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第３回さいたま市立病院施設整備検討委員会 議事緑 

■日時 平成 24年 12 月 27 日（木） 15:10～16:40 

■場所 さいたま市立病院 サービス棟２階 会議室 

■出席者 

【委員】 ※敬称略 

加藤 泰一（さいたま赤十字病院長） 

伊関 友伸（城西大学経営学部教授） 

冨田 一栄（税理士・医業経営コンサルタント） 

水谷 元雄（浦和医師会副会長） 

手島 初江（埼玉県看護協会専務理事） 

栗原 豊子（緑区自治会連合会代表） 

村山 晃（さいたま市立病院長） 

窪地 淳（さいたま市立病院副院長） 

小川 裕美子（さいたま市立病院副院長兼看護部長） 

 [ご欠席] 

筧 淳夫（工学院大学建築学部教授） 

会田 妙子（緑区自治会連合会代表） 

寒河江 千一（さいたま市建設局建築部長） 

【事務局】 

市立病院経営部：麻生市立病院経営部長、松澤市立病院経営部次長 

工藤市立病院経営部参事兼庶務課長、吉原財務課長、中村医事課長 

（庶務課）三好総務係長、安部施設管理係長、柴山主査、齋藤主任 

（財務課）中川課長補佐兼用度係長、田中財務係長 

（医事課）貝吹課長補佐兼医事係長、廣瀬主事 

保健部：大畑保健部参事兼病院経営企画課長、海老名地域医療課長 

（病院経営企画課）須田課長補佐兼企画係長、今井主任、吉田主任 

（高等看護学院）清水主幹 

■会議次第 

１ 開会 

２ 議事 

 （１）さいたま市立病院施設整備基本構想・基本計画（骨子案）について 

 （２）施設整備に関する方向性の整理・検討 

  ①整備手法について 

  ②マスタープランによる建物配置パターンについて 

 （３）その他 

３ 閉会 

■配布資料 

資料１   さいたま市立病院施設整備基本構想・基本計画（骨子案） 

資料２   整備手法の比較検討 

資料３   施設整備における建物配置パターン分析 

補助資料 さいたま市立病院施設整備基本構想・基本計画（骨子案）補助資料 
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【配布資料の確認】

（事務局）工藤庶務課長 委員会開催前に４点ほど確認をさせていただきたいと思います。

まず、本日、委員の皆様のお手元に配布させていただきました資料

でございますけれども、本日の配席図、それとさいたま市立病院施設

整備基本構想・基本計画(骨子案)の補助資料１枚でございます。ま

た、先日送らせていただいた資料ですが、本日お持ちでない方がいら

っしゃいましたらお渡しできますが、大丈夫でしょうか。

【傍聴の許可等】

（事務局）工藤庶務課長 それでは、２点目でございます。傍聴者についてですが、本日の傍

聴希望者は５名でございます。本委員会につきましては、原則公開とな

っておりますが、委員の過半数以上の同意がある場合は、非公開とす

ることも可能となっております。傍聴を許可してもよろしいでしょうか。そ

れでは、傍聴を認めます。

３点目でございます。これまでと同様でございますが、本委員会にお

いては、議事録を作成いたします。お手数をおかけいたしますが、発言

の際は机の上のマイクを必ずご使用いただきたいと思います。

最後、４点目ですが、本委員会の開催風景を撮影させていただく場

合がございます。あらかじめご承知おきいただければと思います。

また、本日、筧委員、会田委員、寒河江委員からは、ご都合が悪く欠

席とのご連絡をいただいております。

それでは委員長よろしくお願いいたします。

１ 開会

水谷委員長 ただ今から第３回さいたま市立病院施設整備検討委員会を開催させ

ていただきます。委員の皆様には、第３回会議の開催につきまして、ご

案内を申し上げましたところ、ご多忙の折にもかかわらず、多くの方々

に出席いただきまして、誠にありがとうございます。

第２回会議では、市立病院を取り巻く状況や今後の動向、市立病院

の情報を踏まえた、施設整備における医療機能のコンセプト、施設整

備の方向性、配置パターンについて、ご意見をいただきました。本日も

委員の皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

２ 議事

(１)さいたま市立病院施
設整備基本構想・基本

計画（骨子案）について

水谷委員長 早速でございますが、議事に入らせていただきます。

まず、議題(１)さいたま市立病院施設整備基本構想・基本計画につ

いて、事務局からの説明をお願いいたします。
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（事務局）工藤庶務課長 資料の説明はコンサルタントより行いますので宜しくお願いをいたし

ます。

（事務局）コンサルタント では、資料１につきまして説明をさせていただきます。

まず、１ページ目、左側をご覧ください。「１．施設整備に関する検討

の経緯」でございます。これまでの検討の経緯でございますが、まず、

平成 23年３月、さいたま市立病院のあり方検討委員会が設置されまし

た。平成 24年１月には、あり方検討委員会から最終報告が提出されま

した。同３月には、さいたま市立病院中期経営計画が策定されました。

また、４月にはさいたま市立病院施設整備基本構想・基本計画の検討

に着手いたしました。平成 24 年８月には、さいたま市立病院施設整備

検討委員会が設置されました。

中段以降にございますのが、それぞれの報告、あるいは計画の内容

の抜粋になっております。まず、「※１『あり方検討委員会』の最終報告

（抜粋）」ですが、この中では、市立病院の役割、あるいは市立病院の

目指すべき方向性、またこういった方向性を実現するための方策につ

きまして、ご意見を頂戴いたしました。また、※２は中期経営計画の抜

粋になっております。こういった内容を、今回の基本構想・基本計画の

骨子案の中に織り込んだ形になっております。

資料の右側をご覧ください。「２．市立病院の概要」でございます。上

段の文章に、さいたま市立病院中期経営計画から抜粋いたしました病

院の性質、機能についての概略を記載しております。中段の現況です

が、ここでは、特に施設に関する部分の現況をお示しいたしました。表

をご覧いただきたいのですが、特定の機能といたしまして、地域周産期

母子医療センター、地域がん診療連携拠点病院、災害拠点病院といっ

たような機能がございます。診療科目は 21科目、病床数は 567床、敷

地面積 54,755.41 平方メートル、建物の延床面積が 38,727 平方メー

トルとなっております。その下にございますのが、配置図でございます。

この図面につきましては、前回の委員会でお示ししたものに加えまし

て、青く塗った部分ですが、隣接した市の敷地にある建物について、追

記をさせていただいたものでございます。

資料の２ページ目をご覧ください。まず左側の部分ですが、「３．地域

医療需要と将来傾向」です。まず、「人口の推移」でございます。本市に

おいて、2035年に市全体での 65歳以上の高齢者割合が、30％を超え

る見込みであるという推計になっております。またつい最近ですが、市

全体での 65 歳以上の人口割合が、20％を超えたというような報告もご

ざいます。

中段、「患者数の推移」です。これは将来的な人口は減りますが、患

者数、特に高齢の患者数は増える見込みであるということを記載してお
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ります。また、下段は「疾病の伸び率」です。人口の高齢化で将来、患

者の疾病構造が変化してまいります。2005 年に対する 2035 年の推定

患者数の伸び率では、上位５位にランクインする疾患が、以下にあるよ

うなものになっております。

資料の右側をご覧ください。この部分につきましては、今回の委員会

で新しくお示しするものでございます。「入院患者の将来推計」というタ

イトルになっておりますが、上段の表の１行目で、さいたま市全体での

将来推計入院患者数というものを推計しております。その１行下には、

さいたま市立病院での市内の入院患者におけるシェア率というものを

記載しております。また、その下には、市立病院の将来入院患者数とシ

ェア率を掛け合わせた形で、市立病院での将来推定入院患者数という

ものを表記した資料になっております。

また、その下の表ですが、推計必要病床数というタイトルになってお

ります。ここにございますのが、今お示しした市立病院推定入院患者数

という数字に加えて、平成 23 年 11 月の厚生労働省の「社会保障と税

の一体改革に伴う医療介護制度改革」という資料の中での一般病床の

減少率というものを加味したものでございます。さらに黄色で塗っており

ますのが、中期経営計画における平成 28 年での目標値、病床利用率

の目標値を掛けた数字を記載しております。

その下のグラフですが、こちらの数字を折れ線グラフの形で表記した

ものになっております。また表の中で、567 床ライン、547 床ラインと記

載がございますが、567 床につきましては、病院の全病床数、また 547

床につきましては、結核病床を除いた全病床数という内容になっており

ます。「入院患者は人口及び高齢化により増加していく推計」と書いて

おり、「それに伴い、次期の整備においては、適正病床数の検討を継

続的に実施していく」と書いております。

その下の部分、「４．整備における病床についての考え方」です。１つ

目が、第６次医療計画期間中においては、現行の 567 床を基本として

考慮いたします。２つ目が、高齢者人口割合が増加する 2025 年から

2035年においては、現在の医療制度を前提として推計すると病床不足

が生じると見込まれます。しかしながら、病床の機能分化や平均在院

日数の短縮化の動きなどの不確定要素が多いことから、次期の整備

においては、医療政策、診療報酬、人口の推移を鑑みながら、適正病

床数の検討を継続的に実施してまいります。現状は第７次医療計画に

向けての検討を継続してまいります。

次のページをご覧ください。ページの左側ですが、「５．市立病院施

設整備検討委員会の主な意見」をまとめさせていただきました。さいた

ま市立病院施設整備検討委員会で第１回の８月２日と第２回の 10 月

25日にて、委員の方からお示しいただいた意見は、以下のとおりとなっ
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ております。まず、医療制度の動向や高齢化がピークとなる 10 年から

