
 

 

 

札幌市営企業調査審議会（令和元年度第１回病院部会） 

 

 

 

 

日日日日    時時時時  2019 年８月１日（木）午後６時 30 分～８時 00 分 

 

場場場場    所所所所  市立札幌病院 ２階 講堂  

 

出席者出席者出席者出席者  委 員 10 名  

     荒木委員、市川委員、金子委員、河原委員、  

     今委員（部会長）、菅原委員、早坂委員、平本委員、  

     水澤委員、渡辺委員  

 

     市 側  

     向井病院事業管理者、菱谷経営管理室長、西川副院長、  

     三澤副院長、勝見副院長、中村理事、今泉理事、寺江理事、  

     田中理事、宇都宮経営管理部長、貴志放射線部長、  

     中村検査部長、後藤薬剤部長、千葉看護部長、  

     仁木医療品質総合管理部長、神山総務課長、菊地医事課長、  

     武井経営企画課長、池田施設管理担当課長  
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１ 開 会 

○武井経営企画課長 定刻になりましたので、始めさせていただきま

す。  

 本日の資料につきましては、事前に郵送させていただいたところで

ございます。  

 なお、舛田委員におかれましては、本日は所用のため欠席する旨の

ご連絡をいただいております。  

 それでは、以後の進行は部会長の今委員にお願いしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。  

○今部会長 皆様、こんばんは。  

 ただいまから、札幌市営企業調査審議会令和元年度第１回病院部会

を開催させていただきます。  

 本日は、猛暑の中をお集まりいただきまして、本当に感謝申し上げ

ます。  

 話題提供ですけれども、きょうの日経に、投資ファンドが病院再生

支援というような記事が出ておりました。それだけ、日本の中の病院

は斜陽になって、医療環境の激化で非常に難しい状況が続いておりま

して、全国の病院の７割強が赤字ということです。これは、公私病院

ですから、私立病院も公立病院も含めてですけれども、７割が赤字と

いう現状があるという認識で、非常に厳しい時代になってきたなと思

います。  

 その辺も踏まえまして、毎回申し上げていますが、市営企業調査審

議会では、市立病院をいかにしてよくしていこうかという観点からの

ご発言、ご質問をよろしくお願いいたします。  

 ご案内のとおり、おおむね１時間半程度を予定しております。  

 まず、開会に当たりまして、向井病院事業管理者に、一言、ご挨拶

をお願いいたします。  

○向井病院事業管理者 皆さん、こんばんは。  

 ４月より病院事業管理者を拝命いたしました向井でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。  

 委員の皆様におかれましては、お忙しいところ、また、大変お暑い
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ところ、本日の病院部会にご出席いただきまして、まことにありがと

うございます。  

 さて、本日は、市立札幌病院の中期経営計画であります新ステージ

アッププランの平成30年度の進捗状況と令和元年度の予算概要等につ

きましてご説明させていただきます。  

 委員の皆様におかれましては、さまざまな観点からご意見をいただ

ければ幸いでございます。  

 ここで、４月の人事異動によりまして、病院局理事者の交代があり

ましたので、新たに理事になった者について、この場で紹介させてい

ただきます。  

 まず、副院長の西川でございます。  

 続きまして、副院長の三澤でございます。  

 続きまして、理事の中村でございます。  

 続きまして、理事の寺江でございます。  

 もう一人、理事の田中がおりますが、ただいま手術中のため、遅参

してまいります。  

 続きまして、検査部長の中村でございます。  

 続きまして、総務課長の神山でございます。  

 最後に、施設管理担当課長の池田でございます。  

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。  

 

２ 議 事 

○今部会長 それでは、本日の議題に入らせていただきます。  

 議題は２件でございますが、いつものように一括してご説明いただ

きまして、おのおのについて質疑の時間をとらせていただければと思

いますが、よろしいですか。  

（「異議なし」と発言する者あり）  

○今部会長 ありがとうございます。  

 では、議題（１）（２）について、病院局から説明をお願いいたし

ます。  

○宇都宮経営管理部長 経営管理部長の宇都宮でございます。 
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 お配りしています資料２をごらんください。 

 市立札幌病院新ステージアッププランの進捗状況ということで、こ

れまでも病院部会でご説明させていただいておりました。平成27年度

から30年度までの４カ年の計画になりますので、進捗状況のご説明は

これが最後になろうかと思います。 

 まず最初に、紹介予約制の導入についてでございます。 

 平成26年に33の診療科のうち15の診療科を原則紹介制にしたところ

であり、その後、拡大には至っていないのですが、紹介率の向上、逆

紹介の推進などは進めてきているところでございます。 

 次に、（仮称）総合サービスセンターの設置についてでございます。

こちらは、平成28年４月に入退院支援の窓口を設置し、平成30年度に

は、29年１月の病棟再編成に伴い、入院支援業務の対象を全ての予定

入院患者に拡大するなどを行ったところです。また、今年度に向けま

しては、患者サポートセンター（仮称）を設置して、さらなるサービ

スの向上を目指しているところでございます。 

 続きまして、クリニカルパス専従職員の配置についてですが、こち

らは、平成28年に担当係長、看護職を配置したところでございます。 

 めくっていただいて、２ページの臨床工学技士の常駐化につきまし

ては、現在は13名になりますが、常駐化に向けては15名が必要になり

ますので、まだ至っていないということでございます。 

 次に、救急患者等の受け入れ・転棟基準の見直しでございますが、

随時行ってきております。直近では、平成31年３月に救命救急センタ

ーからの転棟に関する基準を新たに作成しまして、病棟へのスムーズ

な移行を図っているところでございます。 

 続きまして、外来呼び出し用のＰＨＳの配備についてでございます

が、平成27年７月に85台を配備しまして、運用しているところです。 

 次に、ホスピタルアートの展示でございますが、平成28年から随時

行っております。 

 次の患者満足度調査の実施についてでございますが、平成28年度か

ら毎年実施しております。 

 続きまして、３ページの手術室看護師の配置増についてでございま
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すけれども、平成27年４月に看護師５名を増員いたしました。 

 病床機能の見直しの緩和ケア病床の増床につきましても、平成27年

度に行いまして、２床から６床に拡大し、その後、平成30年１月にな

りますが、科ごとの上限ベッド数を撤廃して、緩和ケアのニーズに応

える体制を図って、受け入れ体制をより強化したところです。 

 重症患者用の病床の整備につきましては、平成27年12月にハイケア

ユニット８床を設置したところでございます。 

 次に、病床配置の見直しについてですが、平成27年から随時行って

いまして、臨時入院病床の設置や先ほど説明しました緩和ケア病床の

増床など、実態に合わせて、随時、実施してきております。 

 続きまして、（３）のリハビリテーションの充実についてですが、

週休日のリハビリの実施につきましては、平成27年度に土曜日のリハ

ビリを実施し、その後、順次、拡大を図ってきているところでござい

ます。 

 スペースの拡充につきましては、平成27年度に部屋の用途を転用い

たしまして、スペースの拡充を図ったところです。 

 次に、特定集中治療室管理料の取得に向けての取り組みでございま

すが、こちらの施設要件を満たすためには、資格を有する医師の確保

が必要になりますけれども、現在も引き続き調整しているところで、

取得には至っていないところでございます。 

 児童精神科医療の児童用病床等の設置についてでございますが、平

成28年４月に３床を設置いたしました。 

 続きまして、４ページをごらんください。 

 人材の確保についてでございますが、職員募集の広報の充実につい

ては、平成27年度に試験スケジュールを公表したり、民間企業が主催

する説明会への参加など、早期の確保に向けて取り組みを進めてきて

いるところでございます。 

 看護職員の確保についてでございますが、必要に応じて試験の回数

を複数回実施するなど、職員の確保に向けて努めているところでござ

います。 

 次に、新たな専門医制度への対応でございますが、平成27年度に、
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後期研修において、内科、眼科、病理、精神の４領域についての基幹

