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様式第６号（第１７条）

会  議  録

会 議 の 名 称 平成２８年度 第１回春日部市立医療センター運営委員会 

開 催 日 時 平成２８年９月６日( 火 )
開 会 午後１時３０分 

閉 会 午後２時３０分 

開 催 場 所 春日部市立医療センター ３階 多目的ホール 

議長(会長等)氏名 海老原 光男（委員長） 

出

席

者

委員氏名 

(出席人数：１３人) 

１ 市議会の議員中から選出された者 

海老原 光男（委員長）、佐藤 一、並木 敏恵、岩谷 一弘、

鬼丸 裕史、吉田 剛、武 幹也、中川 朗 

２ 医師を代表する者 

竹田 広樹、岡田 新司 

３ 薬剤師を代表する者 

滝沢 孝臣 

４ 学識経験を有する者 

山﨑 裕司、髙橋 靖 

説 明 者 (出席人数：８人) 

病院事業管理者 三宅 洋 

病院長 山本 樹生 

副院長 瀧本 壽郎 

副院長 山﨑 典之 

看護部長 吉川 孝子 

病院事務部長 落合 和弘 

健康保険部長 桜井 厚 

看護専門学校副学校長 中島 裕子 

事 務 局 (出席人数：８人) 

病院事務部次長兼総務課長 関口 信義 

病院事務部参事兼管理課長 紺野 善一郎 

病院事務部参事兼経営財務課長 深堀 晴彦 

医事課長 佐藤 篤実 

管理課施設担当課長 仙波 宏幸 

看護専門学校総務担当課長 藤﨑 英樹 

経営財務課経営財務担当主幹 溝口 通明 

経営財務課経営財務担当主幹 古宮 敦己 
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次第及び公開、一部

公開、非公開の区分

１ 委員長及び副委員長の選出について 

２ 報告事項 

①平成２７年度春日部市病院事業会計決算について 

②平成２７年度春日部市立看護専門学校特別会計決算について 

③平成２８年度春日部市立看護専門学校特別会計補正予算（第１

号）について 

④春日部市立医療センター運営状況について 

すべて公開 

一部公開・非公開の

場合はその理由 

□ 要綱第３条第１号該当： 

□ 要綱第３条第２号該当： 

□ 要綱第３条第３号該当： 

□ 要綱第３条第４号該当： 

配 布 資 料 

①平成２８年度第１回春日部市立病院運営委員会資料

②平成２７年度春日部市病院事業会計決算書

③平成２７年度春日部市病院事業会計決算資本的収入及び支出に

係る補てん財源明細書

④春日部市立医療センターの状況について

会議録の作成方法 

□ 録音テープ等を使用した全文記録  

■ 録音テープ等を使用した要点記録  

□ 要点記録 

会議録署名の指定 
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議事経過 

発 言 者 発言内容 ・ 決定事項 

副委員長 

副委員長 

副委員長 

副委員長 

事務局 

委員長 

事務局 

委員長 

事務局 

議事

 （１）審議事項 

それでは、議事に入ります。 

 議事の１は、委員長の選出でございます。

運営委員会条例第５条第１項の規定により委員長は委員の互選に

より定めるとあります。

 どなたか、ご推薦ありますでしょうか。

 海老原委員にというご推薦がありました。

 いかがでしょうか。

 それでは、委員長には海老原委員を選出いたします。

それでは新しく委員長に就任されました、

海老原委員長にごあいさつをお願いいたします。

海老原委員長あいさつ 

ありがとうございました。

 それでは、運営委員会条例第５条第２項の規定

に基づきまして、議事の進行を海老原委員長に

お願いいたします。

委員長、よろしくお願いいたします。

【（１）報告事項】 

それでは、引き続き会議を進めます。

議事の２は、報告事項についてであります。

報告事項は、お手元に示しのとおり、

平成２７年度決算に関する報告事項が２件、

平成２７年度補正予算に関する報告事項が１件、新病院の運営状況

に関する報告事項が１件でございます。

はじめに決算及び補正に関する事項を一括議題といたします。

 事務局より説明願います。

【事務局説明】 

①平成２７年度春日部市病院事業会計決算について、説明申し上げ
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ます。 

