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第 13 回さいたま市立病院経営評価委員会議事録 

日時 平成 29 年 11 月 30 日（木） 16 時～17 時 

場所 さいたま市立病院 仮設棟第２会議室 

出席者 浦和医師会長 水谷委員長 

城西大学経営学部教授 伊関委員 

さいたま市自治会連合会副会長 鈴木委員 

傍聴者 ０人

事務局 青木保健福祉局理事 

市立病院 

窪地院長、堀之内副院長、小山副院長、小川副院長兼看護部長 

市立病院経営部 

（庶務課）大沢参事兼課長、越田課長補佐兼総務係長、田島職員係

長、大堀主査、渡邊主任 

（病院施設整備室）関根主査、今井主査 

（財務課）波田野参事兼課長、竹内財務企画係長、山本用度係長、

大久保主査、大野主任、永野主事 

（医事課）若林課長、増田課長補佐兼医事係長、三上課長補佐兼医

療相談係長、小林主査 

市立病院診療部  

（中央検査科）手塚技師長 

（中央放射線科）藤田技師長 

（薬剤科）永堀科長 

株式会社麻生 病院コンサルティング事業部 

内田部長、重枝様 

会議次第 １ 開 会 

２ 議 事 

  （１）中期経営計画の達成状況に対する評価について 

３ その他 

４ 閉 会

配付資料 ・第 13 回さいたま市立病院経営評価委員会次第 

・委員名簿 

・配席図 

・資料  

さいたま市立病院中期経営計画の達成状況に対する評価について 

【平成 28 年度評価案】  
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１ 開会 

波田野財務課長 

水谷委員長 

波田野財務課長 

それでは、定刻となりましたので、ただ今から、第 13 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。本日は皆さまご

多忙のところ、ご出席をいただきましてありがとうございます。初め

に配布の資料を確認させていただきます。次第、委員名簿、配席図、

資料１といたしまして「さいたま市立病院中期経営計画の達成状況に

対する評価について【平成 28 年度評価案】」、となっております。よ

ろしいでしょうか。 

これから議事に入っていくわけですが、その前に委員の皆様方にご

了解いただきたいことがございます。 

「さいたま市立病院経営評価委員会設置要綱」第７条に基づきまし

て、会議は原則公開となっております。公開となりますと、本日の会

議録、会議資料などにつきましては、各区役所の情報公開コーナーや

市ホームページなどで閲覧に供されることとなります。 

なお、委員の皆様の過半数の同意があった場合は、非公開とすること

もできますが、本日の会議は、公開ということでよろしいでしょうか。

〔異議なし〕 

それでは本日の会議は公開とさせていただきますが、本日、傍聴の

方はいらっしゃいません。なお本日、落合委員および細田委員につい

ては、所用により欠席とのご連絡をいただいておりますのでご報告を

いたします。それでは議事に入らせていただきます。水谷委員長よろ

しくお願いいたします。 

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

議題は（１）としまして、中期経営計画の達成状況に対する評価につ

いてでございます。まず、前回の委員会で委員の皆様方にいただきま

したご意見につきまして、事務局の方で資料にまとめたとのことです

ので、説明をお願いいたします。 

それでは、前回の委員会におけます委員の皆様方のご意見につきま

して、ご説明いたします。 

まず、評価の修正につきまして、ご説明いたします。 

資料１「さいたま市立病院中期経営計画の達成状況に対する評価に

ついて（平成 28 年度評価案）」の 12 ページをお願いいたします。 

上段になりますが、大項目「患者サービスの向上」につきまして、

「平均値による評価」は、「Ｂ」評価でしたが、前回の委員会で、14

ページになりますが、「市民公開講座の実施については、開催会場を

増やし、参加者数が大幅に増えたことから、Ｓ評価と判断できる。」

とのご意見がありましたので、評価委員会の評価としては「Ａ」評価

とさせていただきました。 

資料 17 ページをお願いいたします。 
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上段になりますが、大項目「病診連携の強化」につきまして、「平