病院として、当院診療科や連携医療機関をローテートできるコースを

設置するなど、対応を進めたところでございます。 

 次の処遇等の研究につきましては、随時行ってきているところでご

ざいますが、直近でいきますと、平成30年度に、変則にはなるのです

が、看護師の２交代勤務を試行しておりまして、その実現性について、

現在、慎重に検討を進めているところでございます。 

 続きまして、研修医の確保と育成の研修内容等の充実でございます

が、平成27年に臨床研修センターで平日昼間の救急車の受け入れを開

始するなど、研修医の皆さんの満足度は高い取り組みを進めておりま

して、３年連続でフルマッチをしているところでございます。 

 次に、５ページをごらんください。 

 働きやすい職場づくりということで、補助員の増員につきましては、

順次、対応してきてはいるのですが、資料の下のほうに夜間看護補助

員３名とありますように、必要な人数には至っていない状況でござい

ます。 

 勤務体制の見直しでございますが、先ほどもお話ししましたように、

看護師の勤務体制として変則２交代勤務を試行しているところでして、

慎重に検討を進めているところでございます。 

 職員の満足度調査につきましては、平成28年度から毎年行っており

ます。 

 続いて、人材育成計画による専門資格取得等の支援につきましては、

資格保有情報のデータベース化を行って、それを活用した人材育成計

画を作成しようと検討しているところですが、まだ作成には至ってい

ないところでございます。 

 局独自職員（医療情報職）の育成につきましては、各部門への異動

などはジョブローテーションを行いたいと考えていたところですが、

現在は医事部門に４人を配置しており、各部門へのローテーションに

はもう少し増員が必要ではないかということで、引き続き、増員及び

人事ローテーションについて検討を続けていきたいと考えているとこ

ろでございます。 
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 治験の推進についてでございますが、平成27年度から30年度までで

大体30件から40件ということで、継続して実施してきているところで

ございます。 

 続きまして、６ページになります。 

 前段は同じ項目の再掲になるのですが、中段からの特定入院料等の

算定につきましては、毎年、必要に応じて算定強化をしておりまして、

平成30年度におきましては、医師事務作業補助体制加算１や診療録管

理体制加算１のレベルアップなどを図ったところです。 

 また、救急医療管理加算の算定強化の実施などに努めてきていると

ころですが、あわせて、夜間100対１急性期看護補助体制加算の導入に

ついて、今年度も引き続き検討を進めているという状況でございます。 

 続いて、ジェネリック医薬品への移行についてでございますが、平

成30年度は13薬品を先発品から後発品に移行したところでございます。 

 省エネ・節電につきましては、平成28年度からＬＥＤ化やヒートポ

ンプの更新などを随時行ってきております。 

 また、医療機器と施設等の改修整備等でございますが、老朽化や耐

用年数とメーカーの保守期間等を勘案しまして、計画的にそれぞれ進

めてきているところでございます。 

 以上が事柄の部分ですが、７ページからは数値目標の部分を整理し

ております。 

 １番と２番が紹介率、逆紹介率でございますが、これは全て目標を

クリアしております。３の退院調整加算算定割合でございますが、平

成28年５月に加算が廃止になりましたので、この項目は評価なしとな

ります。４のクリニカルパスのバリアンス分析数については、目標を

クリアしております。５の救急自動車搬入患者数につきましても、目

標をクリアしております。７の患者満足度では、入院と外来の両方が

三角ということで、目標のおおむね９割程度の達成となっております

が、低かった項目としては、全体的に職員からの説明不足や質問への

対応などの低調さが見られるところでございます。８の手術件数につ

いてでございますが、目標に比べて約４％ほど届かなかった状況でご

ざいます。９の緩和ケア内科延べ入院患者数につきましては、目標を
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クリアしてございます。 

 ８ページですが、10のリハビリテーション実施単位数につきまして

は、達成しなかったため、バツになっております。毎年、職員数の増

員は図っているところですが、患者数の伸び等に対してまだ人員が不

足している状況でございます。11の臨床研修医受け入れ数につきまし

ては、目標をクリアしています。12の医療事務作業補助者と13の看護

補助者（事務）につきましては、目標をクリアしているのですが、看

護補助者（夜間）につきましては、目標をクリアしていません。現在、

業務の整理や、夜間帯通しだけではなくて、準夜帯のみなど働き方の

流動性なども考慮して検討しており、今年度中には何とか配置したい

と考えているところでございます。15の新入院患者数でございますが、

こちらも2.4％ほど目標に到達できていない状況でございます。16の平

均在院日数につきましては、目標を達成してございます。17の病床利

用率につきましては、目標には若干至っていないのですが、こちらは、

平均在院日数が短くなった影響がございます。今ご説明した平均在院

日数ですが、11.3日から10.7日とわずか0.6日ですが、率で言うと５％

を超える値になりまして、その分、多くの新入院患者を受け入れない

と、病床利用率が現状維持できない状況になりますので、その影響で

稼働率が目標を下回ってしまったということでございます。18のジェ

ネリック医薬品使用率につきましては、目標をクリアし、90％を超え

ている実績を示してございます。 

 以上が新ステージアッププランの進捗状況のご説明でございます。 

 続きまして、９ページになりますが、令和元年度の予算の概要につ

いてご説明したいと思います。 

 資料は２枚になりまして、実は、11ページと12ページに詳しい表を

入れているのですが、それを概略的にまとめたものが９ページ、10ペ

ージにございますので、こちらをメインにご説明させていただきたい

と思います。 

 まず、患者数の推移についてでございますが、棒グラフ、折れ線グ

ラフでごらんのとおり、新入院患者も伸びておりまして、延べ入院患

者もそれにあわせて伸びてきております。令和元年度につきましては、
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対前年で2.4％増の約21万人の延べ入院患者数を予定しているところで

す。外来患者数につきましては、症状の安定している患者の逆紹介を

進めてきており、グラフにありますように減少してきておりまして、

令和元年度につきましては約30万人の患者を想定しているところでご

ざいます。 

 この患者数に基づきまして、経常収支でございますけれども、診療

収益につきましては、入院患者の増などにより、前年に比べて約10億

円増の206億8,000万円を予定しております。一般会計繰入金、その他

の収益を合わせた経常収入の合計は、対前年で約７億円増の237億3,000

万円となります。 

 支出でございますけれども、人件費が収益の約半分程度ございます

のと、材料費が２億円ほど伸びております。これは、診療収益が伸び

ると薬品や材料費も伸びますので、そちらで伸びております。経常支

出合計は239億円となりまして、収支差し引きでは、昨年度の予算に比

べて６億円改善しているのですが、まだ赤字ということで、１億7,000

万円の赤字の予算となってございます。 

 10ページになりますが、資本的収支です。 

 こちらは、建物や医療機器の整備の状況をまとめたものでございま

して、資本的支出の建設改良費のところに主なメニューを記載してお

ります。病院整備費、それから、医療機器の購入費でございますが、

それぞれ計画的に購入を予定しております。 

 最後に、（４）の資金状況でございますが、グラフからごらんいた

だけるように、平成26年から10億円を超える額の資金が減ってきてお

り、平成29年に一般会計から27億円の借り入れをし、30年の見込みで

は２億円ほどの資金残となります。令和元年は、赤字の予算の関係で

１億円の資金不足を予定しているところでございます。 

 予算の説明については以上でございます。 

○今部会長 ありがとうございました。 

 では、新ステージアッププランの進捗状況と予算に分けて、ご質問、

ご意見等を伺いたいと思います。皆様も質問に大変ご熱心ですので、

１回のご発言につき３点くらいということで、何回かに分けて、皆さ
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んの発言の機会を均等にしたいと思います。よろしくお願いします。 

