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        １．開１．開１．開１．開        会会会会 

○武井経営企画課長○武井経営企画課長○武井経営企画課長○武井経営企画課長    それでは、定刻になりましたので、ただいまか

ら、第１回市立札幌病院の役割と経営健全化に関する専門家検討会を

開催いたします。  

 本日、各委員、アドバイザーの皆様には、大変お忙しいところをお

集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

 私は、専門家検討会の事務局を担当しております経営企画課長の武

井でございます。 

 専門家検討会の会長が選出されるまで、本日の司会を務めさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 なお、議論につきましては、公開として進めていきたいと考えてお

ります。 

 その上で、カメラの撮影につきましては、本日は会長の挨拶までと

させていただきたいと考えておりますので、どうかご協力ください。 

 委員の皆様、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○武井経営企画課長○武井経営企画課長○武井経営企画課長○武井経営企画課長    それでは、そのように進めさせていただきます。 

 次に、委員の皆様には、本日の会議資料を事前にお送りしていると

ころであります。 

 資料はおそろいでしょうか。 

 初めに、病院事業管理者の関からご挨拶申し上げます。 

○○○○関病院事業管理者関病院事業管理者関病院事業管理者関病院事業管理者 病院事業管理者の関でございます。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、第１回市立札幌病院の

役割と経営健全化に関する専門家検討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。 

 当院は、平成28年度から取り組んでおります経営健全化の効果もあ

りまして、29年度の経常収支はマイナス11億円程度というふうに想定

しております。５億円程度の収支の改善が見込まれているところでは

ありますけれども、経常収支の黒字化を達成するまでには至っていな

い状況であります。 

 また、平成30年の第１回定例市議会におきまして、不足する運転資



 - 2 -

金につきまして一般会計から27億円の長期借入金について議決をいた

だいたところであります。 

 このような厳しい経営状況が続いているため、平成30年度に行う次

期中期経営計画の策定に当たりましては、市立札幌病院が担うべき役

割は何なのかということを明確化し、その上で役割を適切に担うため

にどう経営健全化を図っていくのかという２点につきまして、専門家

の皆様方にご議論いただくために本検討会を設置させていただきまし

た。 

 委員の皆様におかれましては、ぜひ忌憚のない議論を行っていただ

きまして、今後の市立札幌病院の将来像を描くに当たりましてお力添

えをいただけたらというふうに思っております。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

    

        ２．議２．議２．議２．議        事事事事    

○武井経営企画課長○武井経営企画課長○武井経営企画課長○武井経営企画課長    本日は、市立札幌病院の役割と経営健全化に関

する専門家検討会の初めての開催でございます。 

 議事に入る前に、委員の皆様、アドバイザーの皆様をご紹介させて

いただきます。 

 お手元の資料１の委員、アドバイザー名簿の順にお名前をご紹介申

し上げます。 

 初めに、荒木委員でございます。 

 続きまして、金子委員でございます。 

 続きまして、今委員でございます。 

 続きまして、平本委員でございます。 

 続きまして、笹本アドバイザーでございます。 

 続きまして、田中アドバイザーでございます。 

 続きまして、管理者以外の病院局の出席者をご紹介申し上げます。 

 参与の井上は、所用により、本日は欠席です。 

 副院長の向井でございます。 

 続きまして、経営管理室長の菱谷でございます。 

 最後に、事務局メンバーについてご紹介いたします。 
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 経営管理部長の宇都宮でございます。 

 企画担当係長の桝谷でございます。 

 経理係長の前田でございます。 

 医療品質総合管理部長の仁木でございます。 

 業務改善支援課長の松本でございます。 

 業務改善支援係長の田中でございます。 

 ＰｗＣコンサルティング合同会社の髙橋でございます。 

 ＰｗＣコンサルティング合同会社の小田原でございます。 

 ＰｗＣコンサルティング合同会社の浅田でございます。 

○武井経営企画課長○武井経営企画課長○武井経営企画課長○武井経営企画課長    それでは、続いて、会長の選出に移らせていた

だきます。 

 資料２です。 

 市立札幌病院の役割と経営健全化に関する専門家検討会設置要綱の

第４条をごらんください。 

 検討会に会長を置き、委員の互選とするとなっております。 

 会長の選出につきましては、委員からご同意いただければ、事務局

から案を提示いたしたいと考えております。 

 皆様、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○武井経営企画課長○武井経営企画課長○武井経営企画課長○武井経営企画課長    それでは、事務局の案を示させていただきたい