 お手元に配布してございます、平成２８年度第１回春日部市立医

療センター運営委員会資料の１ページ、平成２７年度・平成２６年

度決算比較表をご覧ください。 

 はじめに、収益的収入及び支出につきまして、説明申し上げます。

収入の１病院事業収益の平成２７年度決算額は、７６億５，８７

２万５千円で、前年度比較で３億４，２５６万８千円の増となりま

した。このうち、１医業収益 １入院収益は４１億１，６９１万５

千円で、前年度比較で３４０万７千円の減、２外来収益は２２億

３６８万７千円で、前年度比較で２億１，３７０万８千円の増とな

ったところでございます。 

 内容につきましては、表の右側の備考欄をご覧ください。 

 入院収益は、１人１日当たり診療単価が４９，２１８円で前年度

比較４２０円の減、１日平均入院患者数が２２８．５人で、１．１

人の増となりました。これは、平成２６年度中に産婦人科が休止と

なる中で、内科や呼吸器外科の患者数の増により、病院全体の患者

数は前年度に比べて増えたものの、比較的診療単価の高い産婦人科

の減により、診療単価が減となったものです。また、外来収益では、

１人１日当たり診療単価が１３，７３４円で前年度比較１，５３９

円の増、１日平均外来患者数は６５７．６人で、８．４人の減とな

ったところでございます。これは、産婦人科の休止により患者数が

減となる中、呼吸器内科における抗がん剤治療が増えたことによ

り、診療収益、単価ともに増となったものです。 

 次に、支出でございますが、表の左側の中段になりますが、 

１病院事業費用の平成２７年度決算額は７６億１，０３７万２千円

で、前年度比較で１２億９，３８６万８千円の減でございます。 

 このうち、１医業費用、１給与費は４３億１，１９０万２千円で、

前年度比較で２，２０５万４千円の増、２材料費は１７億７，５４

７万円で、前年度比較で１億８，８５２万１千円の増、３経費は１

０億４，０３４万６千円で、前年度比較２２万８千円の増となって

おります。 

 内容につきましては、表の右側の備考欄をご覧ください。 

 給与費の主な内訳でございますが、年度末職員数は、４４７人で

前年度比較１４人の増で給料は１６億１，６２２万２千円で、前年

度比較で１，８１７万４千円の増でございます。 

これは、新病院に向けて診療体制の充実を図るため医師、看護師

等の採用を増やしたものです。 

 次に、手当は１１億５，８３７万６千円で、前年度比較で４，６

３２万３千円の増でございます。 

 次に、材料費の主な内訳でございますが、薬品費は１１億５，６
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５２万１千円で、新薬の抗がん剤が増加したことにより、前年度比