 まず、新ステージアッププランをざっと見ますと、人員確保がちょ

っと難しくて達成できていないというところが散見されるのですが、

１点だけお伺いしたいと思います。 

 ５ページの（３）働きやすい職場づくりの中に「イ 勤務体制の見

直し」と書いてありまして、２交代制というのは、その上の処遇等の

研究のところにも書いてありますが、勤務体制の見直しで働きやすい

環境づくりをするためには、３交代から２交代にするのがいいという

前提があって、ここに出てくるのでしょうか。 

○宇都宮経営管理部長 変則２交代制とはどのようなものかというと、

当院の場合は、昼間帯13時間で夜勤帯13時間という形での２交代制を

試行しております。今の働き方としては、日勤と準夜帯と夜勤の３交

代になりますけれども、夜勤自体の数が多いということで、２交代に

することによるメリットは、続けて夜勤帯を行くので、明けや公休日

が連続してとれるということで、特に、若い看護師などは、まとめて

勤務することにより休みの時間が長くなることで、ワーク・ライフ・

バランスといいますか、家庭での対応ができるということで、それを

望む声もございます。 

 ただ、昼の勤務が13時間と長くなって、高度急性期の病院なもので

すから、非常に大変だという声も一方では聞かれるところでございま

す。ですから、看護師等へのアンケートや師長会議等で意見交換を実

施しと書いているのは、いろいろな意見があるものですから、今後は

そういうところも見極めながら検討していきたいということでござい

ます。 

○今部会長 それで、慎重に検討という文言が入ったということです

ね。ありがとうございます。  

 それでは、まず、新ステージアッププランについてはいかがでしょ

うか。  

○水澤委員 市民委員の水澤です。 

 今回、新ステージアッププランの進捗のお話がありましたけれども、

どちらかというと結果のお話だけで、その結果を受けてどう対策をと
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るのかという話がほとんどなかったような気がいたします。 

 それから、せっかく中期経営計画もつくったわけですから、そこと

の兼ね合いで考えないと、結果だけを聞いても余り意味がないと私は

思いました。新ステージアッププランと中期経営計画を比較しながら、

対策としてどういうことを考えているかをお聞きしたいと思いました。 

 例えば、７ページの６番と７番の患者満足度については、入院と外

来の患者満足度ですが、特に、外来患者の満足度については平成30年

度が80.7％で、先ほどの説明では90％が基準だというお話からすると、

率が相当低い結果になっております。これを上げるための対策につい

てどのようにお考えでしょうか。 

 それから、８番の手術件数が平成30年度は6,905件でしたけれども、

中期経営計画の2024年度は7,600件になっています。６年後に、約1,000

件ほどふえるような目標になっておりますが、それをふやすために、

今はどのようなことをお考えなのか、教えてほしいと思います。 

 それから、10番のリハビリテーション実施単位数ですが、平成30年

度では11万7,081となっていました。中期経営計画の2024年度では、11

万7,200とほとんど変わらないのですが、なぜなのか、理由がよくわか

りませんでした。 

 そのほか、14番の夜間の看護補助についてですが、先ほどの説明で

は今年度中には達成するようなお話でしたけれども、目標が21名に対

して、実績は３名です。さらに、中期経営計画の2024年度では25名に

なっており、実績との乖離が相当あります。今、患者にどんな影響が

あるのか、どんな対策でこの差を埋めることができるのか、教えてほ

しいと思いました。 

○今部会長 それでは、新ステージアッププランの結果に対してＰＤ

ＣＡをどういうふうに回していくのかというお話と満足度の上昇の具

体的プラン、オペの件数のアップ、リハの単位数、夜間の看護補助員

への影響ということで、４点強になりますけれども、よろしくお願い

します。  

○宇都宮経営管理部長 本当に申しわけありません。本来であれば、

今回、新しいプランの進捗管理をどのようにしていくのかについても
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ご説明すべきだったと思うのですが、間に合わなく、ご説明できてい

ないことをおわび申し上げます。次回に向けては、前回ご説明しまし

た中期経営計画の進捗をどのようにしていくのかということをご説明

させていただきたいと思います。  

 今、４点ほど個別にご質問がございました。  

 まず、一つ目の外来患者の満足度の部分でどのようなことを考えて

いるのかということですが、外来で一番大きいのは、やはり待ち時間

だと考えております。職員等への質問時の対応等、いろいろございま

すが、やはり、待ち時間が長いというのはいろいろなところでふぐあ

いが出るだろうということで、そのためには、外来患者の逆紹介、地

域の医療機関で診ていただける方々については地域の医療機関に紹介

をしてお願いするという取り組みをこれまでも進めてきたのですが、

新しくつくった中期経営計画の中でもそれを進めることにしておりま

す。それをすることによって、外来の医療環境を改善していきたいと

考えているところです。  

 ２点目は、手術件数をふやすためにはどのようなことが必要かとい

うご質問だったと思います。  

 前回、新しいプランを説明するときにもお話ししたように、手術室

の稼働列をふやすためには、人的体制を増加しなければなりません。

麻酔科医、それから、手術に従事する看護師をふやしていかなければ

ならないのですが、そこに向けて、今、人員の確保について努めてい

るところです。  

 ただ、急に養成することもなかなかかなわない分野でございまして、

引き続き対応していきたいと考えておりますので、６年後に向けて対

応していきたいと思っているところです。  

 それから、リハビリの部分で、今年度の実績と新プランでの目標数

値がほぼ変わらないのではないかというご質問ですが、順次拡大して

いこうということで、スタートについてはほぼ発射台は同じだと思う

のですが、そこからふやしていきたいと考えております。リハビリテ

ーションは、患者の回復に向けては非常に重要なところだと思います

ので、今後とも力を入れていきたいと考えております。  
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 また、夜間看護補助員につきまして、これまで頑張ってきてもでき