20 年先を見据えた検討が必要であるということ、人口規模・将来の高

齢化を踏まえた人的充実への投資が必要であるということ、市内唯一

の市立病院としての役割や住民からの期待に応えるような資本投下が

必要であるということ、救急医療や高度急性期医療の重点整備が必要

であるということ、地域連携につながる研修・教育機能の強化が必要で

あるということ、災害拠点病院としてのソフト・ハード両面における機能

整備が必要であるということ、イニシャルコストだけでなくランニングコス

トも踏まえた中長期的な視点での整備が必要であるということ、などを

頂戴しております。

その下にございますのが、「６．市立病院における現状の課題」でご

ざいます。大きく２つございますが、まず医療機能にかかわる課題とい

うことで、この中では、急性期医療機能ということで、「狭隘である救急

外来の整備、拡張」、あるいは「集中治療室の不足」について述べてお

ります。また特定の医療機能といたしましては、「地域がん診療連携拠

点施設としての機能強化」や「リハビリテーションの改善」、また地域医

療の連携強化の中では、「在宅医療に対する連携、支援機能の強化と

体制の充実」などを挙げております。その下、施設機能にかかわる課

題の中では、病院全般の問題として「施設全体の老朽化と狭隘化」ま

た、「救急、放射線、検査、外来等の動線・配置が機能的でない部分」、

また療養環境の部分では、「病室の面積」の問題ですとか「病棟の個室

数が少なくニーズに対応できていない」、また職場環境においては、

「医局の分散配置」ですとか、「看護師の職場環境に改善が必要」であ

るというようなことを書いております。

資料の右側になりますが、こういったことを踏まえた「７．市立病院に

おける施設整備のコンセプト」について、大きく７つの柱を挙げておりま

す。柱の１つ目ですが、「市民に望まれる医療機能の充実」ということで

救急外来の充実から、その他医療の強化まで挙げてございます。ま

た、２つ目は「地域医療及び地域連携の実施強化」、３つ目が「患者さ

んの視点からの療養環境の向上」、４つ目が「職員の質向上及びモチ

ベーションを高めるための職場環境の整備」、５つ目が「安定した医療

の提供のための人員確保」、その次が「経営を見据えた施設改修方針

について」、また、最後に「災害拠点病院としての機能強化」といったこ

とを、柱として挙げてございます。

次のページをご覧ください。ページの左側をご覧いただきたいのです

が、この項目では、都市計画区の部分が小さくて、また、用途地域が色

付きであるために、元の部分が小さいということがございましたので、

別紙の形で補助資料として拡大地図を用意いたしました。併せてこちら

もご覧いただければと思います。
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では、資料に戻りますが、まずページの上段部でございますが、さい

たま市立病院は昭和 28年の開設以来、現在地にて、地域の基幹病院

として、地域の医師会と連携しながら、高度な医療を提供してまいりま

した。その下に敷地条件がございます。敷地条件としましては、まず地

域地区が、都市計画区域内（市街化区域）、用途地域が第一種中高層

住居専用地域と第一種住居地域になっております。

その下に、建築にあたってのポイントを記載してございますが、１つ

目が、周辺には地域規制がございますので、特に敷地の北側には高

層棟の建設ができません。また、南側は民家に隣接するため、工事に

よる振動、騒音及び建築物による圧迫感に配慮が必要です。３点目、

近接に民家がございますので、救急の動線及び結核病棟の配置につ

いて配慮が必要になります。４つ目、敷地内に高等看護学院の土地が

ございますので、建築計画によっては、所管換え等の措置が必要にな

ります。また、市立病院は開設以来、現在地にて医療を担ってきてお

り、診療圏も確立されております。地域の医師会との病診連携に力を

入れており、関係の維持・強化の観点からも、現在地にあり続けるとい

うことが望ましいと言えます。また最後ですが、病院施設全体でのライ

フラインを担うエネルギーセンターにつきましては、老朽化と安心安全

の確保の観点から、全体施設整備計画の第一歩としてすでに事業化さ

れており、平成 24 年から 26 年度の建設工事及びその後 10 ヶ年のＥ

ＳＣＯサービス(省エネルギーに関する包括サービス)の契約が締結の

運びとなっております。また、この資料には記載してございませんが、

現在市立病院では、駐車場のスペース不足や道路形状の関係で、平

日の午前中には周辺道路での渋滞が生じております。今回の整備に

あたっては、こういった周辺整備も含めて、解決すべき課題の１つであ

るかと思います。

資料の右側をご覧ください。「９．事業スケジュール」になっておりま

す。ここでは若干スケジュールが変わっておりますが、現実的に練り直

したものになっております。設計のスタート時期が平成 26 年度からの

スタートに直しております。

その下に中長期計画という資料がございます。こちらも今回、新しく

お示しするものでございます。資料の趣旨としましては、マスタープラン

を考えていく上で、次期整備時期を考慮する必要から作成いたしまし

た。また、ここにある資料は建物の全面建替えではなく、改修を前提と

したものでございます。また、建替えの個々のパターンにつきまして

は、資料３の方で後ほど説明させていただきます。

この表の見方ですが、上段の横軸が時間軸で、西暦・和暦の年が書

いてございます。縦軸はまず、中段までが既存建物、４つほど建物がご

ざいますのと、その下に計画建物で今回計画進行中、あるいはこれか
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ら計画する建物です。一番下段にございますのが、将来、その次の段

階で計画する新新病棟、という表記の仕方になっております。

表の中で、赤い枠で囲ってある部分、中央の赤い枠ですが、これが、

今回の基本構想・基本計画で検討している整備計画、その右側にござ

います赤い枠につきましては、その次の大規模整備を迎える時期とい

うふうにご覧いただければと思います。

資料の説明は以上です。

（事務局）工藤庶務課長 それでは、引き続きまして、本日ご都合により欠席をされていらっしゃ

います筧委員より事前にご意見をお寄せいただいておりますので、初

めにお伝えをさせていただきたいと思います。

骨子案の３ページ、３／４ページの左側、「５．市立病院、施設整備検

討委員会の主な意見」として、第１回、第２回の発言ではないけれど

も、運営方法の再検討という意味で、新しい病院の運営方法の近代化

を検討する必要があるのではないかと考える。新しい施設での物品管

理方法、入退院手続き、外来受診手続きの流れなどの運用方法の再

構築の考慮は、施設整備時が絶好の機会であり、今回の施設整備と

並行して検討すべきである。また、運営方法によって建築空間は大きく

異なってくるので、平行して検討すべきであるというご意見をいただきま

した。以上です。

水谷委員長 はい、ありがとうございました。ただ今資料１で、今後の施設整備の

方向性を示す施設整備計画の骨子案の説明がございましたけれど、

地元の自治会から参加していただいている栗原委員から見て、利用者

の立場から、今後施設整備を進めていく市立病院に期待することなど、

何かございましたら、お話をいただけたらと思うのですが。

栗原委員 私は医療のことは全く分かりませんけれども、民生委員として、地域

の高齢者、障害者、それからお子さんと接しておりますので、その中か

ら届いた声というのをお知らせということでもよろしいでしょうか。

定期検診で予約を取りますけれども、待ち時間が長く、体調の良いと

きは、診察室の前でじっと待てますけれども、体調のすぐれないときも

あります。そんなときは、玄関のロビーの空いている椅子に横になっ

て、呼び出しを気にしながら横になって待っております。先ほどの資料

の中にも、超高齢社会に突入した現在、一慮いただければありがたい

と思います。

それから、もう一つ、高齢者からの声ですが、最近は在院の日数が

短くなっております。まだ入院させていただきたいという思いが残る中、

在宅医療、それから転院の話が進められます。担当者からは、退院後
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の情報提供も地域との関係機関の連携も詳細にご指導はいただけま