較で１億８，４４７万６千円の増となったものでございます。また、

診療材料費は５億６，４４１万３千円で、前年度対比で２３８万１

千円の増でほぼ横ばいでございます。 

 次に、経費の主な内訳でございますが、光熱水費は９，４６２万

８千円で、前年度比較で７２８万１千円の減、委託料は６億５，０

８４万円で、前年度比較で１，９２３万４千円の増で、主な要因は、

新病院の新築移転に伴う運営計画を策定するため、専門コンサルタ

ントへ業務を委託したことによる増、また、外注検査委託のうち肺

がんや乳がんなどの病理検査の増加によるものでございます 

つづいて、雑支出の主な内訳でございますが、消費税に係る雑支

出が２億２，１６１万５千円で、薬品費の増加により、前年度比較

１，９３８万２千円の増となっております。 

 次に、表の左側、２７年度決算額にお戻りいただきまして、表の

下、病院事業収益と病院事業費用の差し引きでございますが、４，

８３５万３千円の純利益となったものでございます。 

 次に資本的収入及び支出について説明申し上げます。 

収入の１資本的収入は２７年度決算額１１９億７，８６２万円

で、前年度比較で１０５億９，０１８万８千円の増でございます。

 このうち、１他会計負担金は３９億２，７３０万８千円で、前年

度比較で３０億４，５７７万５千円の増、３企業債は８０億４，１

５０万円で、前年度比較で７５億３，７７０万円の増となったとこ

ろでございます。 

内容につきましては、表の右側の備考欄をご覧ください。 

 他会計負担金の主な内訳でございますが、新病院建設工事の本格

化にともない、新病院整備費にかかる負担金は３６億６，９５５万

１千円で、前年度比較で３０億５，２８０万１千円の増、また、企

業債につきましても、新病院整備事業債が８０億４，１５０万円で、

前年度比較７５億３，７７０万円の増となったものです。 

 再度、表の左側にもどりますが、支出の１資本的支出は、１２０

億３，８８８万１千円で、前年度比較で１０５億７，５０２万４千

円の増でございます。このうち、１建設改良費は１０８億９，７９

６万３千円で、前年度比較で９８億１，００６万１千円の増、２企

業債償還金は２億５，７８３万円で、前年度比較で１，４２４万８

千円の減となったところでございます。 

内容につきましては、表の右側の備考欄をご覧ください。 

資産購入費の主な内容は、内視鏡検査用の超音波内視鏡装置及び

電子内視鏡システム、眼科手術用の白内障手術装置などでございま

す。 

次に、新病院整備費の主な内訳は、新病院整備課職員人件費、監
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事務局 

事務局 

理委託料、建設工事請負費、開設支援業務委託料でございます。 

次に、企業債償還金の主な内訳は、２３年度に更新したＣＴスキ

ャナ等の医療機器、平成２０年度と２４年度に行いました東棟にか

かる繰上償還借換債の償還でございます。 

以上でございます。 

②平成２７年度春日部市立看護専門学校特別会計決算について 

報告事項２、平成２７年度春日部市立看護専門学校特別会計決算

について、説明申し上げます。 

最初に、歳入について説明申し上げます。１款  使用料及び手数

料、１項 使用料 2,045 万 5,474 円は、主に授業料でございます。

２項 手数料 99 万円は、主に入学選考手数料でございます。 

２款 繰入金、１項 一般会計繰入金 1億 2,776 万 4,000 円は、

一般会計からの繰入金でございます。３款 １項 繰越金 351 万

7,904 円は、前年度からの繰越金でございます。歳入合計は、1 億

5,327 万 3,412 円で、予算現額に対する執行率は、99.8％でござい

ます。 

続きまして、歳出について説明申し上げます。１款 総務費、１

項 総務管理費 1 億 4,330 万 4,895 円は、一般管理職員人件費 1

億738万 6,470円 及び 一般管理事務3,591万 8,425円でござい

ます。2款 1 項 公債費 363 万 8,116 円は、平成 15 年度に実施し

た看護専門学校増改築事業債の償還元金及び償還利子でございま

す。3 款 諸支出金、１項 繰出金、351 万 7,904 円は、平成２６

年度看護専門学校特別会計の決算額の確定に伴い、一般会計からの

繰入金を精算したものでございます。 

 歳出合計は、支出済額 1 億 5,046 万 915 円で、予算現額に対す

る執行率は 、98.0％ でございます。なお、歳入歳出差引き残額 281

万 2,497 円 につきましては、翌年度へ繰り越されるものでござい

ます。 

以上でございます。 

③平成２８年度春日部市立看護専門学校特別会計補正予算（第 1

号） 

報告事項３、平成２８年度春日部市立看護専門学校特別会計補正

予算（第 1号）につきまして、説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 281 万 1,000 円を追加

