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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３回春日部市立医療センター運営委員会 

開 催 日 時 平成２９年１月２７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：１２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、並木 敏恵、佐藤 一、

岩谷 一弘、吉田 剛、武 幹也 

２ 医師を代表する者 

竹田 広樹、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：６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 

事 務 局 (出席人数：６人) 

病院事務部次長兼総務課長 関口 信義 

病院事務部参事兼経営財務課長 深堀 晴彦 

病院事務部参事兼管理課長 紺野 善一郎 

医事課長 佐藤 篤実 

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新公立病院改革プランについて 

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春日部市立病院再整備計画基本構想の概要

②春日部市立医療センターにおける目標達成に向けた具体的取り

組み（案）実施計画

③医療機能等に係る数値目標

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】 

本日は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。

 このことについて、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 

春日部市立医療センターにおける目標達成に向けた具体的

取り組み（案）実施計画に基づき説明。 

（１）がん医療への取り組み 

【二次検診】 

○受入体制の強化 

地域医療機関で行った一次検診結果を引き継ぎ、二次検診

が必要な受診者を紹介患者として円滑に受け入れる体制

（専門外来による予約制の導入）を構築する。 

○PET-CT の導入 

がんの二次検診が必要な患者への対応として PET-CT を導入

し、精査が必要な患者を積極的に受け入れる体制を構築す

る。 

【治療】 

○がんに対応する診療体制の強化・充実 

診療科の垣根を越えて複合的な治療を行う体制を構築す

る。県立がんセンターなどのがん拠点病院間の連携強化。

【手術】 

○内視鏡下手術支援装置の導入 

手術・放射線治療・化学療法を効果的に組み合わせた集学

的治療を提供する体制強化の一環として、内視鏡下手術支

援装置（ダヴィンチ）を導入し、先進的機能を充実させる。

【放射線治療】 

○放射線治療装置の更新 

手術・放射線治療・化学療法を効果的に組み合わせた集学

的治療を提供する体制強化の一環として、放射線治療装置

を更新する。常勤の放射線治療の専門医を確保する。 

【化学療法】 

○外来化学療法室の増床 

手術・放射線治療・化学療法を効果的に組み合わせた集学

的治療を提供する体制強化の一環として、外来化学療法室

を増床（10 床⇒15 床）する。 
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事務局 【緩和ケア】 

○緩和ケア病棟の開設 

がん拠点病院に求められる役割として、がん患者への専門

的な緩和ケア医療を提供する体制強化として、施設基準に

基づく緩和ケア病棟を開設する。 

○在宅訪問看護と緩和ケア病棟の一体運用 

がん患者在宅訪問看護と緩和ケア病棟の一体運用により、

在宅療養の適切な支援とともに、患者の状態に応じて必要

なときに円滑に入院受入れできる体制を整備する。 

（２）脳卒中への取り組み 

○脳ドックの実施 

ＭＲＩの稼働率が高いことから、平成 32 年度に医療機器の

更新を計画しており併せて脳ドックの実施を進めていく。

○専門的な診療体制の充実 

急性期を中心とした専門的治療を実施するために常勤の脳

神経外科医による診療体制のさらなる充実を図る。 

○医療提供体制の設備面の強化（ICU・CCU 開設） 

脳卒中患者への医療機能の強化・充実を図るため、集中治

療室（ICU・CCU）を開設する。なお、施設基準上の扱いや

必要な人員体制については今後、具体的な検討を行う。 

（３）急性心筋梗塞への取り組み 

○医療提供体制の設備面の強化（ICU・CCU 開設） 

急性心筋梗塞患者への医療機能の強化・充実を図るため、

集中治療室（ICU・CCU）を開設する。なお、施設基準上の

扱いや必要な人員体制については今後、具体的な検討を行

う。 

（４）糖尿病への取り組み 

○専門的な診療体制の充実 

常勤の糖尿病専門医を確保し、糖尿病診療の充実を図る。

○専門的療養指導の実施 

糖尿病教室の継続・充実を図るとともに、春日部市の保健

師との連携の中で教育入院等の専門的療養指導を実施す

る。 

（５）小児・周産期医療への取り組み 

○ハイリスク分娩に対応する専門医療の実施 

合併症を伴うハイリスク分娩に対応する専門医療を実施、

産科と小児科が共同して高度な医療を提供する。 

○NICU・GCU の開設 

周産期疾患について、市内での応需体制が脆弱であるため、

院内に施設基準に基づく NICU・GCU 機能を設け、重篤患者
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事務局 や低出生体重児にも積極的に対応する。 