と思いますが、現在、病院部会の会長は、札幌市医師会の副会長の今

先生にお務めいただいているところでございます。今先生からは、専

門家検討会の報告内容を病院部会で議論することから、病院部会と専

門家検討会の会長は同一人物でないほうがよいとのご助言をいただい

ておるところです。 

 そこで、事務局といたしましては、病院部会の委員であり、病院の

経営者でもあります柏葉脳神経外科病院理事長の金子委員が適任であ

ると考えております。 

 いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○武井経営企画課長○武井経営企画課長○武井経営企画課長○武井経営企画課長    それでは、異議がないということでございます
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ので、金子委員に会長をお願いしたいと存じます。 

 それでは、金子会長には会長席に移動していただき、お手数ですが、

一言ご挨拶をお願いしまして、以後の議事運営についてお願いいたし

ます。 

〔会長は所定の席に着く〕 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    皆さん、おばんでございます。 

 ただいま、事務局からご推薦をいただいた金子貞男と言います。 

 このような大役をいただくのは初めてですので、何かと問題が起こ

るかもしれませんけれども、焦らずじっくりと札幌市民の一人として

この会を成功裏に向けたいと思っております。 

 皆さんのご協力をいただきながら頑張っていきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、議事に戻りたいと思います。 

 きょうの議題は、最初の１ページにありますように、３題がござい

ます。 

 議題（１）の委員、アドバイザー紹介及び会長選出については既に

終わりました。 

 次の（２）は議事の進め方について、議題（３）は市立札幌病院を

取り巻く環境等についてです。 

 それでは、議事の進め方について、まず、事務局の案をご提示いた

だいて、それに関する討論をしたいと思います。 

 事務局から、どうぞよろしくお願いします。 

○宇都宮経営管理部長○宇都宮経営管理部長○宇都宮経営管理部長○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。 

 座って資料のご説明をさせていただきます。 

 議題（２）の議事の進め方について、事務局の案をご説明いたしま

す。 

 資料３の右上の２の議論の流れのところをごらんください。 

 この検討会では、前半の１回から３回のおおむね３回で市立病院の

役割について、それから、後半の４回目から６回目でその役割を担う

ための経営の健全化についてご議論をいただき、最終の６回目に最終

報告という形を予定しております。 
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 前半の役割の部分につきましては、外部環境分析等の結果や医療計

画等を踏まえて、市立病院が今後担うべき役割について、診療科の体

制や患者層などについてご議論いただければと考えているところでご

ざいます。 

 資料の下の３のスケジュールをごらんください。 

 今回を含め、11月までに計６回の検討会の開催をする予定でござい

ます。 

 病院部会に対しましては、これらの議論の内容について、９月ごろ

に経過の報告、11月ごろをめどに最終報告ができればと考えていると

ころでございます。 

 また、議事の内容につきましては、原則公開と考えておりますが、

資料等で他病院の状況等をお示しする場合など、配慮が必要な資料に

つきましては、委員、アドバイザーの方のみ資料を配付させていただ

くこととさせていただき、傍聴人の方々には配付をせず、ホームペー

ジでもその部分は非公開とさせていただきたいと考えております。 

 続きまして、資料４をごらんください。 

 検討のイメージでございます。 

 下のほうに事務局がございますが、まず、事務局から資料の説明を

行いたいと思います。その後、上のほうに議論の枠組みと太線で囲ま

れているところがございますが、委員の皆様とアドバイザーの方々で

ご議論をいただきたいと考えております。 

 きょうは、あいにく欠席となっていますが、この議論には、市立病

院の参与である井上参与にも参画していただくことを想定しておりま

す。 

 また、点線で左のほうに出ておりますが、市立病院の管理者、副院

長、経営管理室長は、必要に応じて皆様からの質問等に答えていく形

をとらせていただきたいと考えております。 

 説明につきましては、以上でございます。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    ただいま事務局からご説明がありましたけれども、議事