ておらず、今年度はそれをどのように達成しようと考えているのかと

いうご質問でございます。  

 実は、中期経営計画を策定し、それを達成するため、民間のコンサ

ルティング会社を入れて、委託料の見直し、ほかの加算の部分なども

算定強化できないかを検討している中で、夜間看護補助員の取得に向

けて、市立病院としても夜間帯をずっと通しで働く形での人員を募集

していたのですが、それを常勤としてずっと働いていくという方が３

人までしか見つからなかった状況でございます。  

 コンサルティング会社ともお話をする中で、準夜帯を設けてそこで

厚くして人員を確保するとか、仕事の内容を工夫するとか、病院の業

務も分析していただいて見直す中で、獲得に向けて進めているところ

で、今年度中には達成したい、獲得したいと考えているところでござ

います。  

 以上です。  

○今部会長 ちょっと気になったのですけれども、手術件数の増加と

いうのは人員体制を強化することによって達成できるというお話でし

た。ということは、新規入院の救急車の搬送件数も500件くらいふえて

いるし、症例としてはいっぱいあるけれども、人的に難しいので、手

術件数が増加していないという話でしょうか。  

○宇都宮経営管理部長 今、手術室はほぼ満度で稼働している状況で

す。11部屋あるうちの８部屋で稼働しており、もう一部屋ふやすとな

ると人員体制が必要になります。当然、手術をするためには、救急車

の搬入や紹介患者もふやしていかなければならないのですが、そちら

にも引き続き力を入れて、あわせて、手術の対応も強化していきたい

ということでございます。 

○今部会長 ほとんど、フル稼働しているということですね。  

 ありがとうございます。  

 水澤委員、よろしいですか。  

○水澤委員 21名が３名ということですが、患者への影響はないのか

どうかの説明がなかったのですが、どうでしょうか。人員が少ないこ
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とでの影響はないのでしょうか。 

○宇都宮経営管理部長 夜間看護補助員が不足していての影響ですけ

れども、夜間帯や準夜帯は看護師が主に仕事をしています。補助員に

はそのうち、患者に直接かかわらないで補助できる部分をお願いして

います。いろいろなところで議論されている働き方改革ということで、

看護師には、本来的に看護師の免許をもって仕事をする部分を重点に

働いていただいて、そうではないところは補助員にお願いするという

ことです。ですから補助員が入っていない部分は看護師が仕事をして

いますので、患者のほうに影響が出るということはございません。 

○今部会長 今は、看護師の自助努力でとりあえずはバランスがとれ

ているということでございます。  

 続きまして、ご質問はございませんか。  

○市川委員 市民委員の市川でございます。 

 私から、付随した質問もございますが、まず１点お聞きしたい点は、

５ページの職員満足度調査の実施に関することと、先ほど話題になり

ました７ページの患者満足度は、やっぱり因果関係があるのではない

かと思っているわけです。市立病院の立場から言って、医師をトップ

に専門家集団が命を守るという大変な業務を日々やられているわけで、

そのような中で職場環境を整えるのは非常に難しい一面があると思う

のです。 

 ただ、基本的に言えることは、職員が明るく活力ある職場の中で仕

事に生きがいを持ってやるということは、イコール、仕事に対する満

足感が生まれ、そして、人に対する優しさ、親切心が生まれるものと

考えます。 

 したがって、職員満足度を上げるということは、イコール、患者満

足度にも大きく影響を及ぼすものだと考えています。 

 その観点からの質問になるのですが、一つは、この中で職場推薦度

は2.54と表示されております。これは、全国平均の2.89より低く、職

場環境等に関する改善を求めるアンケート内容が多々あったというふ

うに記載されております。そこで、職場推薦度とはどういうものか、

そして、この数字が意味するものは何か、概略で結構ですので、教え
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ていただきたいと思います。 

 それから、これを見ますと、アンケートの調査結果、回答率が57％

と非常に低いわけです。一般の方を対象とした場合は任意で行うもの

ですから、このぐらいの数字を確保するというと非常に高い数字です

けれども、職場で行う場合は、職場改善、環境の改善という目的でご

ざいますので、その趣旨を職員の皆様によく説明されて、できる限り

協力をしていただくということです。強制はできませんけれども、業

務の一環なので、回答率をもう少し上げる努力をすることによって、

職員満足度の実態がさらに明らかになっていくのではないかと思いま

す。回答率をできる限り上げる努力が必要ではないかと思っています。 

 あとは、前回もお話ししたと思いますが、大変難しい話ではありま

すが、明るく活力ある職場づくりについてです。 

 これは、決して市立病院が悪いと言っているわけではありません。

あくまでも、この数字の中で見ますと、患者満足度も決して低い数字

ではないと思います。ただ、残念ですが、前年度から比べていずれも

３ポイントほど下がっているところに着眼する必要があろうと思いま

す。 

 職員の満足度は、全国平均と比べてだろうと思いますけれども、そ

の数値から言うと若干低いということでありますので、大変僭越です

けれども、管理者の皆様が先頭になって、明るく活力ある職場づくり

に努めていただければ幸いだと思っております。 

 以上でございます。 

○今部会長 ありがとうございます。  

 ご質問とご要望ですが、ご回答はいただけますか。  

○宇都宮経営管理部長 ありがとうございます。 

 患者満足度を上げるためには、まずは職員の満足度を高くして、活

力ある、明るい職場づくりをしたほうがいいというお話は、まさにそ

のとおりかと考えております。そういう意味も込めて、ことしも継続

的に職員や患者の満足度調査を実施してきているところです。 

 また、医療の現場に携わっているものですから、非常にストレスの

高い職場であることも確かで、忙しいことを言いわけにしてはだめだ
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とは思うのですけれども、そういうこともあって回答率が57％と低い

のだろうとは思うのですが、そこの改善に向けてもまさにいい職場環

境をつくっていかなければならないと考えているところです。 

○仁木医療品質総合管理部長 医療品質総合管理部長の仁木でござい

ます。 

 少し補足させていただきます。 

 職員満足度調査につきましては、平成28年度より始めておりますけ

れども、医師、歯科医師は対象外としておりました。しかし、昨年度

から、医師、歯科医師に関しましてもぜひ回答いただきたいというこ

とで対象に含めておりまして、先生方の回答が20％台と非常に低うご

ざいました。そのほかに関しましては、100％、80％という回答率を得

ておりますので、今年度も行っておりますけれども、今後、先生方へ

の協力にもう少し力を入れてやっていきたいと思っております。 

 総合評価の職場推薦度につきましては、職員が当院で働きたいとい

うことをほかの医療者たちに勧めたいかという設問でございます。こ

れに関しては、日々の疲弊感や大変な思いがあって低かったのかもし

れませんけれども、やりがいとしましては、当院で専門職として働く

ということの回答は高かったという結果になっております。先ほど宇

都宮部長も説明しておりましたけれども、みんな、すごく一生懸命や

ろうとしていますけれども、業務の繁忙度などで正直な回答になった

のではないかと思っております。 

 それを受けまして、少しでも働きやすい環境づくりということで、

ここにも提示させていただいておりますけれども、相談窓口とか、こ

んなことをやったらいいのではないかという提案をする仕組みをつく

りまして、数件ではありますけれども、毎年行って、少しずつ改善し

ていっておりますので、それが職員の満足に、そして、患者の満足に

つながっていくと思っております。 

○今部会長 市川委員、いかがですか。  

○市川委員 よくわかりました。大変努力されているということで、

感謝いたします。  

 何せ、医師は医療現場のトップなので、先生方に理解してもらって
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協力をいただけるようにされたらいいと思います。  