均値による評価」は「Ｂ」評価でしたが、19 ページになりますが、「地

域医療支援病院の承認については、平成 28 年度に申請ができなかっ

たものの、紹介率、逆紹介率が承認基準まで上昇したことから、ｂ評

価と判断する」とのご意見がありましたので、「評価委員会の評価」

としましては「Ａ」評価としております。 

続きまして、戻りますが、表紙を１枚おめくりいただいて２枚目に

なりますが、「項目評価一覧」をご覧ください。 

表の一番右側になりますが、「外部評価」の欄に、前回の委員会で

決定していただきました大項目ごとの評価を記載しております。 

大項目「②患者サービスの向上」と、その下「③病診連携の強化」

につきましては、「平均値による評価」は共に「Ｂ」評価ですが、外

部評価は「Ａ」評価としております。 

なお、小項目ごとの「内部評価」につきましては、市立病院の評価

であるため、修正はしておりませんのでご了承いただきたいと思いま

す。 

以上が評価の修正に関する説明となります。 

続きまして、資料の 50 ページをお願いいたします。 

こちらは、前回の委員会で委員の皆様方からいただきました項目評

価における主なご意見を取りまとめたものでございます。 

まず、「①医療機能・施設面の充実」ですが、平成 28 年度の評価を

新病院に反映させていくという視点で議論するべきとのご意見をい

ただいたほか、立体駐車場の整備等による渋滞解消への取組に対しま

して、評価をいただいております。また、立体駐車場の利用データの

活用、災害時対応を踏まえた新病院の建設、医師の前倒し採用、DPC

機能評価係数を意識した更なる経営改善及び事務職員の能力向上の

必要性などにつきまして、ご意見をいただいております。 

続きまして、資料の 51 ページをお願いいたします。 

「②患者サービスの向上」ですが、市民公開講座において看護師な

どの医師以外の講師を増やすべきとのご意見をいただいたほか、市民

公開講座の開催場所の拡大やホームページの充実によります初期研

修医の応募者数の増加に対しまして、評価をいただいております。 

次に、「③病診連携の強化」ですが、地域医療支援病院の承認に向

けた紹介率、逆紹介率の向上に対しまして、評価をいただいておりま

す。 

次に、「④業務改善に関する取組」ですが、電子カルテの更新につ

きまして、スタッフを適正に配置し、コストがかからないデータの利

用を可能にするなど、職員が効率的に動ける電子カルテを目指してほ

しいとのご意見をいただいたほか、引越し等で発生した廃棄物と通常
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業務で発生した廃棄物との別管理の必要性や、CIO の設置による業務

