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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２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１１月２５日( 金 )
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：１１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）、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、名越 啓史 

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：７人) 

事業管理者 三宅 洋 

病院長 山本 樹生 

副院長 瀧本 壽郎 

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：５人) 

病院事務部参事兼経営財務課課長 深堀 晴彦 

医事課長 佐藤 篤実 

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 

次第及び公開、一部

公開、非公開の区分

１ 報告事項 

①平成２８年度春日部市病院事業会計補正予算（第１号）について

②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２

号）について 

③新公立病院改革プランについて 

④春日部市立医療センターの状況について 

すべて公開 
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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２回春日部市立医療センター運営委員会資

料 

②春日部市立医療センターの状況について 

③新公立病院改革プランについて 

④平成２８年度春日部市病院事業会計補正予算書（第１号） 

⑤平成２８年度春日部市病院事業会計予定損益計算書（補正第

１号）及び平成２８年度春日部市病院事業会計予算資本的収

入及び支出に係る補てん財源明細書（補正第１号）

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 

委員長 

事務局 

議事

【（１）報告事項】 

それでは会議を進めます。

本日の議事は報告事項４件についてです。

はじめに、平成２８年度補正予算に関する事項

２件を一括議題といたします。

 このことについて、事務局より説明願います。

①平成２８年度春日部市病院事業会計補正予算（第１号） 

春日部市病院事業会計補正予算について、説明申し上げます。 

はじめに、１ 収益的収支予算につきまして説明申し上げます。

収益的収支予算の支出でございますが、薬品費 ２億７，５８７

万８千円の増で、高額な抗がん剤の採用に伴い増額補正するもので

ございます。 

次に、２ 資本的収支予算につきまして説明申し上げます。 

資本的支出は、内視鏡下手術支援装置購入のため、資産購入費の

執行残４，３９８万２千円及び委託料の執行残１，５４４万２千円

を合わせた５，９４２万４千円を備品購入費へ予算の組替えを行う

ものでございます。また、給与費５３４万９千円の増につきまして

は、定期人事異動及び平成 28 年度人事院勧告による給与改定等に

伴い、新病院整備費の給与費を増額補正するものでございます。 

資本的収入は、２６７万５千円の増で、内視鏡下手術支援装置購

入に係る支出の組替えに合わせ、一般会計負担金の組替えを行うと

ともに、新病院整備費に係る給与費の増額に伴い、一般会計負担金

を増額補正するものでございます。 

続きまして、３ 債務負担行為の補正につきまして説明申し上げ

ます。 

 債務負担行為の内容につきましては、平成２９年４月１日から予

算を執行する業務等のうち、平成２８年度中に契約を行うものなど

について、債務負担行為の追加及び変更をするものです。 

医療情報システム等賃貸借につきましては、診察用の電子カルテ

端末を外来、病棟に増設するとともに、会計待ち時間の短縮をはか

るため自動精算機１台を併せて増設するため、債務負担をすること

ができる事項、期間及び限度額を追加するものでございます。 

また、既に債務負担を設定してございます、自動精算機等保守委

託につきましては、自動精算機の増設に伴い保守料の限度額を変更

するものでございます。 
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事務局 

委員長 

委員 

続きまして、４ 重要な資産の追加につきまして説明申し上げま

す。重要な資産の取得につきましては、内視鏡下手術支援装置購入

に伴い追加するものでございます。 

以上でございます。 

②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 2

号） 

春日部市立看護専門学校特別会計補正予算（第 2号）につきまし

て、説明申し上げます。 

補正予算の総額は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１９５万９千

円を減額し、歳入歳出予算とも１億５，０６０万４千円とするもの

でございます。 

はじめに、歳出の補正内容について説明申し上げます。 

１款 総務費 １９５万９千円の減は、人件費では、平成 28 年

人事院勧告に伴う給与改定及び定期人事異動等により給与

等が、１７８万９千円の減額となるものでございます。ま

た、総合事務組合負担金が１７万円の減額となるため補正

をするものでございます。 

 次に、歳入につきまして説明申し上げます。 

2 款 繰入金、１９５万９千円の減は、歳出額の減に伴い、一般

会計からの繰入金を減額するものでございます。 

次に、債務負担行為でございますが、平成 28 年度中に入札を

実施し、複数年に渡る契約を締結する、機械警備業務委託

及び定期健康診断等業務委託について債務負担行為を設定

するものでございます。 

 以上で、説明を終わらせて頂きます。 

【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薬品費の補正額２億７，５８７万８千円については、H28.1
月から始まった抗がん剤の使用が増加理由との事だが、当初予算

で見込むことはできなかったのか伺いたい。

②薬品費全体の 25%に相当する額は大幅な増であると思われる
が理由を伺いたい。

③薬品費の増額に相当する収益を補正しない理由について伺い

たい。

④資本的支出で購入する機械の金額について伺いたい。
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事務局 