 ただ、医師を入れたということは非常にいいことですし、大変な努

力だったと思います。今後とも、お医者さんについてはその率をでき

る限り上げていただいて、お医者さんも大変忙しいとは思いますけれ

ども、ひとつよろしくお願いいたします。  

○今部会長 今年度以降は、医師を除いた働き方改革の影響も出てく

るかと思いますので、次年度以降のアンケートにまた期待したいと思

います。  

 続きまして、どなたかございますか。  

○金子委員 柏葉脳神経外科病院の金子と申します。よろしくお願い

します。 

 今までの話とダブるところがあるのですが、例えば、８ページのリ

ハビリテーションの問題については、急性期のリハビリを開始されて

土曜日もやったというのは、非常にすばらしい発案でいいことだと思

うのですけれども、８ページの一番上段を見ますと、各療法士の１日

当たりの実施単位数が19単位なのです。これは、療法士が１日８時間

以内でできる具体的な単位数ぎりぎりか、かなりオーバーしていると

思うのです。 

 そうすると、先ほど今部会長がおっしゃったように、人手が足りな

いということが基本的な原因ではないかと思うのです。リハビリで早

期リハビリテーションというのは、いろいろな科で絶対に必要な治療

ですし、事、これに関しては、リハビリテーションのスタッフをもっ

とふやして、その目標が達成できるように何とか工夫してもらえれば、

患者の治療にとっては非常に効果的であろうと思うのです。 

 ただ、余りふえていないということですから、その辺の手だてをこ

れからどう考えるのか、お伺いしたいと思います。 

 もう１点は、５ページの局独自の職員を配置するということも医療

職として非常にいい発案だと思います。独自の職員というのは、医療

事務に非常に明るい人を育てるためなのか、あるいは、病院そのもの

の経営戦略ということも含めた意味で局独自の職員を常駐させるとい

う意味なのか、それから、いろいろと難しい問題があるのだろうと思



 - 17 - 

うのですけれども、市の職員の一人として病院に来られているのです

から、その方がプロパーになったときに、市の職員としてほかの部署

にローテーションする可能性のある人なのか、あるいは、もっと長期

的な展望を持って、病院のために働く人を養成するという意向なのか、

お伺いしたいと思います。 

 もう１点は、病床利用率が77％ということですが、これは一般の病

院に比べたら圧倒的に少ないと思うのです。先ほどのご説明では、在

院日数が４％減ったということですけれども、在院日数はどんどん短

くなっていく可能性がありますし、どうやって患者を引き寄せるかと

いうことによってしか病床稼働率は上がらないと思うのです。８割以

下の病床稼働率というのは、前のデータでもあったように、市立病院

としては低いと思うのです。その点については、一概にこれだという

解決策はないのだろうと思うのですが、その辺をもうちょっと強く意

識してもらいたいと思います。 

 それから、先ほどの手術件数をふやすということと同じですが、現

在、手術件数がふえる可能性があるというのは、手術予定者があふれ

ていて、手術の待ち時間が長く、手術室が全て稼働しているというこ

とですから、手術予定患者がたくさんあふれていて、手術室の人的な

問題、構造的な問題でこれ以上ふやせないのか、あるいは、手術予定

患者がほぼ通常の予定患者として遂行できていてもこの程度なのかと

いうのとは大きな違いがあると思います。それによって、これからの

対策は全く違うと思うので、その点を教えていただければと思います。 

○今部会長 ３点ありました。リハビリ職を代表とした人員不足、局

独自の職員の育成の意義、病床利用率が低いことと人員の体制につい

て、よろしくお願いいたします。 

○宇都宮経営管理部長 まず、リハビリテーションの部分ですが、人

員については、毎年大体１人ぐらいはふやしているのですけれども、

増員が追いついていないというか、まだ足りないところで、引き続き、

獲得に向けて努力していきたいと思っているところです。 

 局独自職員についてでございますが、市立病院の場合、事務職と機

械、電気などの技術職員といった医療部門以外の職員が約60人ぐらい
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おります。この職員は、市長部局、一般会計の部局と人事交流をする

職員で、平均すると大体４年から５年で異動いたします。そうではな

くて、ここで言っている独自採用職員というのは、診療情報管理士の

資格を持っていて、民間での経験のある職員を病院局、市立病院とし

て採用し、異動は、原則、市立病院の中を考えておりまして、長期的

に病院として人材を育成していこうというものです。 

 その使い方も、例えば、ＤＰＣのコーディングの部分とか、施設基

準や加算の部分などのところで戦略的に増収を図っていくにはどうし

たらいいかとか、制度管理の部分で今は４人がフル稼働しているので

すが、それでもまだ少し足りないと思っているところで、そこの増員

を図っていきたいと考えているところでございます。 

 続いて、病床稼働率について、77％はちょっと低いぞというご指摘

がございました。 

 実は、説明は割愛させていただいたのですが、資料３の11ページの

業務量のところを見ていただきたいと思います。今、進捗状況でご説

明した稼働率の話ですけれども、ここで言うと、資料の11ページの上

から２行目に病床利用率がございます。そこの平成30年度決算見込Ｃ

の欄に75.3（80.0）％とございます。決算見込みの75.3％と80.0％の

違いというのは、８階東病棟で44床を休床していまして、その部分を

入れると80％という数字の決算見込みでございます。そこでちょっと

違うので、先ほどの実際の決算の数字との差が出てきております。 

 それに加えて、残りの分でその１行上をごらんいただきたいのです

が、病床数の対予算の欄の予算対比（Ａ－Ｂ）の欄に▲75とございま

す。昨年度から令和元年度に向けて75床を整理して、廃止して、全体

で672床にしております。８階東病棟のほかに、多床室など使い勝手の

悪い病床を休床している部分が各病棟にあって、それも母数に入れて

稼働率を出しているので、見かけ上は低く見えていたところがござい

ます。そこを整理した結果、令和元年度の予算としての病床利用率は、

今、85％を見込んでいるところです。この85％の中にも稼働率の低い

感染や精神や救急も入っていまして、一般病棟588床で見ると、89.8％

と約90％の稼働を見込んでいます。それでもまだかと思っているので
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すが、そこで頑張っていきたいと考えているところでございます。 

 最後に、手術室の部分で実際にあふれているのかどうかということ

ですが、各診療科は、２カ月ぐらいの待ちというのは、入院をするの

に仕事を休むとか、いろいろな関係で、予定を入れると１カ月先や２

カ月先になることがあって、その範囲内の待ちの部分と、非常に長く

なっているのは、腎移植の分野では半年を超える待ちが出ていて、そ

れは確実に待っている状態だと思うのですが、そういう状況の手術の

予定数ということです。 

 ですから、稼働もできるだけ上げて、待っている方が多い部分につ

いてはそこをクリアしていきたいと思っているところです。 

○金子委員 よくわかりました。確かに、感染症病棟などどうしても

入らない場所がありますから、それを合わせての病床利用率というこ

とで、一般病床に関しては90％近く行っているということであれば、

非常に立派な成績だと思っています。 

 それから、先ほど言いましたように、リハビリの問題です。やっぱ

り、療法士がほとんど20単位以上をされていますから、これ以上とす

ると、それこそ働き方改革にひっかかると思うのです。急性期のリハ

ビリというのは本当に大切ですから、そこは何とか人員をふやすこと

を考えていただいて、急性期リハビリの点数をふやしてもらえればと

思っています。 

 また、局独自のというのは診療情報管理士という意味ですね。わか

りました。 

 どうもありがとうございます。 

○今部会長 オペ室もまだ二つあいているということですし、手術ま

での待ち時間の短縮は、当然、患者満足度の貢献につながってくるわ

けで、人員ということはこれからの課題だと思いますので、ぜひご検

討をよろしくお願いします。 

 そのほかにございませんか。 

○河原委員 ５ページのウの職員満足度調査の実施のところに第三者

によるとありますが、どのような方々がメンバーで、何名ぐらいで行

っているのでしょうか。この３年の中で、年々、少しずつでも改善さ
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れた、よい環境になったという声は上がっているのでしょうか。難し