チェック体制の構築、事務職員の能力向上などにつきまして、ご意見

をいただいております。 

続きまして、資料の 52 ページになります。 

「⑤収益確保に向けた取組」ですが、診療報酬や医業収益の増減要

因分析、DPC 機能評価係数の推移分析及び戦略的な加算の取得、医業

収益の目標に対する達成度での評価、科別・病棟別等の損益比較、診

療報酬請求における事務職員と現場との連携、外部委託した場合の診

療報酬請求の内容確認、未収金発生の要因分析などにつきまして、ご

意見をいただいております。 

次に、「⑥費用縮減に関する取組」ですが、高額医薬品の影響によ

る医薬品費の更なる増加を踏まえた検討、DPC 機能評価係数Ⅱの後発

医薬品係数が低く、収益で１億円近く損を出していることを職員がし

っかりと意識するべきとのご意見、現状でも医療機器を安く購入して

おり、共同購入の必要はないとのご意見や、病院の主な費用項目であ

ります材料費、経費、労務費のそれぞれについて目標を立ててほしい、

とのご意見をいただいております。 

続きまして、資料の 53 ページをお願いいたします。 

「⑦経営管理体制の整備」ですが、独立行政法人における外部人材

の短期間職員の採用による専門職員の育成、退職者が経営指導を行う

非常勤嘱託職員や経営管理を行う短期間職員の採用、また、看護師や

臨床検査技師等の医事課や企画部門等への配置、企画職員の育成に関

する本格的な検討などにつきまして、ご意見をいただいております。

最後に「⑧職員の確保・人材育成と適正配置」ですが、今回の診療

報酬改定の一番のトピックスが「認知症ケア加算」であり、自治体病

院こそ、認知症患者に対応した体制を作り、充実させていくべきとの

ご意見をいただいております。 

続きまして、資料の 54 ページ収支計画の達成状況になります。 

資料右下の枠にございますが、収支計画・主要経営指標の達成状況

に対する委員の皆様方の主なご意見をまとめております。 

入院単価の増加や一般病床利用率、紹介率・逆紹介率の上昇、負担

金・補助金が少ない中での黒字計上に対しまして、評価をいただいて

おります。その一方、現預金が減少傾向となっており、今後は資金繰

りが非常に厳しくなるのではないかとのご指摘をいただいておりま

す。 

委員の皆様方のご意見に関する説明は以上となります。 

それでは次に、全体評価についてご説明いたします。 

資料の 58 ページをお願いいたします。 
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水谷委員長 

上段の枠になりますが、委員の皆様方のご意見に基づきまして、事

務局の方で案を作成いたしました。内容といたしましては、「概ね計

画どおり進捗しているが、従前より市からの繰入金が少ないことも要

因として、現金が少ない状況にある。この問題に対応するためにも、

今後は、人材をどう活かすかというマネジメントを考え、職員が働き

やすく、効率的に働ける新たな電子システムを導入するとともに、市

自らが病院をどう維持していくのかという真のガバナンスを考える

べきである。」とさせていただきました。 

次に、下段ですが、前回の委員会におきまして、委員の方々からい

ただきました全体評価に対するご意見を要約して記載しております。

内容といたしましては、「市からの繰入金が非常に少ないにも関わ

らず、歴代の院長が頑張り、黒字を出し続けており、全国的に見ても

極めて秀逸な病院である。しかし、市自らが、自分達が経営している

病院をどう維持していくのかという真のガバナンスを考えなければ

ならない。」とのご意見。 

次に、「病院職員は、一生懸命頑張っており、良い病院づくりがで

きている。医療提供における更なる能力向上も可能である。」とのご

意見。 

続きまして、「これだけの規模と救急医療を行っている病院は、も

う少し繰入金が入っているところが多い。また、従前から金額が増え

ておらず、これまで病院職員が大変な努力をしてきたと思う。」との

ご意見がありました。 

次に、「病院の規模からすると現金が薄く、資金ショートするよう

な状況になったときに、急に問題が顕在化する。結局は医療の現場に

しわ寄せが来るので、事務職は前倒しで準備をしてほしい。この現金

の問題は、５年から 10 年くらいの間の最重要懸案となる。」とのご意

見。 

また、「災害医療等については、医療圏全体で考えていくことが必

要であり、それができるのは行政である。」とのご意見。 

次に、「病院の財産は人であるが、今後は、人材確保が厳しい時代

になってくる。この大事な人材をどう活かすかというマネジメントを

もう少し考えてほしい。」とのご意見があります。 

最後に、「職員が働きやすく、効率的に動ける新たな電子システム

を導入し、新しい病院のスタイルをつくってほしい。」とのご意見で

ございました。 

このような委員の皆様方からのご意見に基づきまして、資料上段に

なりますが、「評価結果」として、まとめさせていただきました。 

説明は以上でございます。 

ありがとうございました。 
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伊関委員 

水谷委員長 

伊関委員 

水谷委員長 

事務局から、前回の委員会におけます委員の皆様方からのご意見に

つきまして、「Ⅰ項目評価」と「Ⅱ収支計画・主要経営指標の達成状

況」の欄について、それぞれ記載したとのご説明がありました。あと

総合的な評価等も書いてありますけれども、１つだけ、58 ページの