委員長 

委員長 

事務局 

⑤資産購入の財源はどの様に考えているか伺いたい。

 (2)答弁 

①当初では対象患者数を特定することが困難であったことから

補正予算で対応した。

②この抗がん剤は 1 回あたり 130 万円を１か月 2 回投与する。
年間では 3,000万円になり、10人から 20人の患者に投与してい
る。

③抗がん剤相当額の収益は増える見込みである。しかし、新病院

開院後 2 か月が経過したなかで外来患者数の動向など予測しに
くい部分があることから、収益全体として補正はしない。

④定価で約 1億 6,000万円だが現在購入に向けて交渉中である。
⑤一般会計からの負担金、企業債を予定している。

他にありませんか。

つづきまして、新公立病院改革プランに関する事項を議題といた

します。

 事務局より説明願います。

①新公立病院改革プランについて 

 新公立病院改革プランにつきましてご説明いたします。 

 春日部市立病院再整備計画基本構想の概要という資料を配布さ

せていただいておりますが、新病院の建設にかかる基本構想を検討

する中で市立病院の担うべき方向性を策定したものでございます。

この基本構想を再度確認して、今後の経営計画として改革プランに

盛り込みたいと考えております。 

 今後は経常収支比率などの数値目標を定め、入院患者数や診療単

価など収益に繋がる部分と併せて計画を立てていきたいと考えて

おります。 

主なものにつきまして資料を基に説明をさせて頂きます。 

大きな目的としては、 

①医療連携体制を支える地域の中核的な医療機関として整備 

②４疾病・４事業などの地域拠点病院としての体制を整備 

基本計画ではこの２点を目的としております。 

４疾病のうち、 

がんにつきましては二次検診の受入体制の強化を図ります。ま

た、地域がん診療連携拠点病院の指定を受けていることから、が

ん登録の増、手術件数の増を図ります。 

緩和ケアの充実のため早期に緩和ケア病棟の開設を目指します。
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事務局 

委員長 

委員 

脳卒中につきましては急性期を中心とした専門的な治療のため

医師の充実を図ってまいります。

急性心筋梗塞につきましては急性期を中心とした専門的治療を

充実させるため循環器医師の確保をしております。

糖尿病につきましては専門的な治療のために医師の充実を図り

ます。

４事業のうち、

小児医療については入院が必要な小児患者の受入れ体制の整備 

するため、更なる医師の充実、医師会との連携強化を図りながら、

小児一次救急医療については小児救急夜間診療所との連携を進

めてまいります。 

周産期医療につきましては、ハイリスク分娩に対応する専門医療

の充実を図るため医師確保を進めてまいります。また、ＮＩＣ

Ｕ・ＧＣＵの運用を開始することで新生児センター設置への申請

を進めており、地域周産期母子医療センターの早期指定を目指し

てまいります。 

救急医療につきましては、本年度に救急科を設置、救急病床３床

を開設して対応している。救急担当医の確保は引続き努力してま

いります。 

その他といたしましては、地域連携の強化につきましては患者紹

介・逆紹介の積極的な推進を図り紹介率60%、逆紹介率30%を目指し

てまいります。 

在宅医療の支援としては、がん拠点病院として、緩和ケア病棟の

開設と、痛みのコントロールのため、がん患者在宅訪問看護との一

体的な運営を図ってまいります。 

 以上の点を中心に改革プランに盛り込むため、皆様の意見を伺わ

せて頂きたいところです。 

 説明につきましては以上です。 

【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医師の充実とあるが具体的な数値目標はどのぐらいか伺いたい。

②ハイリスク分娩に対応した周産期センターを設置するとあるが

医師の配置状況について伺いたい。

③新たに救急科、総合診療科とあるが各医療機関への周知が充分で

はないと思われるがいかがか伺いたい。

④時間外診療の担当医師について疾患別に分かるようにしてはど
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委員 

説明者 

委員 

説明者 

委員長 

委員長 

事務局 

うか。また、他の救急病院と連携して輪番制を考えてみてはどうか。

⑤救急科とは内科と外科で回しているのか。

(2)答弁 

①新生児センターの設置に向けて小児科医を現在の 4 名に対して

2,3 名増員を考えている。 

②周産期センターの設置に向けて産婦人科医を現在の 4名に対し

て 2名増員を考えている。 

③総合診療科については疾患別のトリアージ、プライマリーケアを

充実するため 2名程度の医師を増員したいと考えている。他病院へ

の情報発信についてはＨＰの活用など強化を図っていく。 

④現在、近隣病院とのネットワーク作りについて検討しているとこ

ろである。 

⑤ＥＲ型の救急を想定しているが救急専門医の確保が間に合って

いない。 

２(1)質疑 

①3 年ほど前に市立病院と歯科医師会にて歯科医科連携に関する

協定書を結んだ。口腔ケアに医療センターの病棟に出向いたが、現

場の看護師が訪問に理解していない方がいた。職員の方への周知を

お願いしたい。また、周産期の患者さんの歯周病予防についても、

地域連携室を利用して歯科クリニックの歯周病ケアを利用して欲

しい。 

(2)答弁 

①妊婦さんについてはカルシウムが不足してくることから、やはり

歯の方も悪化してくる。歯周病ケアと併せてトータルで対応できる

と良い。妊婦の健康を増進することができると思う。 

他にありませんか。

つづきまして、春日部市立医療センターの状況に関する事項を議

題といたします。

 事務局より説明願います。

春日部市立医療センターの状況についてご説明いたします。 

10 月の入院患者数は 1 日当り 277.9 人となりまして順調に入院

患者数が増えており、11 月に入ってからは 300 人を超える日も出

てきております。収益的にも増加しておりこのペースを保って生き

たいと考えております。 
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事務局 

委員長 

委員 

事務局 

説明者 

委員長 

委員長 

事務局 

10 月の外来患者数は 1 日当り 750.4 人で例年の 1 割程度増加し

ております。 

救急搬送の受入状況ですが、新病院になってからの課題の一つで

はありまして、もう少し受入件数が増加できるように検討をしてい

きたいと考えております。 

手術件数も増加してきておりますが、さらに稼働率を上げるため

に、手術の予約が取りやすい仕組みを考えてまいります。 

分娩につきましては 11 月の途中ではありますが、20 件程あり増

加傾向にあります。 

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入院病棟は何％ぐらいで稼動しているのか伺いたい。 

②産科については分娩制限をする予定はあるのか伺いたい。 

(2)答弁 

①病床稼動率は現在７６％である。 

②分娩制限は考えていない。 

他にありませんか。

《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２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。 
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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１２月５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