い課題ではあると思いますが、今後も職員の満足度イコール魅力ある

職場をさらに目指していただきたいと思っています。 

○今部会長 第三者についてです。 

○仁木医療品質総合管理部長 医療品質総合管理部長の仁木でござい

ます。 

 具体的な事例としましては、プライバシーのこともありますので、

少し大ざっぱになるかもしれませんけれども、昨年度の実績では、あ

る職種の方から、仕事としての疑問とか、もっと効率よく仕事ができ

るのではないかということで、いろいろな思いがありました。それに

つきまして、上司に現状についてこのような意見があるということで

話し合いの場を設け、業務手順や働き方、シフトの変更などに関する

会議をさせていただいております。 

 ほかには、検査の方法でふだん疑問に思っていること、これをどの

ようにして解決していけばいいのかという相談がありまして、関係す

る方々に集まっていただき、院内に周知したという事例もございます。 

○今部会長 第三者というのは、院内の方ですか、院外の方ですか。 

○仁木医療品質総合管理部長 今の事例に関しましては、院内です。

当部が中心となってやっております。院外に関しましては、北海道医

療勤務環境改善支援センターの支援を受けて、今も継続して介入して

いるケースがあります。 

○今部会長 荒木委員、どうぞ。 

○荒木委員 看護協会の荒木です。 

 ８ページの12と13のところで、医師事務作業補助者と事務関係の看

護補助者が目標を達成したというお話があったのですが、目標数は必

要な人員数だと思うのです。今はそれを超えていらっしゃるというこ

とは、そこに無駄は生じていないのかと疑問に思っています。足りな

いところがいっぱいあるのに、ここだけ無駄になっていないかという

ことで、多い方たちにはどんな仕事をしていただいているのか、お聞

きしたいと思います。 

○今部会長 非常に厳しいご質問でございますが、いかがでしょうか。 



 - 21 - 

○宇都宮経営管理部長 ありがとうございます。 

 医師事務作業補助者につきましては、当初に想定していた診療科で

必要だということで入れており、それを見て、こちらでも必要だとい

う要望がふえ、補助する内容もふえたりして、対応する業務がふえた

ことに伴って補助者をふやしているという例でございます。 

 過剰にふえているということではなくて、進めていく中で、補助者

が入るとこういう部分で活用しやすいということで広がりを見せてお

り、必要な部分として採用しているものでございます。 

○荒木委員 ありがとうございました。 

 導入したことで、効果的に動いて、そして、必要性をわかってもら

えるというのも働き方改革につながっていく例だと思うので、大変結

構なことだと思います。 

○今部会長 衝撃的な質問でありましたが、逆の味方というのは、非

常に新鮮に感じました。ありがとうございます。 

 さて、ここで一旦切りまして、最後に時間がありましたらまた戻る

ことにして、予算のほうに行かせていただきます。 

 予算に関しまして、何かご質問、ご意見等はございますか。 

○早坂委員 早坂です。 

 １点だけお聞きしたいのですが、診療収益について、差し引き増減

9.8億円のプラスという数字が出ています。その理由として、９ページ

の（２）経常収支の最初のところにありますように、患者の増、新規

取得の加算により入院収益の増加と書いているのですが、新規取得の

加算についての内容を具体的に知りたいと思っております。 

 先ほどの医師事務作業補助体制加算とも関連するかと思うのですが、

当初は四十何人のところが50人となってきていますので、もしかする

と、ランク的にはアップされて点数的には少しよくなっているのかな

とか、見方がいろいろあろうかと思います。 

 もちろん、患者増というのは絶対に譲れないところだと思うのです

が、大きな加算がこれから見込まれるのか、あるいは、新年度の４月、

５月、６月、７月という中で何か新しいものが既にとられてきている

のか、それについて年間の収益がある程度見込まれるのか、そういっ
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たものを具体的に知りたいと思いました。よろしくお願いします。 

○今部会長 よろしくお願いします。 

○宇都宮経営管理部長 平成30年度の予算については、診療報酬改定

のあった年でございます。当院が特定病院群、旧Ⅱ群に認定された年

であるのですが、実は、予算策定のときにはそれを見込んでいなかっ

たので、それベースでつくった予算でございます。ですから、Ⅲ群か

ら旧Ⅱ群への移行に伴って１億5,000万円ほどの増収がございました。 

 それに加えて、救急医療管理加算の算定を強化していることも先ほ

どの説明の中でお話ししましたし、入退院支援の部分も、病棟も協力

しながら強化しているとか、加算の強化もあるのですが、実は、令和

元年度予算として新たに増している部分で一番大きいのは、夜間100

対１急性期看護補助の部分で、必要人数に至っていなくて取れていな

い加算があるのです。そちらは、経費もふえるのですけれども、加算

のほうがふえまして、約１億円ぐらいの増収がございますので、そう

いう加算の分を取ったのと、患者の増の部分は、やはり稼働率が上が

っています。大きくと言うと、その二つになります。 

○今部会長 取れるものを取っていくという話ですね。 

○早坂委員 10億円ぐらいのプラスをというふうになると、これで１

億円、これで１億円、これで１億円というものがおよそ10個ないとな

かなか難しいのかなと思います。これは、人を確保するということと、

その確保によって得られる診療点数のところとのバランスを非常にう

まくとっていかなければいけないと思います。 

 もちろん、人を確保すれば人件費も上がるし、経費がふえるからと

いって、そこで二の足を踏んでは診療収益もなかなか上がらないし、

非常に難しいバランスをとらなければいけないと思うのですけれども、

高度急性期病院を担う市立病院としては、先ほど来出ている手術につ

いても循環器系のかなり点数の高い手術をやっていかなければいけな

いと思います。 

 そういったことからすると、一番最初の新ステージアッププランの

ところで出てくる市内のいろいろな医療機関との連携や紹介の増など、

全てにかかわってくる問題がここに出てくるのではないかと思います。
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ですから、取れるものはとっていく、サービスを向上させていく、そ