「健在化」の「健」を直しておいて下さい。何かご質問やご意見はご

ざいますか。 

はい、58 ページ、評価結果の一番上の一番大事なところです。「概

ね計画どおり進捗しているが、従前より市からの繰入金が少ないこと

も要因として、現金が少ない状況にある。」これはこれで良いのです

が、これ以降が 1行になっているので非常に分かりづらい。病院のマ

ネジメントをきっちりとやって働きやすい環境を作る、電子カルテを

いいものを作るのがもう一つ。これを一緒にしてしまうとですね、マ

ネジメントはどうでも良くて電子カルテだけやっていればいいんだ

と矮小化されかねない記述になるので、病院のマネジメントの改革で

一つの区切り。使い勝手の良い電子カルテで一つ。場合によってはガ

バナンスについても一つ。三つぐらいに分けないといけないのかな

と。それをまず分けていただきたいというのが第一点。もう一点がで

すね、53 ページ⑧の職員の確保。人財育成と適正配置。私の発言な

のですけれども、私もうろ覚えなので、内容が認定看護師ではなくて、

研修を受けた、これは非常に倍率が高くて大変なのですけれども、認

定とは限らないみたいなので、そこのところは正確な記述にしておい

てください。また横浜市民病院さんがいくらの金額が上がっている

か、確認してもらえますか。この金額なら良いのだけれども。私が言

った金額ですよね、そこだけ確認していただけますか。嘘を書いてい

るとまずいから。以上です。 

ありがとうございます。概ねまとまっているような気がしますが、

先ほどの 58 ページについては、文章でもう一度練り直していただい

た方が良いのかなと思います。分かりやすく、一つの文章ではなくて

一つずつ。それぞれが大事ですよ、という意味合いの文書にしていた

だいた方が良いということですね。 

そうです。内容はお任せします。 

あと先ほど言われたことで、金額的な問題は間違っていると大変な

ことで文章として残りますので、確認をお願いしたいと思います。他

にございますか。大丈夫ですか。概ね反映されていると思いますけれ

ども、直せるところは直していただいて確認するところは確認して欲

しいと思いますけれども、全体評価の項目も一緒に話が出てきていま

すけれども、全体評価についてもお話していただいたので、それ以外

に特別ございますでしょうか。全体評価についても先ほど説明がござ

いまして、伊関委員から要望がありまして、その通りだと思いますの
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伊関委員 

水谷委員長 

伊関委員 

水谷委員長 

伊関委員 

水谷委員長 

窪地院長 

で、その辺も直していただきたいと思います。もう一つ気が付いたの

は、漢字とか誤植のないようにして下さい。 

もう一つ、データについて、熊本市民病院の一般は９床かもしれな

い。NICU とで 19 床だった気もする。そういった細かいところは少し

確認していただければありがたい。 

それでは、最後まで行ってしまいますけれどもよろしいですか。今

のところご意見がありませんので、全体評価も含めて今のお話の中

で、ほとんど包括されているような気がするのですが、これでよろし

いですか。特に気を付けなければいけないところは変更していただい

て、文章としてしっかりとしたものを作っていただくということ。い

ずれさいたま市長に報告に上がることになりますので、その時に評価

についても間違いのないようにお願いしたいと思います。よろしいで

すかね。最後まで行ってしまって良いですか。 

はい、これについては。よろしいですか。 

はい、どうぞ。 

過去のものについて評価するのは良いのですけれども、重要なのは

今でも診療報酬改定が検討されていて、30 年度の経営がどうなるの

か。要するに 28 年度を踏まえてこれから先どうなるのかということ

について、見通しについて少しお話いただければと思います。特に医

師の体制、病院の建築関係、後は診療の体制について窪地先生から方

向性について、少しお話いただければ大変ありがたいのですけれど

も。 

診療報酬についてはまだ大筋が少し出てきているぐらいで、まだ決

まっていないので難しいと思いますが、この先の特に人の配置をどう

するかというのは、前倒しでということで前々から意見として出てい

ますが、その辺も含めて窪地院長からお話いただきたいと思います。

それでは、まず人員の件なのですけれども、これは当然新病院に向

けて前採りをしてやり始めたということで、来年に向けては更に増員

を図っていくということになります。看護職の方は今年度 50 名、コ

メディカルは 10 名前後で、全部で 60 名前後が増員になっています。

そして、来年度になりますと、更に看護職が 90 名近く増員になりま

す。コメディカルも当然増やしていきますので、これは計画的にやっ

てきていますので、100 名近くは前採りの人数になっていくだろうと

考えています。そうしますと、看護部に関しましては自然退職される

方もいたり、自然退社といいますか、そのような人員もいますので、

更にそれ以上プラスして増やしていかなければいけないのだと思い

ますけれども、そういった面で、特に看護部の補充の面では欠員にな

る、大きく欠員になるという状況はなく、ある程度計画に沿った増員

が図られている。それから、コメディカルに関しましても、増員を計
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画的に行っている、と見ています。医師に関しましては、今は新しく