すが、地域の現実というのは、単身老人、それから高齢者のみ世帯が

増加中です。老老介護、認認介護という状況があって、共倒れにならな

ければという思いで、声かけ、訪問をしております。

ただ、プライベートのことになりますが、市立病院のご指導をいただ

き、不安でしたけれども在宅医療を１カ月やりました。人生最後のかか

わり、大変なときもありましたけれども、結論は、病院も家族もすばらし

い思い出を残すことができたということで、介護者がいれば在宅は推奨

ということに、そういう本当に地域とのかかわりの中での声をお知らせ

いたします。以上でございます。

水谷委員長 はい、栗原委員ありがとうございました。

確かに今は家族が核家族化されているので、老老介護、確かに多い

と思います。お話に出ました在宅の看取り、これは非常に良いことだと

思うのですが、そういう状況にならないような家庭、いわゆる病気の人

を面倒見るだけの体制、介護の体制が整わない家庭においては、では

どうしたらいいのかということが出てくるとは思いますが、それは、今は

急性期の病院と慢性の疾患を診る病院というふうにだんだん役割分担

がされてきています。国もそういう方向で考えておりますし、われわれ

開業医が在宅で診るようにしなさいというのも国の方針になってきてお

ります。しかし、そのあたりは、どちらがいいか、どちらが悪いかという

問題も、できる、できないの場合もありますので、今後それは、ここの病

院だけではなく日本全体で考えていかなければいけないだろうと思い

ます。

ほかの委員の先生方、何か意見ございましたら。

伊関委員 今は機能分担といって、急性期の高度な医療をするところは医師が

たくさんいて、最新の医療機械もあって、それで最新の医療を提供する

と。これがお金がかかっていますので、どうしても、できるだけ病床の回

転をよくするという過程で、早め早めに退院していただいて、次の転院

の場所をちゃんと作らなければならない。

この療養のベッドをどうするのかというのは次の課題で、都内だとそ

こが今一番苦労し始めていて。おそらく、さいたま市の医療政策として

こちらの急性期病院のあとの後方の病院をいかに応援していくかという

ことも、これは全体の政策になってくると思います。そこは市役所の方

でも医療政策の担当がありますので、そこはちゃんと支援をしていくと。

医療計画も作られると思うのですが、そういうところでの充実を図って

いると、後方の病院の充実があるというのがとても重要です。

あと大事なのは、この病院の中の、いわゆる紹介をしていく人とかつ
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なぐ人たち、そちらの人たちを充実させて、社会福祉の人材を雇用した

りして、退院された方の気持ちに立って、ちゃんと受け答えをして紹介

をする。そこのマンパワーをやっぱり充実させないと。「もうベッド空いて

いませんから出てください」と言うと、不安なままで出しますので。そこ

のきめ細やかな退院の調整は絶対必要だと思います。そこのマンパワ

ーをやっぱり充実させることが、急性期に特化すれば特化していくだけ

重要になってきます。それは、やはり病院としての常勤職員の雇用の

問題ですとか、非常勤での雇用の問題、人をどうやって雇っていくかと

いう、そちらの方の課題になると思います。

水谷委員長 先ほど、事務局の方から報告いただきました筧委員の、運用のこと

も含めて考えなさいというようなご意見はもっともだと思いますが、その

ことも含めまして、この最初の議題につきまして、ご意見はございます

でしょうか。

手島委員 先ほどの筧先生と一緒ですが、特に看護に関しては、細々した物品

がたくさんあります。そういうものの物流を、診療材料だけでなくて、管

理をどんなふうにしていくのか、ベッドからＭＥ機器から、それからいろ

いろな看護用品についても、どんなふうにしていくかということで、いろ

いろなことが変わってくるのかと思います。機材室はできるだけ広く取っ

ていただけたらいいなとは思いますが、でも、それを全部看護の手でと

か、看護助手がどこまでできるかということもあるのですが、そういうこ

とも含めて、この建物を考えていけたらいいのではと思います。

水谷委員長 はい、伊関委員。

伊関委員 筧先生のお考えに賛成ですけど、やっぱり単なる提案をコンサルか

ら受けるだけじゃなくて、病院職員の方が色々あちらこちらから見て、

今回の物流システムがどうあるべきかということもよく勉強をして、自分

たちの医療に一番合う形のシステムを入れるように、ちょうど一番の勉

強の時期だと思うので、ここの職員の方にちょっと期待したいと思って

おります。

水谷委員長 その辺は、病院サイドとしては、今後の検討課題だと思うのですけれ

ど、よろしくお願いしたいと思います。

他にございますでしょうか。はい、どうぞ、冨田委員。

冨田委員 病院は通常、特に経営をきちんと考えられている病院というのは、あ

る程度、10年、10数年おきに、その時の医療情勢とか、それから規定
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とかそういったものを見直すことで建築しているところが多いようです。

こちらは多分、久しぶりの建築と思うので、建築の建物だけでなくて、こ

の機会にどんなものが求められているか、そういうことで見直す必要が

あると思います。

筧先生のおっしゃったことはすごくもっともで、運営方法といっても、

例えば今、機材の話が出ましたけれども、機材だけでなくて、今は感染

とか安全とか、そういったものにものすごく配慮する反面、この建物の

計画だけではなかなか分からないですけども、清潔・非清潔のラインと

か、そういったものを見直しますと、若干、もう少しゆとりがいるのかな

という気もします。

それから、物品の運用等も、昔ながらに自分たちだけでやっていた

時代から、やはり、機能分担というのは医療者と非医療者が分担して

やっていく仕組みですね、そういったものが、今ちょっと市立病院はど

のぐらいにやっているか分かりませんが、あまりにいろいろな外の人

が、入り込めるゆとりがどうも無さそうな、ナースステーションとか見て

いると、そう思います。運用方法を変えるとすると、やはり、そこに若干

のゆとりを考えられていく方がいいかと思います。

それから、次の建築の機会が２回ぐらいあるとすると、やはりその間

にもう１回見直しの機会も、おそらく、例えばこの建物が建てられた後も

10 年、20 年、また出てくる。ですから、次々に医療の質の向上を求め

られている時期なので、今一度に決めてしまうというよりも、将来的に

は急性期病院は特にもっとゆとりが必要であり、そういうことを考えられ

た上で、運用を検討されたらいいと思います。

どんどん世の中、どこを見ても外注化というか、専門分化というのは

出ています。病院の中の建物の機能を見てみると、ホテル面もありま

すし、裏方はもう、例えて言うと変ですけれども、工場のようなところも

あります。非常に不潔な動線もありますし、物品の購入のラインとか、

それからそれに対する車の出入りとか廃棄物とか、そういった後ろの方

まであるので、相当に気を付けてというか、ゆとりを持った運用方法を

やっぱりしっかりできた上での建築かなと改めて思います。

水谷委員長 はい、伊関委員、どうぞ。

伊関委員

（事務局）麻生経営部長

先ほどの説明で追加があるのですが、渋滞対策はやっぱり重要だと

思います。特に高齢化がさらに進めば、車で来られる方も当然いらっし

ゃいますので。今の収容台数がそもそも何台で、何台ぐらいの待ちがピ

ークの時にあるのでしょうか。

今、市立病院の駐車場の台数としては、310台ございます。午前中
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の診療ということで、やはり、朝９時ぐらいから午前中 11 時か 12 時ぐ