の進め方に関してご意見がありましたら、どうぞよろしくお願いしま

す。 
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 ご意見はございますでしょうか。 

 今、事務局から提案があった進め方でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    どうもありがとうございます。 

 それでは、そのように進めたいと思います。 

 続いて、議題（３）に移らせていただきます。 

 議題（３）は、市立札幌病院を取り巻く環境等についてでございま

す。 

 事務局からご説明をよろしくお願いします。 

○桝谷企画担当係長○桝谷企画担当係長○桝谷企画担当係長○桝谷企画担当係長    企画担当係長の桝谷です。よろしくお願いいた

します。 

 座って説明させていただきます。 

 それでは、資料５をご覧ください。 

 １ページおめくりいただきまして、次期中期経営計画の主な構成要

素は、本専門家検討会でご検討いただきます市立札幌病院の役割と経

営健全化になりますが、その検討ステップを明示してございます。 

 ステップ１が現状分析の実施、ステップ２が方向性の検討、ステッ

プ３が具体的な改善策の策定です。 

 具体的には、現状分析の実施につきましては、当院を取り巻く事業

環境の正確な把握ということで、三つの視点が主な実施内容のところ

に記載されておりますが、市場環境、周辺病院環境、自院経営環境の

三つの視点から当院を取り巻く事業環境の正確な把握を目指しており

ます。 

 続きまして、ステップ２の方向性の検討でございます。 

 ステップ１を踏まえまして、これから当院が目指すべき姿を明確化

するということでございますが、主な実施内容としましては、当院の

役割や機能等の議論を想定しております。 

 最後に、それを踏まえて、具体的な改善策の策定ということで、現

状と目指すべき姿との差に対する打ち手を明確化していくということ

で、具体的な課題の抽出や抽出した課題に対する改善策の検討、また、

業績管理指標の設定を目指しております。 
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 本日につきましては、現状分析の一部、市場及び周辺病院環境を共

有いたしまして、当院の役割と機能等の上段についての意見交換を予

定してございます。 

 続きまして、２ページでございます。 

 本資料の目次となりますが、一つ目は、現状の医療計画及び医療計

画上、当院に求められている役割でございます。 

 おめくりいただきまして、医療計画を記載させていただいておりま

すが、北海道医療計画とさっぽろ医療計画の二つがございますが、北

海道医療計画の施策の柱としまして、５疾病・５事業及び在宅医療の

医療連携体制の構築、さっぽろ医療計画につきましては、そのうち、

僻地医療を除いたものが記載されております。 

 その中で、当院の占めるものを当てはめたものが資料の４ページに

なります。 

 まず、５疾病になりますが、がんにつきましては、地域がん診療連

携拠点病院ということで、市内７病院のうちの一つ、脳卒中、急性心

筋梗塞、糖尿病につきましては、急性期医療を担う医療機関というこ

とでございます。また、精神疾患につきましては、精神科救急・身体

合併症にかかわる医療機能を担う医療機関ということで、道内１病院

でございます。 

 続きまして、４事業でございますが、救急医療につきましては、３

次救急医療機関ということで、市内５病院のうちの一つ、災害医療に

つきましては、地域災害拠点病院・北海道ＤＭＡＴ指定医療機関とい

うことで市内４病院のうちの一つ、周産期医療につきましては、総合

周産期母子医療センターということで、道央圏１病院でございます。

小児医療でございますが、小児２次救急医療支援事業（病院群輪番制）

に参加する病院という位置づけでございます。 

 最後に、在宅医療でございますが、昨年の暮れから在宅療養後方支

援病院の指定をとりまして、札幌市医師会在宅緊急時後方支援病院体

制に参加する病院という位置づけでございます。 

 続きまして、５ページは、それ以外の主な役割ということで、二つ

記載しております。 
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 まず、一つ目は、地域完結型医療の中心的役割ということで、地域