新専門医制度が整ったりしていますので、これからの若い人の獲得と

なりますと、少し大学との関係も併せて、ここで比較的手薄になって

いる、内科、外科、麻酔科、小児科、ここはいかに人員を確保できる

どうかということなのだろうと思います。あとは初期研修医につきま

しては、フルマッチをしていますので、その点は定員に対しては特に

割るようなことにはなっていない。そしてスタッフに関しましては、

これは計画的に強化を図るということで新病院に向けては、それぞれ

の科の今ある形ではなくて、やはり一番人員的に力を入れていくとい

うことで、第一に考え、これはあくまでも新病院開院時に合わせてい

こうと考えています。したがって後期研修医とそのスタッフと併せ

て、本来計画通りにいきますと、初期研修医は別として 160 人前後の

医師の数になっていくだろうと思います。そういうことで今いろいろ

と手立てはしていますけれども、医師の場合は開院時に形になってい

ければと考えています。そこは後２年の猶予期間しかありませんけれ

ども、全ての職域において増員を図って、新病院で羽ばたける体制を

ということを描いて、今努力をしているということをご理解いただき

たいと思います。それから建築の件ですけれども、現在建築そのもの

は順調に進んでおります。今、杭打ち地盤作りをほぼ終わろうとして

いますし、これから上の方に積み上げていくということになると思い

ますけれども、今まで設計を組んでいたものについて新たにシミュレ

ーションをして、実際に動かせるものであるかどうかを具体的に今チ

ェックしている。そして、最終段階ではあるのですけれども、ぎりぎ

りまで設計し直し書き換えて貰うところはもらえるように、緻密に摺

合せをして、今は本体工事が地盤固めになっていますけれども、上の

方に反映し、実際にソフトの面も寄与するようにということで、準備

を進めているところになります。実施設計も終わって、プロットも終

わってというところではあるのですけれども、見直してみますとやは

り、かなり改修をお願いしなければいけないところも発生していま

す。そういうことで事業費、建築費に影響がなければということを思

いつつ、また、開院までの予定が伸びないようにということも含め、

いろいろと夜遅くまで行っているところであります。それで、ほぼ順

調にいくのであろうというふうに思っています。それから、診療報酬

改定ですけれども、これは非常に厳しいというふうに捉えています。

先週の土曜日、（一社）日本病院会の理事会がありまして、そこで詳

細な情報を得てきたのですけれども、７対１というのが消えていく。

DPC の基本は 10 対１であると。そして重症度、医療・看護必要度、

そのスコアも項目を変えていこうと。EF ファイル、Ｈファイルから

各種施設のデータを吸い上げて、そのスコア化を図っていく。10 対
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伊関委員 