らいまで並んだり、それから前の通りまで伸びてしまう状況が確かにご

ざいます。どうしてもこちらにバスが入っている関係で、バスも自家用車

が並んでしまうとバス停まで入れないようになっておりますので、バス

がちょっと遅れたりとか、また右折帯もないような状況というのもありま

すし、いろいろなことが絡んで渋滞が起きている状況です。

伊関委員 もう一つだけ、ここの都市計画図でも出ていますように、今の東浦和

駅から馬場の停留所までで今は止まっていますけど、あそこが抜けた

場合は最終的には、市立病院に起点のバスになるみたいな計画はま

だないわけですよね。

（事務局）麻生経営部長 国際興業バスですけれども、うちの方へ入っていただくような要望は

しておりますが、まだ決定ではございません。

伊関委員 あそこだと歩くのにやはり大変な部分もあるので、できれば道路が抜

ければ入れるようにした方がいいとも思いますけども。結局は、その分

バスの出入りが多くなるので、東浦和からのバスの流入も踏まえて、十

分なバスの発着ができるスペースを確保することと、十分な駐車場を

確保することというのは、ポイントに入れておいた方がいいと感じてい

ます。そこは、結構重要なポイントになるのかなと思います。

（事務局）麻生経営部長 今現在渋滞している原因として考えられるのは、確かに駐車場の台

数が少ないというのは、１つあると思います。それから、この北宿通りか

ら右折して入ってくるわけですが、その右折帯がないというのも、こちら

が渋滞してしまう要因の１つかなと考えております。

水谷委員長 少しアプローチがないんですね、ほかのルートがないので。でも東浦

和からの道は、すぐそこまで来ているといえば来ているので、その先を

どういうふうにするのか分からないですけれど、その辺をやはり都市計

画の中で、考えているのかもしれないですけれど、この建築に併せて、

その辺も一緒に検討していただけたらいいのかなと思います。

それから北宿通りも市立病院の前のところで、右折帯を作るのであ

れば道を広げなきゃいけないので、そうすると広げられるのは博物館

のところの崖を崩すしかないと思いますが。だから、そういうようなこと

も含めて、それは病院で持てと言われると大変かなと思いますけれど、

病院の計画の中に併せて、市の方で考えていただけると交通について

は良くなるかと思います。他に何かございますか。よろしいでしょうか。
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２ 議事

(２)施設整備に関する
方向性の整理・検討

①整備手法について

水谷委員長 それでは、(２)の施設整備に関する方向性の整理・検討、①整備方

法について、事務局からの説明をお願いいたします。

（事務局）工藤庶務課長 資料２の整備手法についてでございますが、資料には３つの手法を

挙げさせていただいております。今回の基本構想・基本計画の作成に

おいて、３つの手法から１つに絞るということではなく、各手法に対しま

して委員の皆様のご意見を頂戴しながら、定性的な分析を加えて、今

後、計画に乗せるところまでを対応範囲として考えております。

つきましては、本委員会におきましても、各手法に対して委員の皆様

よりご意見を賜ればというふうに思います。また、そのご意見をいただ

いた中で、手法の決定につきましては今後、その方向性を元に、関係

各部署と調整しながら、市の中で決めていくこととなろうかと思います。

それでは、資料の説明はコンサルタントより行います。

（事務局）コンサルタント では、資料２について説明をさせていただきます。まず最初に、資料

の訂正をさせていただきます。表の中で、中段の項目のＤＢ方式の中

で、建設期間という項目が中段からちょっと下にございます。ここでＤＢ

について、「若干長くなる可能性」というふうに表記してございますが、こ

こを「若干短くなる可能性」というふうに訂正をさせていただきます。ま

たこの表の中で、記載しておりますメリット・デメリットにつきましては、よ

り顕著に表れている部分につきまして、各項目に表記しております。で

は、資料の説明をさせていただきます。

ここでは、従来方式の分離発注とＤＢ（設計施工一括）方式、ここで

は基本設計の別発注を前提としておりますが、また３つ目にＰＦＩ方式、

この３つについての比較をしてございます。

まず、基本的な考え方ですが、従来方式では、設計・施工・施設維持

管理の各業務をいずれも従来の方式により整備運営するもので、各業

務は市の直営もしくは個別単独で単年度で分離発注するものです。

ＤＢにつきましては、基本設計は従来通り市が分離発注いたします

が、施設整備費用を適正化するため、実施設計と施工を包括発注し、

ＶＥ提案を元にした設計・施工業務の連携を図るものです。また施設維

持管理に関しましては、市の直営、もしくは個別委託で発注となりま

す。

またＰＦＩ方式でございますが、これはＰＦＩ法に基づき、本事業に係る

設計・施工・維持管理等を１事業者へ長期包括発注するものです。
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発注方式は従来方式のような、市側が具体的仕様を示して事業者を募

集する「仕様発注」ではなく、市側は要求水準を示して、具体的仕様は

事業者へ委ねる「性能発注」を原則としてございます。

その下ですが、建物の所有につきましては従来方式、ＤＢとも建設期

間中、供用後とも市の所有となります。ＰＦＩ方式におきましては、建設

期間中は民間事業者、供用後は市または民間事業者の所有となりま

す。

その下、事業範囲ですが、従来方式の場合には資金調達は市の起

債、基本設計から施設維持管理の部分までは市が分離発注するもの

です。ＤＢのところをご覧いただきますと、事業範囲ですが、ここでは資

金調達、基本設計は市が起債あるいは分離発注を行いまして、実施設

計と施工を包括発注、また工事管理と施設維持管理につきましては、

市が分離発注をするものでございます。右側のＰＦＩ方式におきまして

は、事業範囲、資金調達は民間資金または起債となりますが、その下

の基本設計業務から施設維持管理の部分まで、これを包括的に発注

するものになります。

その下が発注方式ですが、従来方式では仕様発注であるのに比べ

て、ＤＢ及びＰＦＩでは性能発注となります。契約の形態ですが、従来方

式では分割契約であるのに比べまして、ＤＢ方式では設計施工一括契

約、ＰＦＩ方式では包括的な一括契約となります。

契約期間ですが、従来方式では単年度契約でございますが、ＤＢ方

式では年度契約または工事完了までの複数年の契約となります。これ

に対しまして、ＰＦＩ方式におきましては長期間での契約となります。

実施主体ですが、従来方式では各業務は別主体になりますが、ＤＢ

方式では設計施工が同一主体になります。ＰＦＩ方式におきましては、す

べての業務が同一主体となります。

それから建設期間でございますが、従来方式に比べまして、ＤＢ方式

では若干短くなる可能性ということと、ＰＦＩ方式では１年程度長くなるこ

とが想定されます。

主なメリットとデメリットですが、まず従来方式につきましては、従来

から実施されてきた方式であり、企画立案から事業者選定までの事務

手続きに関する不安要素が少ないということ、また設計・施工以外の各

業務が単年度発注であることから、将来の環境変化へも業務ごとにそ

の都度対応することが可能であること、またＰＦＩ方式と比べて、事業者

選定に要する期間が比較的短くて済むということが挙げられます。主な

デメリットといたしましては、業務ごとの個別単年度発注であるため、業

務間の連携が容易でないということ、また提供サービスの質の向上と

その評価が難しいことなどに課題を残しております。また、整備事業の

開始にあたり、従来から自治体病院が抱えている「高コスト傾向」という
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ことがデメリットとして挙げられます。

中段のＤＢ方式でございますが、まず主なメリットといたしまして、基

本設計を分離発注で行うことにより、例えば性能発注によるＰＦＩ方式と

比べて院内の要望を設計仕様へ十分反映させることができます。ま

た、分離発注で基本設計を行った後、実施設計と施工を一括受注する

事業者からＶＥ提案等を受けることで、建設コスト適正化を期待するこ

とが可能となります。主なデメリットといたしましては、ＰＦＩと比べ、施設

完成・運営開始後の設備維持管理や、運営を考慮した施設計画に関し

て課題を残す可能性がございます。また、施設維持管理や運営に関す

る評価と質の向上を図る仕組みづくりに課題が残ります。

ＰＦＩ方式ですが、主なメリットといたしましては、１事業者へ長期包括

発注することで、施設関連業務から開院後の運営関連業務まで、横断

的かつ合理的なマネジメントを期待することができます。また、民間事

業者のノウハウを活用することにより、業務の質の向上とコスト効率化

を図ることが可能となります。デメリットといたしましては、将来の環境

変化への対応に関しまして、長期契約からくるリスク負担は比較的大き

くなることに加えまして、性能発注・要求水準に関する市・事業者間の

解釈不一致により現場が混乱する可能性もございます。また、ＰＦＩ法に

則った事業者選定に期間を要することから、開院時期は従来方式と比

べて約１年程度遅くなることが想定されます。

次のページをご覧ください。公立病院におけるＤＢ及びＰＦＩの主な事

例を記載させていただいております。まず左側のＤＢですが、この設計

施工一括発注というもの自体が近年始まったばかりでございまして、事

例としてはまだ少ない状況でございます。８つほど事例を記載させてい

ただきましたが、大きく分けますと、基本設計の段階からＤＢで一括発

注するパターンと、基本設計は分離して実施設計以後一括発注する、

この２つの型に大きく分けられます。

また右側にございますのが公立病院におけるＰＦＩの主な事例でござ

いますが、この中で、１番と２番の高知とそれから近江八幡市、これに

つきましては、それぞれ平成 22年、21年に契約解除をされたケースで

ございます。この中ではＰＦＩの事例を記載いたしましたが、ＰＦＩが出始

めた頃の最初の事例、この中で言いますと、１番、２番、３番の辺りにな

りますが、こういった部分での事例につきましては、前例がない中で病

院事業にＰＦＩ手法を導入した世代になります。そのため、ＰＦＩ導入の定

義がその段階、事業スキーム等につきましては三者三様というふうに

なっております。

また、そういった初期の事例を踏まえその次に生かしておりますの

が、この中で申しますと、５番の東京都立多摩総合医療センター・小児

総合医療センターと６番の東京都立がん・感染症医療センター、この辺
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りの事例になります。こういった部分では、最初の事例で顕在化した課