○地域周産期母子医療センターの指定 

平成 29 年度の新生児センターの指定、平成 30 年度には東

部保健医療圏唯一の地域周産期母子医療センターとしての

指定を目指し、地域のクリニックや総合周産期母子医療セ

ンター（埼玉県立小児医療センター等）との連携体制を強

化する。 

（６）救急医療への取り組み 

○救急科の設置と ER 型救急の導入 

全ての救急患者の初期診療を担当できる ER 専門医を招聘

し、ER 型救急システムを導入する。 

○救急医療提供体制の設備面の強化（救急ベッド開設等）

救急機能の強化・充実を図るため、救急部門内に観察病床

として救急ベッドを設置する。また、救急患者に対して簡

易な手術対応が可能な処置室を設置する。 

（７）地域医療連携による機能分担と連携強化 

○地域連携室の体制充実 

権限と専門知識のある職員を配置するとともに、MSW・専従

事務職員等の増員による体制の一層の充実を図る。 

○紹介患者増加策の実施 

従来の活動に加え、当院の位置づけや特徴等に関する広報

活動を展開し、紹介患者の増加を目指す。 

○患者の逆紹介の拡大 

紹介患者の増加とともに、継続的に地域医療を受けられる

よう逆紹介患者の拡大を目指す。 

○医科・歯科連携の推進 

医科・歯科連携の推進により、がん患者の口腔ケアや周産

期における歯周病ケアを実施する。 

（８）各診療科の充実 

○高齢化や医療環境への対応 

高齢化に伴い増加する疾患や診療報酬など国の医療政策な

どに対応した、各診療科の診療体制の充実を図る。 

続きまして、医療機能等に係る数値目標についてご説明い

たします。 

初めに 1 日当り入院患者数を平成 29 年度 80％、平成 31 年

度に 82.5％を見込んでいる。 

1 日当り外来患者数は、平成 28 年度の実績で 1 日当り 760

人であり将来的に 780 人を目標とする。 

がん登録数については平成 28 年度に 1000 件は達成見込み
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委員長 

委員 

説明者 

委員 

である。1300 件を目標としているが、達成できれば県内の

地域がん診療連携拠点病院としては上位の件数となる。 

手術件数については現状で 2800 件だが、現状の手術室 6 室

のままで 3500 件まで増やしていく。 

分娩件数については年間 400 件まで増やしていく。 

救急搬送受入件数については、現状の救急体制では年間

4000 件程度を目標として、ＥＲ型救急が導入できた場合は

5000 件程度を見込んでいく。 

紹介率を現在 60％を 70％位までを目指し、逆紹介率につい

ても現状 21％と高くないことから 30％位までの増加を見込

む。 

 今後については、本日頂いた意見を参考にして収支計画

を作成していく。 

【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国から改革プランの数値目標が示されているのか伺いたい。

②改革プランを達成するための人材の確保についてはどの様に

考えているか伺いたい。

③市立医療センターは紹介状がなければ受診できなくなるのか

伺いたい。

 (2)答弁 

①平成 32 年度までに経常黒字化する数値目標を定めるべきとさ

れている。

②関連大学と人材の確保に向けて協議していく。

③国の大きな方向性としては、1 次医療は市内診療所、2 次医療

は総合病院が担うなど病診分業を進めている。しかし、緊急の場

合に直接病院に来る患者さんもいるため、全て紹介状が無くては

診察しないということではない。

(2)質疑 

①改革プランとはそもそも何を改革するためのものか伺いたい。

②医療機能の数値目標は何と比較して良くなったと判断するの

か。
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説明者 

委員 

説明者 

委員 

説明者 

③平成 28 年度の数値は新病院に移ってからの平成 28 年 7 月か

ら 3 月までの 9 ヶ月間がベースなのか伺いたい。

④具体的な取り組み案について、誰が責任者となって、何時まで

目標を達成するのか明確にしていただきたい。

(2)答弁 

①国からの通達で公立病院であっても黒字化を図り、持続可能な

安定した経営を目指すことを目的としている。

②平成 28 年度を基準としている。

③患者数は予算、その他の数値は旧病院から 12 ヶ月間の実績見

込みとしている。

④毎年決算次期には進捗状況を報告する。 

(3)質疑 

①PET-CT の二次検診が明記されているが、現実的には 1 日何人

程度の検査が可能なのか伺いたい。また健診枠は何件ぐらい設け

られるのか。

②胃がん健診については、平成 29 年度より内視鏡検査を導入す

るため、市立医療センターにも読影の協力をお願いしたい。

③特定健診を受けた方に特定保健指導を受けてもらっているが、

受診率が上がらない。市立医療センターには管理栄養士もいるた

め特定保健指導を受けてもらえないか。

(3)答弁 

①検査時間が 1 人 1 時間程度かかるため最大 1 日 6 人である。

二次検診については、土曜日を考えており体制が整い次第開始を

予定している

②当院も胃がん健診には参加したい。しかし内視鏡検査が非常に

混んでいるため受入件数については今後調整させて頂きたい。

③病院側でも特定保健指導の枠を設けて対応することを検討し

たい。 

(4)質疑 

①ハイリスク分娩について、平成 28 年度の受入実績を伺いたい。

②平成 29 年度に新生児センター、平成 30 年度に地域周産期母子

医療センターを設置するとのことだが、それぞれの設置要件につ

いて伺いたい。 

(4)答弁 

①全体で 124 件の分娩のうち 40%～50%がハイリスク分娩であ
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説明者 

委員長 

委員長 

事務局 

る。

②新生児センターは 1年間に 2500g 以下の分娩が 30 例以上必要

である。地域周産期母子医療センターについては、母体搬送の受

け入れが条件となる。 

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３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２９年 ２月２１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