医療支援病院、市内７病院のうちの一つ、感染症対策の役割というこ

とで、第一種及び第二種感染症指定医療機関、第一種につきましては、

道内１病院、第二種につきましては、市内１病院という位置づけにな

ってございます。 

 続きまして、本資料の目次の２番目でございますが、当院の事業環

境の把握ということで、先ほど冒頭で申しました市場環境と周辺病院

環境についてご説明いたします。 

 ８ページをごらんください。 

 人口構成と高齢者人口の変化ということで、表を二つ記載しており

ますが、左側が2015年時点の年齢階級別の人口構成割合になっており

まして、全国ですと75歳以上が13％でございますが、北海道につきま

しては15％、札幌につきましては12％と表示されております。 

 また、今後の高齢者人口の変化ということで、右の表でございます

が、2015年を100とした場合の2035年の高齢者人口の変化を指数であら

わしています。全国につきましては、2035年は110でございますが、札

幌につきましては129ということで、全国よりも高齢者人口の変化が大

きい都市となっております。 

 次に、９ページをごらんください。 

 ここにつきましては、人口と高齢者に関する医療圏の立ち位置の把

握ということで、表を一つ載せてございます。 

 こちらの表の見方ですが、全国平均を表の真ん中に置かせていただ

きまして、全国平均の中に数字が二つございまして、左側の数字が総

人口の変化、右側の数字が高齢者人口の変化となっております。この

場合、2015年を100とした際の2025年の指数をあらわしてございます。

総人口の変化につきましては、右側がプラス、左側がマイナス、高齢

者人口の変化につきましては、上に行くほどプラスという表示となっ

てございます。 

 これを見ていただきますと、全国平均につきましては、総人口の変

化が95ですので、現時点よりも減る形になりますが、高齢者の人口は

108ということで、ふえていきます。一方、札幌医療圏につきましては、
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97、120ということで、全国よりも総人口の変化は緩やかではございま

すが、高齢者の人口変化の割合が大きいという形の表になってござい

ます。 

 続きまして、札幌医療圏における将来患者市場という形で見たもの

が10ページでございます。 

 ＭＤＣ２桁の疾患の名称ということで、上から成長率の高い順に並

んでおります。その横の（Ａ）現状は2015年になりますが、その横に

将来の2025年、それを差し引きして増減数を出しております。その横

に札幌２次医療圏の成長率、その横に全国平均の成長率が出ておりま

す。 

 将来患者が大きいものとしまして、上から、循環器系疾患、眼科系

疾患、神経系疾患、呼吸系疾患と並んでいる一方、成長率の低い順で

は、新生児だったり小児だったりというものがございます。 

 また、全国平均の成長率は、上から７％、６％、５％となっており

ますが、札幌２次医療圏につきましては、14％、13％、11％というこ

とで、全国平均よりも２倍近い伸び率を示してございます。 

 また、一番下の欄の合計でございます。全国平均の成長率は２％と

なっていますが、札幌２次医療圏につきましては、８％で、約４倍程

度の成長率になってございます。 

 続きまして、11ページでございます。 

 今後増床の余地は存在するのかと表示させていただいておりますが、

厚生労働省が定めています基準となる病床数を載せています。これは、

２万1,316という形で載っておりまして、それに対しまして、既存病床

数は、一般病床に療養病床を足したものでございますが、３万3,392

床ということで、基準病床数を１万2,076床上回っておりますので、原

則、増床は許可されないという位置づけになっております。 

 また、12ページは、地域医療構想における必要病床数ということで、

高度急性期、急性期、回復期、慢性期と記載しております。その下に、

平成28年７月１日現在でございますが、病床機能報告の許可病床数を

載せておりまして、その差し引きを不足病床数という形で記載いたし

ております。 
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 高度急性期につきましては若干の不足、急性期につきましては過剰、