題に対応できるように、事業範囲や要求水準を見直したものでござい

ます。ただ、課題は残るものの、事業範囲等を見直してその改善成果

を新たな事業スキームとして取り組んでいるものでございます。

また、その後の最近の事例といたしましては、例えば８番の筑波大

学、10 番の愛媛県立中央病院、こういった事例がございますが、こうい

った事例におきましては東京都のスキームをベースとしながらも、残さ

れた課題に対する解決策と独自の工夫を追加して、新たな事業スキー

ムを構築しているような事例でございます。

資料の説明は以上です。

水谷委員長 はい、ありがとうございました。まず、分からないことがいっぱい、そ

れも説明をしてもらいたいのですけど、まずＶＥ提案というのはどういう

提案でしょうか、教えてください。

（事務局）コンサルタント ＶＥ提案と申しますのは、ベースとなる設計があるものに対して、この

ところがこうするとよりコストを下げて実現できるだとか、そういったよう

な設計に対するよりコストを下げた形の提案をＶＥ提案と申しておりま

す。

水谷委員長 それからＰＦＩ方式ですね。ＰＦＩ法というものを教えて頂けますか。

（事務局）コンサルタント ＰＦＩはプライベート・ファイナンス・イニシアティブという言葉の頭文字

になっておりまして、従来、公共が独自でやっていた事業に対して民間

の力等を活用しながら実現していくといった、そういったような事業の方

式になってございます。

水谷委員長 言葉では分かるのですけど。全く民間に委託してしまうということです

か。そのものを知らないので、ちょっとよく分かりません。業界では常識

というものかもしれないですけれど、ちょっと業界外だと分からないので

すが。

（事務局）コンサルタント では、ＰＦＩ法について、できるだけ分かりやすくお話し申し上げます。

今、民間の力を借りてというお話し申し上げましたが、経営そのもの、

それから診療行為、これは民間に任せることはできなくて、従来どおり

病院が、公が自分でやっていく部分になります。それ以外、例えば、新

しく病院を作るときの病院の設計だとか建築工事、こういったものを、公

が自ら発注して整えるのではなくて、民間の事業者、SPC という事業者

を作ってもらうことになるのですが、そういった民間に委ねて、そこを主



16 

体にやっていただくというような違いがございます。これによって、多

分、一番期待ができますのが、建築段階の部分で、公が発注している

ものに比べて、民間が発注することによって、よりコストを抑えた形での

施設整備が可能であるという、そういった特徴があるものでございま

す。

水谷委員長 そうしますと、今、ここで検討しているような話を委託する業者のとこ

ろに、いろいろ注文を出していって、要はこんなものを作ってほしいとい

うことを依頼していって、その先については依頼を受けたところが、設

計、施工等を全部請け負ってそれで作っていくと。当然設計の段階で、

こちらからの依頼についての検討は常に行っていくのだろうと思うので

すが、例えば先ほどから出ているいろいろなものの運用の問題とか、

そういうような問題を含めてそこに依頼すると。そうするとＤＢとどう違う

のでしょうか。

（事務局）コンサルタント はい、ＤＢはあくまで施設の整備に限定した内容になっております。

ですからＰＦＩの中では、今申し上げました施設の整備、設計、建築工

事、こういった部分の発注を民間に任せてやってもらうということに加え

まして、運営管理ですね、運営管理といっても診療行為だとか経営行

為は委託できませんので、医療関連サービスといっている部分、例え

ば掃除だとか医療事務の委託業務だとか、先ほど出ました物品管理の

委託なども、それに当てはまってくると思います。こういった医療の周辺

サービス部分を１事業者にまとめて請け負ってもらうというのがＰＦＩ方

式です。

水谷委員長 すると、実際に診療行為が始まってからも、そことのつながりがずっ

とあって、要するに医療と関係のないところはそこにすべてお任せをす

るというような、大雑把にそんな考えということでしょうか。

（事務局）コンサルタント そのとおりでございます。

水谷委員長 ありがとうございます。それと、２枚目の方のＰＦＩの事例の中に、ＢＴ

Ｏ方式とＲＯ方式と２つあるのですが、これは何が違うのですか。

（事務局）コンサルタント この中でＢＴＯ・ＢＯＴ・ＲＯという、３つの方式がございますが、ＢＴＯ

と申しますのが、ビルディング・トランスファー・オペレーションの略した

言葉でございまして、建物を建てるところのビルディング、それからトラ

ンスファーというのはどのタイミングでその建物を市の方にお返しする

かという、それを指してございます。ですから、ビルディング・トランスフ
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ァー・オペレーションというのが、建物ができた段階で市のほうにお返し

して、そのオペレーションが続くというものでございます。ＢＯＴというの

が、建物が出来上がって、それを数十年、事業期間中にその事業者に

運営・維持管理してもらって、事業期間終了後に市の方に戻してもらう

ような形です。あと、ＲＯ方式については、施設の改修のみのケースと

いうふうにお考えいただければいいと思います。

水谷委員長 そうすると、ＲＯと書いてあるのは改修が主だと。はい、なんとなく分

かったような気がします。

伊関委員 住民の方々が資料をあとで読む時に分からないと思うので、解説は

やはり必要だと思います。私は「まちの病院がなくなる」という本を５年

前に出したときに、こういったＰＦＩを分析していますので、高知も行きま

したし、近江八幡も行きましたし、八尾も行ったのですが、ヒアリングも

ちゃんとしています。このデザインビルドもいろいろなやり方があるし、

従来方式の分離発注でも、私が関わった下呂市立金山病院だと二段

階発注という方法で建築をしています。基本設計が終わったところで建

設の業者選定をして、設計業者と一緒に実施・詳細設計を行うという方

法です。

いわゆるＶＥ提案、コストの削減提案を含めて建設業者が設計に関

わる方法で、私は一番スマートだと思っています。整備の手法は、数多

くありますが、ただ、委員がこれを決めるといっても難しいなと感じてい

ます。

少なくともＰＦＩは業務委託も含めて、設計と施工を１つの主体に全部

お任せするんです。ＰＦＩのやり方だと業者の負担が１億円ぐらいかかり

ます。それを決めると、１社だけしか出てこないみたいな話もあったり、

３社出れば、３社の内１社は１億円で効果が出ますけど、他の２社は負

担した１億円ずつ損するのです。だから、業者さんにとっても結構つら

い方式です。最近だと、１社か２社とか、神戸の場合は１社しか出なか

ったし、最初の方は結構出たんですけど、業者が下手すると出てこない

可能性さえ最近だとあるのかなと思っています。

実際、全部、設計も含めて一式を詰め切った状態で施工者を決めま

すので、その後の例えば間仕切りの変更とかレイアウトの変更とか、融

通がきかなくて、最初の提案とは全然違うことをもう１回、１から病院を

作り直したみたいな話も聞きますので、結構無駄が多い方式だという

認識は持っています。

お金がいっぱいあり、より良いものを作るならば、ＰＦＩも効果的だと思

うのですが、お金のない中で、ギリギリでやろうというときには、難しい

方式と思っています。従来方式とデザインビルト方式の間の中で、一番
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お金がかからないで、効率的な方法は何かという検討を行うべきです。