１を基準として例えば、スコアが０から 10％のスコアであれば、或

いは 10 から 20、20 から 25、要するに 25 で全てそういう重症度、医

療・看護必要度の診療内容で活動ができている場合は、７対１の収入

と同等のものにしようというふうなことで、３段階にどうも分けよう

としているという情報を得ています。そうしますと、10 対１ですと

加算になっていくのですけれども、７対１ですと減算になっていくと

いうふうなことで、どういうふうな方向になっていくのかシミュレー

ションをしつつも、動向を探らなければいけないと思っていますけれ

ども、10 対１の基準があわされているところは加算ですので、そう

いう意味で、人的な配置を少し控えめにしつつも収益増に働いてい

く、そういった７対１を減らすというのが今回の論点であると思うの

ですけれども、そこに我々の施設がどう当てはまっていくのかという

のがこの 12 月で状況がはっきりすると聞いていますので、今の情報

を入れつつ、シミュレーションをし、体制を整えていくということを

非常に考えていきたいと思っています。もう一つは、今話題の働き方

のことが、かなり診療報酬にも関わってきていて、医師事務作業補助

体制加算、我々は医療クラークという名前をつけて話をしているので

すけれども、そういうものをやはり働き方のところに大きく貢献をし

ているという評価をしているようですので、今後その面でもいろいろ

診療報酬に、医師の働き方を絡めて加わってくる可能性があるかもし

れないなと思います。当然地域医療構想のことも含めて、全てが絡ん

できていますので、そうすると第７次医療計画も反映していますの

で、我々全てその機能を賄おうということで新病院に対しても整備し

てきていますので、そこを含めてバランス良くやっていかないと経営

も大変かなという認識でいます。いろいろと考えたうえで運営してい

かなければ今は大変だと認識しています。 

今のお話で新しい専門医制度、これは大きく変わってくるかなと思

います。やはり医療機能が高度で、かつ研修機能が充実していないと

もう医師は勤務しない時代になっているので、やはり病院を建て替え

て教育体制を充実できるような体制にしたというのは時代の流れに

確実に沿っていると思います。ただ、これからは借金が大変なので、

ここをいかに乗り切るかというのが重要なのですけれども、大きな方

向性は、窪地先生が一番理解されていると思うのですけれども、この

新専門医制度の荒波を乗り越えていくための道具、手段として病院の

建築は絶対に意味があると思います。スタッフもしっかりと充実して

いくことが必要だと思います。診療報酬改定については、今までの常

識を白紙に戻すような大きな激変がやってくるかなという感じは正

直しています。その中で（一社）日本病院会の理事をされておられる

のですよね。情報をきっちりと持たれるポジションにいらっしゃると
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水谷委員長 

鈴木委員 

窪地院長 

鈴木委員 

窪地院長 

鈴木委員 

いうのは、この病院の最大のメリットだと思います。さいたま市立病

院、さいたま市にとっての財産ですので、この情報をきっちりと掴ん

で、事務職員の方も是非その情報をうまく使って時代の変化に対応し

ていただければと思います。大きな方向性としては正しい医療を正し

くやっている、質の高い医療をしっかりとやると診療報酬はしっかり

と来るという流れだと、私は見ています。昔のいわゆる出来高でやれ

ばいいのだという医療から、エビデンスのある質の高くて効率的な医

療をきちんとやる、質の高いスタッフに診療報酬がきちっと来る流れ

になってくると見ていますので、是非医療技術、医療水準を維持しつ

つ、適切な診療を続けていただきたいなと思います。以上です。 

はい、ありがとうございます。 

はい、一つ。この診療報酬、薬剤の問題ですけれども、処方箋を病

院でその通り処方すれば、いくらか外部の薬局に出すよりも費用が少

なくて済むというというのがこの間出ていました。いずれ患者さんか

ら内部で薬をくださいというような話にはならないですかね。現在は

随分外部で出されているでしょうけれども、当然内部でやるというこ

とになれば薬の量も用意しなければならないでしょうし、薬剤師の方

も必要になる。患者さんの負担が確か 700 円ぐらい、僅かではあるけ

れども負担増になるということになると、その辺についてはどうなの

でしょうかね。病院が新しく出来てもとても薬剤の処方に対応できな

いと思うのですよね。 

よろしいですか。言われるところは、院外に出しますと加算がつく

ので高くなっているというふうなことが以前から言われていると認

識しています。今回の診療報酬改定ではそこが触られて、その格差を

無くそうと、できるだけ近づけようという動きになると聞いていま

す。従って、病院と院外というのは今よりは少しでも解消されるのだ

ろうというふうに思っています。病院が薬剤を持って、そして運営し

ていくというのは、経営上効果はあまりないと思います。 

そうだと思います。負担するのはやはり調剤薬局の方だと思います

けれども、いろいろな要求が出るからどうかなと思ったわけです。ま

だ決まったわけではありませんし、そういう議論が行われているだけ

ですけれども。 

一方では後発医薬品を使えということと、今まで先発としていた薬

が後発扱いになった場合には、1/2 の薬価であったけれども、それは

もう後発医薬品と同等の扱いで薬価を決めていくというふうなこと

で、全てが後発医薬品の方向に、80％以上は使用していくという一つ

の基準が示されていますので、薬価を安く提供していくという方向に

行っていることは間違いないです。 

薬価の問題は根本的に変わるような話ですから、高額医薬品もあり
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水谷委員長 