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 1億 5,256 万 3,000 円とするも

のでございます。 

はじめに、歳出の主な補正内容について申し上げます。 
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委員長 

委員 

事務局 

委員 

３款 諸支出金、一般会計繰出金 282 万 2,000 円の増は、平成２

７年度看護専門学校特別会計の決算額の確定に伴い、一般会計から

の繰入金を精算するものでございます。 

 ４款 予備費 1,000 円の減は、歳入歳出の収支均衡を図るため

計上するものでございます。 

 歳入につきまして説明申し上げます 

３款 繰越金 281 万 1,000 円の増は、平成２７年度の繰越金が

確定したため補正するものでございます。 

以上でございます。 

【質問・答弁】 

ただ今、事務局から説明のありました審議事項につきまして、ご

質問・ご意見がございましたら承りたいと思います。 

１(1)質疑 

①年度末職員数が 26年度と比較すると 14人の増となっているが、
職員の増減の内訳について伺いたい。

②給与費の総額が 26年度と比較すると増額であるが、賃金と法定
福利費が大幅減となっている理由について伺いたい。

③看護師の 7名の増は、臨時職員が正規職員に代わったことによる

ものであるのか伺いたい。 

 (2)答弁 

①医師：５増（内科３増、外科１減、脳神経外科１増、形成外科１

増、眼科１増）、看護師：７増、医療技術員：３増（臨床検査技師

２名、視能訓練士１名）、事務員：２増（診療情報管理士１名、事

務職１名）、技能員：１減（看護助手） 嘱託職員：２減

②新病院建設・開院にあたり、正規職員で医療体制の充実を図る取

組を行ったため、臨時職員の賃金・法定福利費が減となったもので

ある。

③看護師自体は１０名の増。助産師が３名減となったことで７名の

増となった。 

２(1)質疑 

①応答の中にはなかったが、産婦人科医師は 1名増ではないか伺い

たい。 
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事務局 

委員長 

委員長 

事務局 

(2)答弁 

３月３１日現在の人数が記載されており、産婦人科の医師が３月に

1名所属していたため、１名の増となっている。

ご質問等が無いようでしたら、 

補正予算につきましては、９月定例議会において、慎重に審議が

行われる内容ですので、本日は以上とさせていただきます。 

続きまして、「春日部市立医療センターの運営状況」に関する事項

について事務局より説明願います。

【事務局説明】 

①市立医療センターの状況について

 資料「春日部市立医療センターの状況について」をご覧下さい。

 新病院が開院して 2か月が経過したところですが、現在の病院の
状況についてご説明いたします。

 初めに入院の状況について説明いたしますが、7月 1日に新病院
が開院しましたが、6 月に入院患者を抑制しまして 44 人の患者を
新病院に移しました。7月に入り少しづつ入院患者が増えて 1日あ
たり 158.2人となったところでございます。また、8月に入りまし
てからは徐々に入院患者が増え始め1日あたり239.8人になったと
ころでございます。9月につきましては集計がまだできておりませ
んが、概ね旧病院の 5月と同じぐらいの状況になると思われます。
 次に外来の状況について説明します。6 月 29 日に外来を終了し
7月 5日から新病院で外来を初めたところですが、7月中は入院患
者ほどではありませんが外来患者も減っている状況です。8月に入
ってからは 1日平均 673人に回復している状況です。また、9月に
つきましては 700人を超える日もある状況でございます。
 続きまして、救急の受入状況についてご説明します。

7月の中旬から手術室の運用が始まったこともあり、徐々に受入件
数が増えておりますが、8月に入ってから以前の受入と同じぐらい
の状況に回復したところでございます。

 平成 27年度の市内における救急の受入状況について説明いたし
ますが、春日部市立病院が全体の 28％を受け入れしておりまして、
秀和綜合病院、春日部中央総合病院を合わせますと全体の 70％を
受け入れております。市内の病院全体から見ますと救急患者の