回復期につきましては不足という状態が見てとれるかと思います。 

 続きまして、13ページでございます。 

 ここにつきましては、在宅対応クリニックの現状についてというこ

とで、全国と北海道内を比較した表が二つございます。 

 左側の表が65歳以上人口10万人当たりの在宅対応診療所数で、全国

が117.2となっておりますが、北海道は66.8、札幌は71.1ということで、

全国に比べて診療所数が少ない傾向がうかがえます。 

 また、右側でございますが、診療所当たりの在宅対応診療所割合と

いうことで、診療所のうち、在宅に対応した割合が記載されておりま

すが、全国については、在宅対応38％に対しまして、北海道は30％、

札幌は26％となっております。こちらにつきましても、全国に比べて

割合が低いという傾向が出ております。 

 続きまして、14ページでございます。 

 札幌医療圏のＤＰＣ入院患者の流入と流出状況でございますが、一

番左側の棒グラフが当医療圏に住所地を持つ入院患者数となっており

まして、一番右側は、当医療圏の医療機関に入院している患者数でご

ざいます。それを差し引きいたしますと２万8,532人が多く入院してい

る形になっておりまして、約11％程度、ほかの医療圏外から流入して

いるという傾向が出てきております。 

 また、１ページおめくりいただきまして、それら流入流出状況を疾

患別に見たものが次の表です。 

 右側の三つが流出疾患になっておりまして、それ以外の左の部分が

流入している疾患です。 

 流入につきまして多いものとしましては、左側から、消化器、循環

器、筋骨、呼吸、神経、腎尿、眼という形になっておりまして、ここ

までで流入全体の８割超を占めてございます。また、流出している疾

患といたしましては、小児、女性、精神というものが出ています。 

 また、事前に田中理事長から、もし可能であれば２点ほど資料を出

すことができないかという話がございました。 

 １点は、札幌２次医療圏ではなくて、札幌市への流入状況がないか
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ということでございましたが、札幌市保健所と北海道に確認をしまし

たところ、そのようなデータはないということで、対応できませんで

した。 

 また、札幌２次医療圏に流入してきて、治療をして、札幌にとどま

っているのか、もしくは、違うところに行かれているのかといったデ

ータも出せないかというオーダーがありました。これにぴったりの資

料はなかったのですが、追加資料を置かせていただいております。 

 こちらは、平成26年９月の単月で集計をとったものですが、当医療

圏に住所地を持つ入院患者数と一番右側の当医療圏に入院している患

者数の差の流入しているところと流出している先は拾うことができま

したので、一旦、そのような形で記載させていただいておりますが、

治療をして戻っているかどうかというデータは拾えず、参考という形

で出させていただきます。 

 続きまして、資料に戻らせていただきまして、16ページでございま

す。 

 救急車搬送の重症度別の経年変化という形で記載してございますが、

左側が救急車搬送人員の推移で、平成26年から28年で増加傾向という

のがうかがえます。 

 また、右側は重症度別搬送割合の推移で、上から、軽症、中等症、

重症という形で記載しておりますが、こちらを見ますと、中等症が伸

びている傾向がうかがえます。 

 続きまして、周辺病院環境ということで、18ページをごらんくださ

い。 

 こちらは、医療圏内の病院のプロファイルということで、上から病

床数の多い順に載せてございます。 

 上から札幌医大、北大、当院、手稲渓人会となっておりますが、病

床数は、それぞれ887床、864床、701床となっておりまして、それらの

病床数の内訳が右側にございます。急性期、回復期、慢性期、療養と

いう形で、どの部分のベッドを持っているのかという記載がございま

す。 

 また、その横のその他については、「地」が地域医療支援病院、「在」
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が在宅後方支援病院ということでマークしております。また、その横