デザインビルトもいろんなやり方があるから、これが正統、完全なも

のは１つもないんです。設計・施工で一括で全部まとめる場合があっ

て、これはなぜかというと、建築というのは設計者がいて、施工者であ

る工事会社の２つの主体が存在します。２つの主体がお互いにけん制

し合うわけです。でも、同じ会社でやるとその分効率的であるんですけ

ど、逆にけん制がないので、施主の意向と離れるとか、場合によっては

手抜き工事も起きるかもしれない。そこが分離して、設計と施工の業者

がお互いにけん制し合って、質の高い建物が建てられるという考えで

す。従来の役所型の分離発注だと割高になりがちみたいな話もありま

す。答えはまだなくて、各自治体でも暗中模索している状況です。そこ

のところで、ここの委員で決めるというのは相当難しいなという感じは、

正直しています。

水谷委員長 はい、なんとなく分かったような気がしますけれど、最終的には、少な

くとも私には、これをどうしたらいいかと聞かれたときに、答えが全く見

つけられないような課題だと思うのですが、その辺は最終的にはこの

会議で決めるというよりは、市と病院で決めていただくことになるんでし

ょうかね。皆さん、どうでしょうか。

冨田委員 実は今回、ＰＦＩというのが出てきて、私は正直びっくりしたのですけ

れども、さいたま市と病院で、どういう考えでこれが出てきたのかなと、

私も正直びっくりしました。

この資料２のＰＦＩ方式と書いてあり、さっきコンサルタントのおっしゃ

ったようなＢＴＯなのかＢＯＴなのかＲＯなのか、何も書いてないのでこ

れは類推するしかないのですが、気になったのが、資金調達のところ

に、民間資金または起債と書いてあります。これが先ほどご説明のあ

った、高知とか近江八幡とか初期のやり始めたところ、ここのところは、

ファイナンスまで組んでまるっきり全部受けてしまったというＰＦＩなの

で、長期間のリスクと書いてありますけど、こういうリスク負担があった

からか、ものすごく高い値段になって、とてもやっていけないということ

で解除になったという経緯が、一般的な言い方になっています。

そのあとを受けて、私も東京都を見に行きましたけども、東京都の場

合は、ファイナンスは業者には一切お任せせずに東京都が持ったらし

いです。東京都は、非常に潤沢な資金を投入してやっていますので、

全部そちらで仕様を決めてやってもらったようです。ただし、２トントラッ

ク一杯分ぐらいの契約書を作ったと言われていました。ですから、もの

すごく手間がかかるということは確かです。それで東京都の公立病院を

作って業者さんにお任せしましたけど、病院にとっても何しろすごく手間
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のかかるのと、業者さんにとっても手間がかかる。資金調達は、都のも

のなので、ものすごい金額にはなっていないかどうか分かりませんけ

れども、そこがちょっと違うということで、どちらにするかは市のお考え

だろうと思います。

それと、下の方で実施主体が全業務が同一主体と書いてあります。

これもＰＦＩによって違うのですが、初期の高知とか近江八幡の頃はそ

れこそ、医師と看護師がする医療行為以外のもので、事務から何から

全部引っくるめてお願いするという格好にしてしまったので、これもやっ

ぱり、ものすごく大変だということと。それから、病院側も意思決定があ

まりできないというところがあって、その後、どんどん増えてきています

けれども、東京都のもっと後の方でしょうか、最近は施設整備が中心の

ところが多いです。要するに、建物とか改修とか、維持管理とかお掃除

とか、そういう建物の管理のみやっていただく、それこそ病院の方々は

そちらのプロではないので、施設の維持管理、よく施設を民間業者に

運営管理をお願いしますよね、指定管理みたいな、それに近い格好で

施設の管理だけ委託するというところが少しずつ増えてきていると思い

ます。そうすると、そんなに高くないのと縛られないのというので、ＰＦＩも

ちょっと時間の経過と共に、割合御しやすい方法に変わってきていると

いうのが、ここの期間です。

さいたま市がどの方式を取り入れるのかが分からないのでなんとも

言えないのですが、これだけ見ると初期の高知みたいにしたいのかな

という気もするし、なんとも書いてないので、その辺はもうちょっと議論

が要るのではないかなという気もしますし、病院がどうしているかという

ものが分からないので、皆さんあまり分からないうちにこれが出て来ち

ゃったのかなという気がしますので、ここでは控えますけれども、今まで

と違う議論になりそうなので、もうちょっといろいろ調べられた方がいい

のかなという気がします。

水谷委員長 はい、伊関委員。

伊関委員 我々が決められる内容じゃないです、おそらく。私は研究テーマなの

でしゃべれますけど、私以外の方で、私と違う意見も当然視点としては

ないといけないから、私の意見だけ通してもおかしいし、かつ、委員の

方は逆に言えば、これを白紙委任で出すというのも難しいと思うので。

とにかく、できるだけコストを安く効率的な手法を検討してくださいと、

そのレベルでしかやはり委員会としては出せないのかなと思います。

その点で言うと、資料に提案されている方式の数は少ないです。だ

から、事務局としてはやはり色々調べた方がいいし、分離発注と設計

施工一括の間にも色んなパターンはあるので、そこは調べられた方が
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いいと思います。単なる従来型の分離発注だけだと、確かに高コストに

なりやすいので、そこは知恵を使われた方がいいのかなと思います。

水谷委員長 はい、事務局の方で何かございませんか。

（事務局）工藤庶務課長 先ほど冨田委員からも、ＰＦＩがなんでここに、というようなお話もござ

いました。事前に、本日欠席のさいたま市の建設局建築部長の寒河江

さんのご意見もございますので、また筧先生のお伝えしたいこともござ

いますので、ここでご報告させていただきます。

初めに、寒河江委員のご意見でございます。

整備手法については、さいたま市としては、基本的には分離発注が

原則であるが、整備の規模や内容により、検討していく必要があると考

えている。また、ＰＦＩについては、病院に馴染むかどうかという問題が

あるが、市の基準として、10 億円以上の建設はＰＦＩの検討を経るとい

うことが決められております。ということで、採用するしないにかかわら

ず、内部においての手順を踏む必要があるということをご意見いただき

ました。

また、筧先生からでございますが、ＤＢ方式の最も重大なデメリット

は、基本設計と実施設計で設計者が異なるため、相互のコミュニケー

ションが図れないことに起因した設計の意図が伝わりにくいことではな

いか。機能の集合体である病院施設においては、基本設計と実施設計

の連続性が損なわれないことが重要である。ＤＢ方式ならば、基本設

計を含めたＤＢ方式とし、さらに設計セカンドオピニオンを加えた方式も

検討に値すると考えている、というご意見もいただいております。ご報

告いたします。

水谷委員長 はい、よろしいでしょうか。いろいろな考え方があるようなので、もうち

ょっと議論して、その場で結論は多分出ないと思いますけれど、それ以

外のものがもしありましたら、また、こういうものもありますよというよう

な報告なり、お知らせをいただけたらと思います。

（事務局）麻生経営部長 やはり市、病院としては、これだけの大きい工事ですので、病院で直

接工事発注して監督するというのはできませんので、市の建設局の方

へ依頼するような形になりますが、ここで頂きました色々なご意見を踏

まえまして、建設局と調整をしながら、どういう方法でやるのかというの

は、決定される形になると思います。

水谷委員長 はい、この資料２につきまして、ほかにご意見、ご質問はございます

でしょうか。ないようですので、次の議題に移ります。
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２ 議事

(２)施設整備に関する
方向性の整理・検討

②マスタープランによる

建物配置パターンにつ

いて

水谷委員長 それでは続きまして、②マスタープランによる建物配置パターンにつ

いて、事務局から説明をお願いします。

（事務局）工藤庶務課長 先に資料３のマスタープランによる建物配置パターンにつきまして、

資料には、前回同様に３つの代表的な配置パターンを挙げさせていた

だいております。こちらにつきましても、本委員会の意見を元に、市とし

て基本構想・基本計画の前提となるパターンを絞り込むことになるかと

思います。

各パターンについて、委員の皆様のご意見を頂戴いただければとい

うふうに考えております。では、資料の説明につきましてはコンサルタン

トより行います。

（事務局）コンサルタント それでは初めに、資料の構成から説明をさせていただきます。

上段は前回の委員会で説明させていただいた、今回の整備におけ

る配置パターンです。Ａ案以外は前回の資料と同じものです。Ａ案の変

更個所は、後ほど説明させていただきます。

下段は、今回の整備後、将来想定される大規模整備時期に当たる、

平成 50 年度頃の配置パターンです。全面建替えを行わない案であ

る、Ａ案及びＢ案の平成 50 年度頃の整備イメージの一例を示したもの

です。下段右側は、今回整備後の各建物の耐用年数と次期整備時期

を示したものですが、こちらも後ほど説明をさせていただきます。

それでは、今回の整備の上段から説明をさせていただきます。

前回のおさらいになりますが、Ａ案は他部署である高等看護学院を

移転しないで整備する案です。前回は、工事期間中に病床数を減少す

るという計画でした。前回の委員会でもご意見をいただきましたが、病

床数が減少したことによる減収を考慮して、仮設病棟を建て、病床数を

減少させない計画に変更し、減収を回避する計画としております。最初

に仮設建物用地を作り、給食及び管理部門を含む仮設Ａ棟を建設し、

同時に東病棟南側に、病棟、会議室を含む仮設Ｂ棟を建設し、西病棟

のワンフロア分を移転させます。それ以降の工程については前回と同

様ですので割愛させていただきます。

Ａ案の特徴は、一言で申しますと、建設地が現管理棟、東病棟という

現在とほぼ同じ位置への建設となるため、完成後の動線、各建物の距
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離など、ほぼ同じとなるため、機能のつながりという点では、一番問題