80％を市内の医療機関で、残り 20％を市外の医療機関で受け入れ
ている状況です。

 続きまして疾患別の症例数につきましてご説明いたします。



9 / 11

委員長 

委員 

事務局 

説明者 

委員 

 最も症例が多いのは呼吸器系疾患で呼吸器外科、呼吸器内科にな

ります。続いて消化器系疾患、腎・尿路疾患となり、眼科、循環器、

神経系とつづきます。

 続きまして 8月の入院患者、外来患者の状況につきましてご説明
いたします。

8 月に入りまして入院患者につきましては順調に増えておりま
す。外来患者につきましては夏休時期という事もありますが、1日
700人を超える日もでてきております。
 新病院の状況につきましては以上でございます。

 事務局より新病院の運営状況について説明がありました。

 どなたかご質問ありますでしょうか。

１(1)質疑 

①２８年度に入ってからの職員数の増減（特に医師・看護師）につ

いて伺いたい。

②緩和ケア病棟の運営状況について伺いたい。

③産婦人科はハイリスク分娩を含めて出産の受入がどのようにな

っているのか、NICUは稼動できているのか伺いたい。

 (2)答弁 

①２７年度４月１日と２８年度４月１日を比較すると、医師７名

増、看護師 9名増、医療技術員５名増となっており、診療体制の充
実を図っている。

②現在はまだ緩和ケア病棟は運用が始まっていない。まずは一般病

床をしっかり立ち上げ、その後で緩和ケア病棟に取り掛かる。

③新病院は始まってから医師 4 名体制となりハイリスク分娩の受
入が増えている。

9月には 15人の出産を予定しており順調に増加している。
NICUは現在までに 2症例あり、9月以降は何例か増える見込み
である。また、搬送受入も始めている。

２(1)質疑 

①産婦人科では腹腔鏡手術を実施していなかったが今後はどの様

に考えているか伺いたい。

②決算書 15P の 1 日平均外来患者数は医師単位の数なのか伺いた
い。

③産婦人科を再開したことが十分に周知されていない様に思われ
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るがいかがか。

 (2)答弁 

①現在、腹腔鏡手術の経験がある医師が 2名おり、手術ができるよ
うに準備を進めている。

②診療科全体の数である。

③広報、ホームページを通じて伝えているが充分とは言えない様で

ある。今後も情報発信を続けていく。

３(1)質疑 

①春日部市立医療センターの状況についての資料 4Pに歯科・口腔
外科の疾患が載っていないのはなぜか伺いたい。

 (2)答弁 

①医科 DPCのデータを元に作成しているため、歯科・口腔外科が
入っていない。

４(1)質疑

①新病院が開院して 2か月が経過するが、苦情、要望などはどの様
なものがあったか伺いたい。

 (2)答弁

①建物内の案内に関連したものについて苦情があった。患者が場所

に慣れていないため職員総出で対応した。また、バスを待つ患者に

対してベンチを設置する要望があり対応した。

会計システムを変更して自動精算機を導入したため慣れていない

患者から苦情があったが、職員が付き添い操作手順を案内して対応

した。

他にありませんか。 

《特になし》 

ご質問等が無いようでしたら、 

補正予算につきましては、９月定例議会において、慎重に審議が

行われる内容ですので、本日は以上とさせていただきます。 
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その他、何かございますか。  

《特になし》 

以上で本日の議事は、すべて終了いたしました。 

委員の皆様のご協力ありがとうございました。 

これで、進行を事務局にお返しいたします。 

閉会 

それでは、以上をもちまして平成２８年度第１回春日部市立医療

センター運営委員会を終了とさせていただきます。 

委員の皆様、慎重に審議をいただきまして、誠に、ありがとうご

ざいました。 

議事の顛末・概要を記載し、その相違なきことを証するためここに署名する。

平成２８年９月１６日  

署名者の職・氏名

春日部市立医療センター運営委員会 委員長 海老原 光男