窪地院長 

水谷委員長 

窪地院長 

水谷委員長 

窪地院長 

水谷委員長 

窪地院長 

水谷委員長 

ますしね。ありがとうございました。 

初期研修医は、今何人ですか。 

12 人です。 

今後新病院に行くと多少増やす予定はあるのですか。 

11 人から 12 人には増やしているのですけれども、徐々に増やして

いきたい。ただ、指導する側の負担も少しあります。 

そちらにかなり時間を割かれますし、大変だとは思いますが、その

ような人達を育てていって、その人達がまた戻ってきてくれるような

病院になってくれれば良いのかなと思います。 

ご指摘の通りだと思います。連続して育てていくということも、人

員確保に繋がるのではないかという思いはしています。 

地域医療構想の話が少し出ましたが、これも窪地先生にも会議に参

加していただいておりますけれども、なかなかこの地域のものについ

ては決まらない。一番大きな問題がまだ解決していないというのが一

番のネックなのです。調整会議をやっている中でそれぞれの病院が何

をしたいのかがやっと表に、今まで良く分からなかったところが少し

出てきているので、その中でこれからどう調整するかというのが今後

の課題のような気がします。あとは在宅関係の地域包括ケアについて

も、医師会としても一生懸命やらないといけないと思うのですが、医

師会の中で困っているのは、在宅医療を積極的にやる医師がそれほど

増えていない。積極的にやる人はそればかりやっていて、その辺の患

者をそっくり持って行ってしまって自分で抱え込んでしまうという

やり方をしているところが多いようです。しかも、ある企業の中のそ

れぞれのサテライトとして動いているようなところも多いので、本当

にそれでいいのかどうかというのは医師会としても気にしていると

ころです。この先も医師会としては病院としっかり連携をとって、や

っていく予定ですので、連携自体はうまく行くと思います。地域医療

支援病院の認可をこの間とられましたので、経営的にその分は多少プ

ラスが入ってくるのかなと期待をしています。少しずつではあります

けれど、良い方向に向いていますので、病院が出来ても全床開けられ

ないという話はよく聞きますが、全部開けられるような体制をつくっ

ていただけたらと思います。その他、何かありますでしょうか。 

少しよろしいですか。良いことばかりではなくて、前採りしますと、

人件費が採算ベースに乗れないという、やはり人件費だけは確実に上

がっていきます。この立ち上がる２年間少なくとも赤字ベースになる

ということを当然心配しつつ、できるだけ収益が上がるような算段を

していきたいと考えています。非常に厳しいという点は付け加えさせ

ていただきたいと思います。 

どうぞ。 
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伊関委員 

水谷委員長 

窪地院長 

水谷委員長 

波田野財務課長 

伊関委員 

そこはしっかりと議会の議員さんだとか住民の皆さんにしっかり

と説明していくということが重要だし、役所の本体もですね、機械的

に黒字にするために人の採用を抑えるのではなくて、将来の飛躍のた

めに、今競争ですから、人が集まるところに更に人が集まる状況です

ので、赤字を覚悟でも今は拡大しなければならない。次のために準備

をしなければならないという点について、市長さん、市役所本体、市

議会議員さん、市民の皆さんの理解を是非いただきたいなと思いま

す。 

今、特に人材を前倒しで採ることによって、その分だけの費用がか

かりますというような話は議会の方に話が通っているのでしょうか。

先日、市長にはお話をしています。理解をしておいていただくとい

うことで報告はしましたけれども、市議会の方にというのはそこまで

は具体的に表現はしていないと思います。医療機器を買うのに非常に

工夫しないといけない、協力をお願いしたい、そういう旨の話はして

います。 

タイミングを見て理解をしていただかないといけないことかなと

思います。よろしいでしょうか。 

それではその他ですけれども、事務局の方から何かありますでしょ

うか。 

貴重なご意見をありがとうございました。28 年度の評価結果につ

きましては、先ほどのご意見を踏まえまして調整をして報告すると共

に、皆様方に作成したものをお配りしたいと思います。続きまして、

委員の皆様方の任期についてでございますが、細田委員を除きます５

名の方が今年度末に満了を迎えまして、そのうち、落合委員、伊関委

員及び冨田委員におかれましては、在任期間が通算で６年となりま