して、患者満足度、もちろん職員満足度も上げていく、このバランス

を上手にとっていって、既に新しい計画がスタートしていると思いま

すので、また１年ずつ、どういうふうな改善があったのか、問題点が

どうなったのか、私たちもしっかりと見ていきたいと思っております。 

○今部会長 当然、消費税増も含んだ予算ということですね。 

 そのほか、予算に関しましてはいかがでしょうか。 

○菅原委員 菅原です。 

 今のことに関係するのですが、９ページの経常収支についてです。

去年よりは改善しているのですが、それでも１億7,000万円のマイナス、

赤字という形になりました。少なくともプラス・マイナス・ゼロとい

うところまで持っていくとすれば、単純に見て、今も出ていました診

療収益をどう上げていくかということになると思います。一遍にはい

かないまでも、では、目指すべきところはどうなのか、例えば、患者

数はどこまで持っていけばいいのか、そうなった場合には人件費など

も出てくるかもしれませんが、それがあって、では、どうしようか、

それが先ほどの患者満足度とかいろいろなところに反映してくると思

うのです。 

 単純に考えた場合、入院患者がふえてきていますが、そうであれば、

１億7,000万円をふやすに当たってはどこまで患者数を持っていくのか、

そういった試算はお持ちでしょうか。 

○宇都宮経営管理部長 今回は、ことしからスタートする中期経営計

画の説明をしていないので、その部分が不足していて本当に申しわけ

ないと思っております。収支が赤字の部分を黒字に持っていくための

計画をまさに中期経営計画としてつくったところです。 

 計画でも、初年度は赤なのですが、実は、令和２年度から黒字化す

る計画になっていまして、増収の主な部分は、やはり、患者数の増で

ございます。地域からの紹介患者をふやしていくことと、救急車での

受け入れ患者数をふやしていくということが大きな二つのメインにな

っています。それぞれの伸びについてですが、紹介患者については、

過去の伸びでは１年当たり300人から400人ぐらいがここ数年で伸びて
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いるのですけれども、それをトレンドとして、今後も引き続き、その

ぐらいのペースで紹介患者をふやしていきたいと考えております。 

 また、救急の受け入れについても、札幌圏では、中等症の搬送件数

がここ数年で４％ずつふえております。重症については横ばいですけ

れども、中等症の部分がふえていくので、そこをちゃんと受け入れて

いきましょうということで、今の受け入れから４％ほど伸ばしていて、

それに連動して入院患者数も受け入れをふやしていて、毎年、病床の

稼働率で言うと年１％ほどずつ伸びていく想定をしています。 

 今年度の予算では、一般病棟から精神、感染症を含めて病床稼働率

85％を発射台にしているのですが、大体１％ずつふやしていき、６年

後には90％を目指しての計画を策定いたしました。それに向けて、こ

れから着実に頑張っていきたいと思っているところでございます。 

○菅原委員 わかりました。 

 ただ、先ほど金子委員もお話しされていましたけれども、利用率と

いうのはそれなりに高いのですね。 

○金子委員 例えば、これ全体で七十何％です。感染症が入っている

ということですが、感染症はほぼゼロに近いです。ですから、書いて

いただくときには分けていただければありがたいのです。感染症病棟

を抜きにしてどうかというような問題がないと、それで90％近いです

から、それは、かなり頑張っているということではないでしょうか。 

○菅原委員 そうですね。だから、頑張っていても、結果的にはまだ

赤字なのです。上がっていって、利用率もさらに上がっていくと、ほ

かの病院からすると結構頑張っているわけですけれども、なぜ赤字な

のかなと。そこら辺が疑問なのです。 

 それから、トレンドというのは考えるときには確かに必要ですけれ

ども、トレンドといっても、何かの要因があって上がっているのです

し、トレンドもいつ変わるか、わからないのです。そのためには、や

はり、何をしていったら上がっているのか、何をしたから上がったの

か、そうだとしたら、これから何をすべきなのかというところも出て

くるというふうに思うので、今後やるときにはそこら辺も分析の上、

手を打たれていくということも必要かなと思います。 
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 ですから、上ってきていることはいいことですし、今までご努力さ

れた結果だろうと思いますが、何をやったから上がってきたのかとい

うところも踏まえて、今後は何をすべきかというところもぜひご検討

いただいて、進められて、それが先ほどからご質問のあったところに

全て連動していくのではないかと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○宇都宮経営管理部長 紹介患者を大体400人ずつふやしていくために

計画の中で主にうたっているものとして、例えば、返書の徹底です。

これまでも院内で徹底していて、地域と医療機関との信頼関係を築い

ていこうという部分ですけれども、それでも不足している部分がある

ということで、システム的に電子カルテのここをこういうふうに使っ

たら全部やれるとか、院内でそういう検討もして徹底していきたいと

か、外来の患者の逆紹介をしていって、安定している患者を外にやる

ことによって、紹介を受けるときの枠があいて、より多く受けやすく

なりますので、そこの徹底をするとか、関連の医療機関と懇談会を開

いたり、アンケートも実施しております。なぜ、うちの医療機関を選

んでくれているのかとか、逆に、減ってきた場合はどうして減ってき

たのでしょうかとか、病院を個別に訪問しながら、院長を初め、各診

療科の先生方も同行して病院のほうに訪問して、そういうニーズを拾

い上げ、そこで出てきた声を改善につなげていきながら、ある意味、

これをやったからすぐに何人ふえるということではないのですが、そ

ういう活動を今後も地道にやって改善していきたいところでございま

す。 

 また、救急車の受け入れとその患者の増についてですが、実は、救

急病棟から一般病棟への転棟についての基準をつくったと先ほどもお

話ししましたけれども、転棟をスムーズにすることによって、ＩＣＵ

があき、そうしたら、また救急車の受け入れもできるという好循環を

するため、ベッドコントロールの強化を今年度の４月からスタッフを

置いて行っているところです。そういうことをしながら受け入れ体制

を強化して、救急での受け入れをふやしていきたいとか、ある意味、

それぞれ地道に頑張っているということをご理解していただければと
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思います。 

○今部会長 救急の出動件数は、♯7119ができようが、何があろうが、

どんどん伸びて、去年は９万件を超えて、ことしはもう10万件を超え

るのは確実だという話になっております。今の札幌市の救急医療体制

は、ちょっと厳しくなってきており、市立病院に助けていただいてい

る現状がございまして、２次救急もどんどんふやしていただいて、大

変感謝しております。ありがとうございます。 

 そのほか、予算に関しましていかがでしょうか。 

○平本委員 予算だけではないかもしれませんが、いろいろなお話を

伺っていて、例えば、紹介率と逆紹介率の関係とか、救急搬送の患者

数と収支の関係など、いろいろな変数間の関係があるのですが、先ほ

どの新ステージアッププランの進捗状況で、７ページ、８ページに18

の数値目標が掲げられています。この18の数値目標の間にも、収支の

改善にとって影響が大きいものもあれば、目標達成としては非常にす

ばらしいけれども、ジェネリック医薬品の使用率は465万円の改善効果

があるということですが、逆に言うと、それしかないということです。 

 菅原委員がおっしゃったように、分析をした上で、何をどうすると

収支目標に到達するのかということが必要だと思うのです。その分析

の際に、数値目標を掲げている場合、数値目標間の因果関係というか、

より川上にあるようなものとより川下にあるようなものがどうかかわ

っているのか、それから、どの変数が収支に対して特に強い影響力を

持つのか、社会科学等々ではパス解析という手法でそういうことを見

ていくのですが、コンサルタントの支援も受けているということです

ので、全体的にシステマティックな分析をやっていただいて、最終的

な収支として、せいぜいとんとんまでは行きたいというのが市立病院

の立ち位置ではなかろうかと思います。そういった分析をしていただ

くことによって、収支差し引きマイナス1.7億円に対する改善案が出て

くるのではなかろうかと思います。 

 もしかしたら、中期経営計画のほうにそういうことが入っているの

かもしれないですし、一個一個のお話はいろいろあるけれども、トー

タルで見た場合にどうなるのかがなかなか見えづらいのです。特に、
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私のように病院経営の素人からすると、個々のお話はわかるけれども、

