡張に伴う

超音波診断装置の更新などを行いまして、医療機能の拡充を行う一方、

自動支払機を導入するなど患者サービスの向上も図ることができ、おお

むね順調に計画を進めているものと思っております。 

今後も地域の基幹病院として健全な経営基盤を確立し、市民に信頼さ

れ、安心安全な医療を提供できる病院経営に努めてまいりますので、何

卒よろしくお願い申し上げます。 

ありがとうございました。 

それでは最後に、各委員の皆様からご意見を一言ずつお伺いしたいと

思います。恐縮ですが、秋月委員からよろしくお願いします。 

私は勉強させていただいております。本当に感謝しています。よく官か

ら民へという言葉があるのですが、私は、医療については必ずしもその言

葉は当てはまらないと思っています。私自身が公立病院に勤めているか

ら申し上げるわけではないのですが、今の医療は全く崩壊しています。以

前にも申し上げましたように、診療報酬のレセプトをチェックさせていただ

いておりますけれども、あの実情をぜひ国民の方は知らないといけない

のではないかと思います。だから、収益を上げるためだけではなく、せっ

かく黒字決算を継続されているわけですから、次への投資にこの黒字を

利用できるようにしていただきたいと思います。特に人材確保と質の向上

に尽きるのではないでしょうか。 

さいたま市立病院には期待しておりますので、ぜひ今後とも引き続き、

私たちにとってお手本の病院として継続していただければと思っておりま

す。どうもありがとうございました。 
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（阿部委員長）  

（落合委員）  

（阿部委員長）  

（伊関委員）  

ありがとうございました。続いて、落合委員、お願いいたします。 

すばらしい病院経営で、心から敬意を表します。私自身の経験から申し

上げますと、一つの組織というのは、どうしても６年あるいは７年くらいで、

多くの指標が上に上がるべきものは上に上がった形で限界に達し、下が

るべきものは下がった形で限界になるというか、組織としての限界値とい

う状況が達成されるのだと思うのです。それが達成されているのかいない

のかというのを見極めることが重要なのだと思います。達成されていない

のであれば、いろいろな努力目標によって改善することはできますが、本

当に行くべきところへ達成されてしまっている場合に、さらに高みを目指す

には、ブレークスルーの何かをしなければなりません。例えば手術が 100

件行われているという例をとれば、これを翌年に 120 件の手術をやらなけ

れば収入が増えないとした場合、手術を 120 分の 100 の時間でやらなけ

ればできないということになっていくわけです。外来も同じように 500 人を

診ていたのが 600 人診ろというと、同じ医師数で診るのであれば、600 分

の 500 時間で診なければならず、一人一人の患者さんに対するしわ寄せ

が出てきます。 

そういう意味において、９年間連続黒字にできているということは、そろ

そろ限界に達しているはずなのです。そうすると、その次はどうしても入れ

物を新しくすることが必要で、今ちょうどこの病院はそういうところに来て

いるのだと思います。しかも、それが非常に健全な形で来ているのだろう

と思うので、ぜひ次のステップとして、新しい病院を作っていただきたいと

思います。公立病院として診なければいけない採算の上がらない疾患も

多々ありますから、そういうところは市が補助を行い、補助があるからこ

そ、これだけの経営をするぞという働く人の気概のあるバランスのとれた

良い病院になっていっていただきたいと思う次第です。ありがとうございま

した。 

それでは、伊関委員、お願いいたします。 

この全体評価のところに盛り込んでほしい項目として、繰り返し申し上

げていますが、今回の収益増は定数増を行ったことが一番大きく影響して

きたのだと思います。職員の皆さんの努力に対しては敬意を表します。さ

らにこれから建替えというものがある中で、高齢化社会を踏まえてさいた

ま市立病院も一段と飛躍をしていかないと、団塊の世代を中心とした高齢

化に十分対応できない時代がやってきます。そのために、職員定数の自

由化、建物の再整備と必要な投資を与えられた繰入金の範囲内で積極

的に行う必要があります。病院の経営の自由度を高めるということが重要

で、特に人員の採用と人材育成の予算については最重要課題という形で
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（阿部委員長） 