す。「さいたま市附属機関等に関する要綱」第４条第１項第５号にお

きまして、「再任する委員の通算の在任期間は、６年以内とすること」

との規定がございますので、当院といたしましては大変残念ではござ

いますけれども、今回の委員会をもちまして退任となられます。本当

に長い間、当院の発展にご尽力いただきましてありがとうございまし

た。また、水谷委員長につきましては、通算４年、鈴木委員が星野委

員の任期を引き継ぐ形となりましたので、通算２年となっておりま

す。水谷委員長、細田委員及び鈴木委員におかれましては、是非、来

年度以降も委員の継続をお願いしたいと存じます。 

それでは、伊関委員に一言頂戴したいと存じます。よろしくお願い

いたします。 

６年ですか、その前に委員会があって最初にいたときは事業仕分け

があって、繰出金が多いという意見があって、病院の在り方どうする

のかという議論があって、それで看護師の職員定数を増やせ、病院が
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波田野財務課長 

窪地院長 

ボロだから建て替えろということを声高に主張して、それが計画化さ

れて今日に繋がってきたのかなと思います。恐らく大きな流れは先ほ

どお話させていただきましたように、間違っていないのかなと。ただ、

あちらこちら全国の北は北海道から南は沖縄まで全ての県を回りま

したし、かなりの病院を回っていますけれども、病院の最大の危機は

病院の新築なのですよね。借金でやるから。借金を返すというのは大

変なので、今はまだ借金を返す気分ではなくて、いざ作って建てて借

金してから凄く大変なので、その厳しい状況を乗り切るのは相当大変

だと思います。やはり、病院のマネジメント力というのが問われてき

て、事務の方に非常に厳しいことも言ったのですけれども、やはりこ

の病院を生き残らせていく最大の推進力は、事務の力をもう少しパワ

ーアップする必要があると思っています。総務省の地域医療の公立病

院の改革の在り方の委員をやっていまして、もう少ししたら報告書が

出ますけれども、一番大きな部分が事務局の充実なので。ここは是非

本気で取り組んでいただければと思います。それ以外の医療について

はおそらく医師はこれから集まって来られると思います。200 人体制

がやはり高度急性期病院としては初期研修医を入れてですね、最低限

のチケットかなと思いますので、160 人を目標にしつつ更に上乗せを

していくことがものすごく必要だと思います。この病院正直な話、こ

の裏側に住んでいて、私の命がかかっている病院、他の病院とは全然

状況が違っていて、普段だったらここまで熱くはならないのですけれ

ども、家族の命がかかっているということで随分暴言等も吐かさせて

いただきましたけれども、また研修会の講師か患者としてお世話にな

ると思いますので、またお会いしたいと思います。どうもありがとう

ございました。 

ありがとうございました。冨田委員におかれましては、先ほどご連

絡がありまして、電車の人身事故があったようで今日は来られないと

いうことです。それでは、最後に窪地院長よりご挨拶をお願いいたし

ます。 

伊関委員におかれましては長い間ご指導いただきましてありがと

うございました。非常に広い視野でいろいろ自治体病院を見られてお

られますので、非常に参考になることも多く、我々もこの 10 年とい

うのはこの市立病院においても非常に激動の 10 年だったのではない

かと思います。市立病院になって政令都市としてのふさわしい病院と

いうのは、この建築で完成していくのではないか、それからさいたま

市立病院、政令指定都市としてのさいたま市立病院として羽ばたいて

いく、その非常に激動の時をご指導いただいたことに対してまして

は、非常に感謝しております。今後とも、大所高所の立場からいろい

ろご指導いただければと思っていますので、先生におかれましては
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波田野財務課長 

益々いろいろな面でお教えいただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。どうもありがとうございました。 

ありがとうございました。以上をもちまして終了とさせていただき

ます。 

２ 閉会 

水谷委員長 よろしいでしょうか。それでは本日の議事は、これで終了といたし

ます。皆様方のご協力、誠にありがとうございました。本日は、これ

にて散会といたします。どうもご苦労様でした。 