トータルで見たときのシステムとしての考え方、ないしは、管理会計

的な見方がどうなるのかというところがちょっと欠けているような印

象を持つので、そういった点をぜひ今後の分析等に反映させていただ

けると、よりよい予算も含めた収支の改善ということにつながってい

くのではなかろうかと思いまして、一言申し上げました。 

○宇都宮経営管理部長 ありがとうございます。 

 次回、中期経営計画の進捗管理をどのようにしていくのか、ご説明

させていただきたいと思います。そのときに、今ご指摘いただきまし

た点を踏まえて、全体的な構造がわかりやすくなるようなところもち

ょっと工夫したいと思います。 

 若干ですが、収支改善、特に、収入に関して大きいところは、うち

の病院の場合は地域医療支援病院ですが、入り口は、先ほど来出てい

る紹介患者と救急の受け入れの大きく二つです。ですから、そこをい

かに強くしていくかがポイントになろうと思います。それが収入改善

の一番の大きいところです。次回、その部分の説明なり見方なりをご

説明できればと思います。 

 また、コンサルティングを入れているのは主に経費の部分です。先

ほど、加算の部分でもという話をしましたが、加算もあるのですが、

大きいところでは、委託料とか、自分たちでも今まで仕様の見直しは

しているのですが、どうしても見えない部分があるので、そちらとか、

体制の部分とか、先ほどの加算も、実は、夜間看護体制という体制の

部分で業務の割り振りをどういうふうにしたらいいのかを見ていただ

いて、結果として収入にも当たりが来るということでございます。 

 そちらの部分で入れていて、収支構造全体をつくるときには、実は、

昨年度にこの計画をつくるときには別の会社に支援をいただいたので

すが、それを踏まえて中期経営計画をつくったところです。 

○今部会長 この予算のアップの見える化は大変だと思います。数値

目標間の因果関係は非常に難しいだろうと思います。できる限り、わ

かりやすく皆様にご提示いただければと思います。よろしくお願いし

ます。 
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 予算関係でほかになければ、戻りまして、全体を通してその他とい

うことでございませんか。 

○渡辺委員 渡辺です。 

 地域からの紹介患者をふやしていくこと、受け入れ体制を強めてい

くことを続けていくということですが、平成29年度にアンケートをと

られましたね。そのときは、「大体満足」と「やや満足」が85％ぐら

いだったと思いますが、「紹介をためらう」が30％ほどあったのです。

その分析はされましたでしょうか。 

 先ほどから伺っていますと、地域の病院との細やかな対応をされて

いるということですので、それにも結びついてくるのかなと思ってお

りますが、よろしくお願いします。 

○宇都宮経営管理部長 アンケートをやって、そこの部分の分析を直

接ということはないのですけれども、例えば、今まで50人の紹介患者

に来ていただいていた医療機関があって、次の年には10人とか20人に

下がってしまったところには、紹介しにくかったとか、環境の変化と

か、必ず何かがあるということで、そういう部分の分析はしておりま

す。 

 また、例えば、医療機関のほうから、機器を使いたいということで

申し込みをするときに申し込み用紙が使いにくいという声を聞けば、

そこを改善したり、アンケート用紙などに直接書いてあるとわかるの

ですが、そうでないとなかなかわからないものですから、そこは、紹

介患者の数字が実際に動いたところへ個別に確認して拾い上げている

ところです。 

○向井病院事業管理者 補足します。 

 以前は、ドクター・トゥー・ドクターの依頼を断る医師がいたので

す。そういう先生が以前にいたときに、紹介した先生でこの病院には

二度と紹介したくないと思われる方がいたのですけれども、前任の関

顧問も含めてドクター・トゥー・ドクターを断らないということを強

く言っておりまして、以前に断られた先生のところにも我々は直接出

向いて、最近は絶対に断りませんので、ぜひお願いしますということ

を改めてお話ししているところですので、多分、ためらわれている30％
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ぐらいの先生は、以前に紹介して断られた経験がおありの先生ではな

いかと思っておりますし、今後は減るのではないかと思っております。 

 最近では、市立病院は紹介しても全部とってくれて随分変わったね

というふうに言われていますので、そこは今後変わってくるのではな

いかというふうに期待しております。 

○今部会長 ドクター・トゥー・ドクターで隠れた盲点に待ち時間が

あるのです。例えば、５分とか10分待ってようやくドクターとつなが

るというときがあると、その時間はこっちの仕事がとまるのですが、

市立病院は各段に早くなっているのです。ぱっとすぐにつなげていた

だけるので、そういう面でも改善が見られているなと強く思っていま

す。 

○今部会長 そのほか、何でも結構です。 

○水澤委員 ちょっと苦情めいた話になります。 

私は、前回の１月25日の第３回病院部会の議事録も確認してきました

が、中期経営計画の案の審議でした。そのときに、私から、基本目標

ごとに指標が定められ、年度ごとに達成する数値を一覧表にしてほし

いという要望をしたのです。 

 それに対して、宇都宮経営管理部長から、各年度、この６年間ごと

にどのくらいを目標にして、今はどういうところかという進捗状況が

わかるようにお示ししていきたいという回答でした。 

 ですから、私としては、中期経営計画の中に数値目標の一覧表が入

るのだろうと思っておりましたが、そういうものはありませんでした。 

 この部会があって、パブリックコメントがあって、実際に中期経営

計画がつくられたわけですけれども、そのプロセスの中で、部会に対

して中期経営計画の最終案がこうなりますという説明、もしくは、パ

ブコメではこうでしたという説明もありませんでしたし、それに対し

て委員として意見表明をするチャンスもなかったです。私は、正直に

言って、言いたかったです。なぜそういう進め方になったのか、どう

してそうなのか、聞きたいです。それでいいかどうかという話がなぜ

なかったのでしょうか。 

 １月25日の病院部会での回答で事務局がやると言ったことについて
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は、きちんとやってほしいと思います。それをやるのが事務局の責務

であると思います。 

 部会長も、事務局の対応が回答のとおりでなかったとしたら、事務

局に注意をすると思っておりましたが、実際はそういうことがなかっ

たので、非常におどろきを感じました。市川委員も私と同じ質問をさ

れていたはずですが、回答どおりのことにならなかった理由を教えて

ください。 

○今部会長 ご助言をありがとうございます。 

 議事録をもう一度精読いたしまして、私からも事務局にきちんと指

導させていただきます。 

 今の時点で、事務局から何かございますか。 

○宇都宮経営管理部長 進捗状況の管理について年度ごとにわかりや

すく説明したいと前回お話しさせていただいた部分については、この

病院部会で進捗状況がどのようになっているのか、各年、数値を一覧

にしてわかりやすくご報告したいということでお話ししたつもりでお

りました。 

 計画書については、まさにそれをまとめた部分としてパブリックコ

メントも受けて、ほぼ内容の変更はなかったということで、改めてご

説明の場を設けなかったのは申しわけなかったと思います。 

 進捗管理につきましては、本当は今回ご説明できればよかったので

すけれども、間に合わなかったので、次回はそこの部分を一覧でまと

めてご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○今部会長 次回ということですが、よろしいですか。 

○水澤委員 はい。 

○今部会長 そのほかにございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○今部会長 それでは、大体定刻でございますが、事務局から何か追

加されることはございますか。 

○宇都宮経営管理部長 特にありません。 
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３ 閉 会 

○今部会長 それでは、本日の審議を終了し、これで令和元年度第１

回病院部会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

                         以  上   