が少ないと思われる案です。反面、建設が運営中の施設の中心で行

われるため、工事中の診療及び病棟部門への影響に懸念があること、

また、一気に建設をできないため、工期がＢ案に比べて、約１年ほど長

くなるという課題があります。

続いてＢ案ですが、この案は他部署の建物である高等看護学院を移

転し、新病棟を建設する案です。

Ｂ案の特徴は、西病棟の西側に効率性に優れるワンフロア２看護単

位の病棟を一気に建設することが可能ということで、工事中の影響はＡ

案よりも少なく、工期も約１年短縮できます。しかしながら、周産期セン

ターと新病棟の距離が、３案の中で、一番長くなってしまうという課題が

あります。

Ｃ案は、全面建替案です。

Ｃ案の特徴は現在の診療に影響を与えず、運営を行いながら一気に

新しい建物を建設するという案です。動線や機能においては一番理想

的な形で建設ができ、また、全ての部門・機能を、免震構造として建設

することも可能です。しかしながら、イニシャルコストが、３案中、最も大

きくなることが課題となっております。

次に、将来整備の配置について検討した下段の説明をさせていただ

きます。左側のＡ案ですが、今回の整備を平成 28 年度から 31 年度と

想定し、次期整備が必要となる平成 50 年度頃の姿を、仮に一例として

示したものです。今回整備後約 20 年、西病棟、サービス棟、周産期セ

ンターが耐用年数に達するため、新新病棟を西病棟の北側に建設し、

各機能を移転します。西病棟などの既存棟がない用地に新新病棟を

建設することを前提としているため、建設用地は西病棟の北側に限定

されております。また、この敷地は周辺への日陰規制の影響で、高さが

５階程度までと限定されるため、建物形状がどうしても長くなってしまう

という課題があります。またその後、高等看護学院は、新病棟の東側

に移設し、移転します。西病棟、サービス棟、看護学校が空いた空地に

は駐車場を整備し、その次の段階で建替え用地とします。

続いて、下段中央のＢ案の説明に移ります。今回整備後、約 20 年、

東西病棟、サービス棟、周産期センターが耐用年数に達するため、新

新病棟を、新病棟の西側に建設し、各機能を移転します。こちらは、新

病棟と、新新病棟の連携が取りやすい配置となっております。東西病

棟、管理棟が空いた空き地には、駐車場を整備し、その次の建替え用

地とします。

下段の右側は、将来整備の時期を想定するため、各棟の耐用年数

から設定した中長期計画を策定したものです。Ａ、Ｂ案は、新病棟、新

新病棟の位置の違いが主たるものですので、耐用年数に差がありませ
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んが、Ａ案の場合は東病棟及び管理棟を今回整備で解体しますが、サ

ービス棟が残り、Ｂ案はサービス棟が今回整備で解体し、東病棟が残

ります。いずれにしましても、20 年後には新新病棟を整備し、耐用年数

に達した建物の機能を移転する必要が出てきます。Ｃ案は、今回整備

で西病棟の西側に一気に建設するため、次回整備は平成 50 年度以

降となります。

いずれの中長期計画につきましても、今回の計画の中で前提として

の設定であり、あくまでも一例として示したものですので、計画案によっ

て、また、施工計画によって大きく変更となる可能性があります。以上

で説明を終わりにします。

水谷委員長 はい、ありがとうございました。ただ今説明いただきました内容につき

ましても、筧委員あるいは寒河江委員から、何かご意見を聞いていまし

たら、お願いいたします。

（事務局）工藤庶務課長 はい、では初めに、筧委員のご意見をお伝えいたします。

将来整備について、Ａ案の将来棟の形状や、Ｂ案の新エネルギーセ

ンターからの距離など、どちらも最適と言えない点がある。西病棟を避

けて建築するという前提の元に将来配置を計画しているが、もう少し収

まりが良くなるような配置案が、詳細検討の中でできると考える。将来

については変動要素も多く、検討の余地もあるため、確定的に示しす

ぎない方が望ましい。また、新棟には救急など、今回整備のメインとな

る機能を配して、メリハリを持たせた方がいい。古くなった東病棟をその

まま新しくするだけのような改修は避けるべき。新しい棟も病棟以外の

機能が入るので、表現も新棟としたらどうかというご意見をいただいて

おります。

次に、寒河江委員のご意見です。Ａ案は長い動線の建物であり、病

棟としたときに運用上で問題が生じる懸念がある。また、最も機能的に

整備できるであろうと思われる案はＣ案となるであろうが、投資のタイミ

ングなどを様々な要因を考慮した上で、総合的に判断されるべきもの

だろうと考えるというご意見でございます。

水谷委員長 はい、ありがとうございました。それでは、委員の皆様から、ご意見を

伺いたいと思いますけれど、いかがでしょう。はい、伊関委員。

伊関委員 Ｃ案の新病棟から新エネルギーセンターへ離れるというのが、これが

一番の課題だと思うのですが、エネルギーのロスがどのぐらい出るか、

大体想定しているでしょうか。
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（事務局）工藤庶務課長 はい、現在、そこまで細かいところまで出していないのは現状です

が、距離的には多少のロスはあるということは承知しておりますが、数

字についてはまだそこまで数字を出しておりません。

水谷委員長 その多少のロスというのは、問題になる程度なのでしょうか。それと

も、ほとんど気にしなくていいでしょうか。

（事務局）安部施設管理

係長

今回、新エネルギーセンターを作る中で、共同溝で大きく作る予定で

おります。現状として今、サービス棟がありますので、そこまでと距離が

ほとんど変わらない状態です。この図面でいきますと、ちょっと離れて

いるようには感じますけれども、現状としては、そんなに距離は変わり

ません。ですから、エネルギーロス的には、ほとんどないというふうに感

じております。

伊関委員 今もこのぐらいの図面なりに離れているという解釈ですね。

（事務局）安部施設管理

係長

はい、そういうことになります。

伊関委員 議事録には残るでしょうけど、今あったＡＢＣ案のメリットとデメリット

を、表に次回出して、分かりやすくしておいてください。結局、最後はこ

れについて、議会とかさいたま市民の皆さんが、そのメリット・デメリット

を勘案しておそらく判断されると思うので、そこの基準が絵だけだとでき

ないし、議事録を全部読むとポイントをつかめませんので、資料だけ読

むと分かるように次回用意したものを頂きたいのですが、メリット・デメリ

ット、さっき言ったのをメモしきれないようなレベルなので、そこは用意し

ていただきたいと思います。

水谷委員長 はい、他にございませんでしょうか。冨田委員。

冨田委員 収支計画とかがないのでその辺は省きますが、Ａ、Ｂ案とＣ案との違

いは、一気に整備計画を進めるのか、２段階で進めるのかという論点

だと思います。この前段の方の、先ほどの病院の設備計画とか構想と

か、今後のという資料１のところを見ると、高齢化がピークとなるのが

10年先か 20年先だというようなことが、３／４というところにも書いてあ

ります。それと、２／４というところでは、地域の医療需要と将来傾向と

いうことが出ていて、2035年に 65 歳以上の高齢者が 30％超える見込

みということが載っています。2035 年ですから、団塊の世代が後期高

齢者を迎える、もうちょっと、だいぶ過ぎてと思うんですけども。このＡ
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案、Ｂ案の下の方の将来整備というのが平成 50 年頃からということで