（冨田委員）  

（阿部委員長） 

（中村委員） 

重点的な配分をお願いしたいです。それが結局は患者達にとって良い医

療を提供することになると思いますので、来年度以降、定数増に向けた計

画等の見直しもご検討いただきたいと思います。 

ありがとうございます。冨田委員、お願いいたします。 

今まで市立病院は先を見ながら自分で経営をコントールしてきたわけ

ではないのだと思います。一生懸命やって黒字が出ていたのだと思うの

ですが、人件費率とか減価償却費を見ますと、私は投資不足も随分あっ

たのではないかという気がしています。今、伊関委員がおっしゃったよう

に、投資していかないと病院はやっていけないし、投資しないと次の将来

もありませんから、引き続き必要な投資を行っていただきたいと思いま

す。特にＤＰＣ病院は、何かを売り上げたから係数が上がるわけではな

く、全体の機能が高まっていかないと係数が上がらない仕組みになってい

ますので、引き続き頑張っていただきたいと思います。 

それと、少し気になったのは、こちらの市立病院は比較的、周産期や小

児医療の部分のウエイトが高く、他の市町村でも公立病院というのはそう

いった部分を担っているところが比較的多いので、それが健全な姿だとは

思うのですけれども、今後は少しずつ高齢化も進んでいきます。今すぐと

いうことはありませんし、さいたま市は東京の周辺として比較的若い人が

多いと思うのですが、それでも高齢化に向かう中で医療需要が少しずつ

変わってくると思います。今回の病院の建替えだけなく、その後において

も高齢化に向けた地域医療の未来を見据えて、選択と集中を公立病院で

も少しずつ行っていく必要があるのだと思います。まだその予測をする段

階ではないと思いますが、徐々にそういう考え方も入れて、次はもっと貪

欲的にやろうよというような目標を立てていただくと、すばらしい病院にな

るのではないかと思います。 

ありがとうございました。中村委員、お願いいたします。 

私も大変な勉強をさせていただいております。ありがたいことだと思って

おります。９年間の黒字経営ということで、事務局、また医療関係の皆様

方が本当に努力をされた結果ではないかなと思って、感謝の気持ちでい

っぱいでございます。先ほどから他の委員の皆様がおっしゃっているよう

に、医師が少ないから人材確保をしてほしいとか、施設面でも患者及び患

者の家族の気持ちも考えていただいて、病院経営をしていっていただきた

いなと思っております。 

私も今、赤十字病院に付き添いで行きまして、本当に２時間、３時間と

待つ時間がございまして、そこにじっと座って眺めていると老老介護を目
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（阿部委員長）  

の当たりにしているわけです。腰の曲がったおばあさんがおじいさんを車

椅子に乗せて、私は本当にいたたまれない気持ちです。ですから、そうい

う方たちが安心してかかれる公立病院を運営していっていただきたいと思

っております。 

私は、先生はいつお昼を食べるのかしらと思って心配するぐらいで、呼

ばれてお部屋に入ったときに思わず「先生、大変ですね」という言葉をか

けてしまいます。それでもやはり患者さんの中には長く待たされて不満を

述べる方もいらっしゃると思うのですが、私はとても不満を述べる気持ち

にはなれませんでした。ぜひ患者、そして家族に対して温かい医療を行え

るような公立病院になっていただきたいと思っております。ありがとうござ

いました。 

ありがとうございました。 

今日は、委員の皆様からいろいろと貴重なご意見をいただきました。こ

れらのご意見をもとにして、ペンディングになった評価項目もございました

ので、そういったところも次回までに整理をしていただきまして、全体の評

価を事務局でまとめていただくようにお願いしたいと思います。 

3 その他 

（阿部委員長）  

（伊関委員）  

（吉原財務課長） 

（伊関委員）  

（阿部委員長）  

（吉原財務課長） 

（伊関委員） 

最後に「その他」ですが、事務局から何かございますか。 

済みません。確認なのですが、この評価の結果については、いつの時

点でまとめるのですか。 

第４回目のときに取りまとめて、こちらのほうで提示したいと思います。 

例えば、次回が来年の１月ですと、もう予算も人事も全然間に合わない

ので、今回の簡単なまとめを作って、人員の要求ですとか予算要求に使

えるような形にしていただいた方が良いと思うのですが。 

来年度の予算に活用していただきたいということですね。 

今日のこの委員会については議事録にまとめまして、各委員さんのご

発言については、予算要求や人員要望などに活用することは可能だと思

います。 

ダイジェストのような形でまとめていただいて、必要なら人事担当者、ま

たは予算査定のときには外部の委員の意見ということで、うまく今日の議

論を活用していただければと思います。 
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（阿部委員長） 

（吉原財務課長） 

それでは、他に事務局のから何かございますか。 

次回の経営評価委員会の開催につきましては、11 月を考えております

ので、また日程調整をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

4 閉会 

（阿部委員長）  本日の議事はこれで終了いたしました。委員の皆様には、長時間にわ

たりましてご協力をいただき、誠にありがとうございました。それでは、こ

れで閉会といたします。 