すね。すると 2038 年ごろから始まるということなんですが、今 2012 年

ですから、あと 26 年後、今回整備で出来上がるのが平成 30 年頃とい

うことになりますと、この 2035 年以降だったら、2040 年ぐらいですか、

この頃までに、最終整備があとここ何年、30年ぐらいの間でしょうか、こ

の前半の整備計画で、やっていけるのかなというところが一番気になる

ところです。

お金の話と、建物の動線ということもありますけれども、それ以外に、

あと 25､6 年、30 年近い間、この前半の投資の、この整備だけで、この

超高齢化社会に対して直すところ、いっぱいあるということが書いてあ

ったのですが、そんなところがもてるのでしょうか。

これが一番病院に考えていただきたいところで、Ａ案Ｂ案共に上の部

分というのは、まだ未完成部分ですね。まだ病棟が半分しか新しくなっ

ていないし、それから機能も今ひとつというところで、かなり堅実に考え

られた案でしょうけれども、これでやっていけるのかというのを、病院の

方でどの程度検討されたのか、お聞きしたいと思いますが。

水谷委員長 はい、いかがでしょうか。途中でベッドが足らなくなったというのも困

るんですよね。そうすると、また途中で増床するか、あるいは第２回目

の工事を前倒ししなければいけないのか、というようなことが出てくる可

能性もあるのかなというふうなことを含めて、いかがですか。

（事務局）麻生経営部長 確かに今後、高齢化社会ということで患者が増えてくるということでご

ざいますが、とりあえず今回につきましては、病床数は今の 567 床とい

うことで市立病院としては考えております。当然今後も動向を見ながら

その辺の検討は当然していくわけですが、それと共に、病床にあとで変

えられるような相互的な柔軟な建て方、それから、いずれもし病床が何

十床か必要になることが想定されれば、そういう増築といいますか、そ

ういうのも可能なような設計も含めて、今後検討はしていきたいと考え

ております。

伊関委員 増床もそうですけど、拡張余地だと、ＭＲＩとかＣＴの部分だとか、色ん

な医療機器の拡張の余地も残さなければならないので、そこの部分も

一応検討に入れておいて頂きたいと思います。ある程度最新の医療機

器部分の拡張余地は最低限、構想には入れておいた方がいいかとは

思っています。

水谷委員長 はい、他にございますか。加藤先生のご意見、ございましたら。
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加藤委員 この図を見ていますと、これ、例えばＣ案の新病棟 42,525 平米。延

床面積と考えていいでしょうか。

（事務局）コンサルタント はい、そのとおりです。

加藤委員 今、機械のことだとかも言われましたけれども、将来いろんな機械が

入る可能性、そういうことを考えたときに、567 床でこの延床面積だと、

かなり厳しいのではないかという気はいたします。

だから、全体的にどういう機能を市立病院が果たしていくかということ

を、やはりもう少し具体的に１つ１つ落としていって、それで、これは決

まりなのかどうかよく分からないのですが、そのために必要な面積とい

うのはどれくらいなのかというのも、また考える必要はあるのではない

かという気はいたします。

水谷委員長 はい、手島委員。

手島委員 面積や設計図とかはよく分からないですけど、動線、特に患者さんの

移動とかということを考えたときに、しっかり検討された方がいいかなと

思います。

結局、今までの病院は継ぎ足し継ぎ足しみたいになって、段差がで

きたりというようなこともあると思うので、そういうところも検討していた

だけたらと思います。

水谷委員長

小川委員

先ほど最初のときに話が出た運用の問題などですね。その辺も考え

ると、全部一気にやってしまうのが、一番本当は良いものができるし、

問題が少なくて済むような気がするんですけれど。やっぱり延床面積

は、もう少し検討する必要があるのかもしれないですね。いろいろな機

械が大型化してくると入らなくなってくるし、それから、検査の件数が増

えてくると１つでは足りなくなってから、新しい機械が入ってきたとき、今

後どういうのができるか分かりませんけれど、そういうものも一応入れ

ることを考えると、ちょっと少ないような気がすることもあります。その

辺、いかがでしょうか。

病院の先生方の方では今、動線の問題とかありますか。あるいは、

小川さん辺りからも、この間も動線の話があったと言っていましたけれ

ど、いかがですか。

はい、ただ今の手島先生のおっしゃられるとおりだと思います。やは

り看護業務をする中では、患者さんの搬送だとか、それからモノを搬入

するルートだとか、いろんな意味で動線がとても重要だということと、そ
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れから倉庫です。物品がたくさんあります倉庫はどう配置するかとか、

色々あるのですが、いずれにしても、Ａ案もＢ案も一番心配するのは、

周産期母子医療センターが相当主たる機能のところから離れてしまう

ので、特にＢ案は周産期母子医療センターと検査部門、それから手術

部門が管理棟を挟んで相当離れてしまうと、我々としても赤ちゃんたち

にも問題が出てくるんじゃないのかなというふうには考えております。そ

れとＣ案だと、逆に今まであった感染病棟、結核病棟、諸々全部が大ま

かに集約されているふうに見えるのですが、果たしてそれは、先ほど冨

田先生からもありましたように、どの機能までをここに入れるのかという

のがまだ具体的に煮詰められていないようなので、どの機能もメリット･

デメリットを考えながら、もう少し検討していく必要があるというふうには

感じております。

水谷委員長 他にご意見、ございますでしょうか。はい、冨田委員。

冨田委員 病院の経営という軸から見ると、Ａ案とかＢ案とかというのは確かに

健全な策ではあるんです。一旦、10 数年たって見直してという形なの

と、やはり病院側の経営からして、一度に改修するということにかなり

の経営上の負担がかかるという意味では、Ａ案とＢ案とか一旦というの

は一般的には健全な形だとは思うのですが、さいたま市立病院を見て

みますと、どうも 10 数年おきに見直したという経緯があまりなくて、しば

らく置いておいたというか、しばらく置いておくと、機能がどんどん劣化

していくというと変なのですが、そうするとどこかでグッとやらなきゃなら

ないとこがやはり出てくる。それからもし今後、これが終わった後に考え

るとすると、やはり 10 数年置きに見直せるような形をどこか作っておか

なくてはいけないと思います。昭和の終りぐらいにやっていますから、

20 年ぐらいおそらく大きな投資をしてこなかったということに、今回のツ

ケが来ていて、ある程度まとまったことをしないと、今後 30 年後までの

機能が持たないだろうという意味で、Ａ案Ｂ案の方が不安に感じます。

それと、その機能もそうですし、80代 90代の高齢者がいるとなると、

看護師、医師だけでは済まなくて、介護とかいろんな機能が入ってくる

とみると、非常に機能が落ちていくというか、そういう意味で、これから、

急性期病院がどんどん厳しくなる中で、本当にやっていけるのかという

ところが心配です。

あと、財政的なこと、さいたま市のお考えがあるのであまり色々と言

えませんが、余裕があるならば、今回思い切っておやりになるというと

ころで、生き残りといいますか、体力強化というか、そういう見方も必要

だろうと思います。
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水谷委員長 はい、他にご意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。大

体、意見は出尽くしたような気もいたします。

これは箱の形が書いてあるだけなので、それ以上のことがここから

は読み取れないと思いますし、それから、先ほどの小川委員から話が

ありましたように、感染症病棟とか結核病棟は今後残るわけですから、

それも本体と一緒でいいのかどうなのかという、いろんな方法があると

は思いますけれど、市民の感情としてはどうかということも含めて、お

考えいただいた方が私はいいかなと思います。

伊関委員 感染症棟は最新の病院の状況を見て、その流れに、やはりちゃんと

しておいた方がいいと思います。大体、建物の中にきちっと陰圧装置を

作って、分離した形で運営しているのが多いので、逆に別棟を建てる方

があまり見ないかなという感じはしています。

水谷委員長 今も、一応、感染症病棟はそういうような扱いになっていると思いま

すので、それでいいのかなとは思いますけれど。あとは、でも、その辺

の市民感情もあるかもしれないし、いろんな皆様のご意見もあると思い

ますけれど、他にございますでしょうか。

２ 議事

(３)その他
水谷委員長 そうしましたら、議案が大体終わりましたけれど、その他、事務局か

ら何かございますでしょうか。

（事務局）工藤庶務課長 それでは、次回の日程でございますけれども、第４回の会議となりま

す。今現在は、３月頃を予定しておりまして、これが終了しましたら、各

委員の皆様方に、私の方から、ご相談させていただきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

３ 閉会

水谷委員長 はい、ありがとうございました。それでは、本日の議事は以上を持っ

てすべて終了いたしました。委員の皆様、ご協力ありがとうございまし

た。本日はこれで終了させていただきます。次回また、よろしくお願いい

たします。今日はどうもありがとうございました。