は、標榜している診療科について記載してございます。 

 続きまして、19ページをごらんください。 

 札幌２次医療圏内のＤＰＣ病院における病床シェアということで、

１万2,619床のうち、どれぐらいの割合のベッド数を占めているかとい

う資料でございます。 

 当院につきましては5.6％、札幌医大につきましては7.1％、北大に

つきましては6.8％という形で病床のシェアを占めております。 

 こちらをごらんになりながら、20ページの資料になりますが、医療

圏内のＤＰＣ病院における疾患別シェアということです。こちらにつ

きましては、見づらかったものですから、委員、アドバイザーのお席

には、カラーの資料を置かせていただいております。 

 こちらの一番左側の合計を見ていただきますと、当院におきまして

は5.8％ということで、先ほどの19ページの資料では、ベッドのシェア

が5.6％になっておりましたが、実際のベッドの数よりもやや多くとれ

ている現状がございます。 

 また、逆に、手稲渓人会様におかれましては、病床のシェアは5.2％

となっておりますが、実際のところは6.5％と、ベッドを上回る患者数

をとられているという見え方になっています。 

 その横は、疾患別のシェアということで、当院におきましては、眼

科が18％、皮膚が10％、乳房が10％、新生児が９％と、シェアが大き

なものから順に載っております。 

 最後の21ページですが、本日の意見交換のポイントとして三つ記載

しております。 

 まず、一つ目は、当院が担うべき役割は何かということでございま

すが、合併症を有する患者など、民間病院が積極的にとりに行きにく

い疾患への対応や、救急、小児、周産期といったいわゆる不採算医療

への対応、それ以外の医療への対応といった点をご議論いただければ

と考えております。 

 続きまして、当院がこれから担うべき機能は何かということで、当

院は、現在、高度急性期でございますが、引き続き、高度急性期を担
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っていくべきなのか、急性期以外のものに転床すべきなのか、こうい

ったところもご議論いただきたいと考えております。 

 最後に、地域包括ケアシステムの構築に向けた観点から急性期を中

心とした当院が果たすべき役割は何かということです。現在、地域医

療支援病院として、地域の中核病院として活動してございますが、今

後、人材育成や緊急時における後方病床の確保など、そういったもの

も担っていったほうがいいのではないかということをご議論いただき

たいと考えております。 

 資料の説明は、以上でございます。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    ただいま、当院の事業環境ということで説明がありまし

たが、この件に関してご意見をお願いします。 

 かなり総括的なお話でしたので、個別なご意見でもいいです。例え

ば、もう少しこういう資料が欲しいということでも結構ですが、何か

ございませんか。 

○今委員○今委員○今委員○今委員    １点確認ですが、16ページの救急搬送について、これは札

幌医療圏ということですが、下のところに石狩市、当別町、新篠津村

が入っていないという注釈があります。そのほかの千歳市、恵庭市は

入っている総数と考えてよろしいですか。 

 たしか、札幌市ですと、出動数が９万件を超えたということで、こ

れだと、搬送数が９万件で、その残りが１万件ぐらいあるのですが、

それは千歳市、恵庭市が担っていると考えてよろしいのでしょうか。 

 これは搬送割合になっていますが、救急の場合は出動と搬送が別で

ございまして、札幌は、出動が９万件、搬送が８万件ぐらいになって

います。ですから、１万件ぐらいの差は、そのほかのところが担って

いると考えていいかという質問ですが、それでよろしいのですか。 

○桝谷企画担当係長○桝谷企画担当係長○桝谷企画担当係長○桝谷企画担当係長    そのとおりでございます。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    今の点ですけれども、当院の救急車の搬入割合は札幌市

内のどのくらいのシェアを占めているのでしょうか。２次医療と３次

医療についてです。 

○桝谷企画担当係長○桝谷企画担当係長○桝谷企画担当係長○桝谷企画担当係長    申しわけございません。ただいま自院の環境分

析を進めておりまして、そちらが終わりましたらお示しさせていただ
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きます。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    そのほか、今の事業環境に関するご意見、ご質疑はござ

いますか。 

 今のご説明で事業の環境をある程度理解できたわけですけれども、

22ページに、本日の意見交換のポイントということで、当院が担うべ

き役割は何かという大きな課題が示されています。 

 合併症を有する患者など民間病院が積極的にとりに行きにくい疾患

への対応をどうするかという問題、あるいは、救急、小児、周産期と

いったいわゆる不採算医療にどう対応すべきかという病院の役割に関

するご意見はございませんか。 

○荒木委員○荒木委員○荒木委員○荒木委員    私は、ここに書かれている救急、特に精神の救急という

のは、非常に大きな役割ではないかと考えています。また、小児、周

産期は、市立病院のすごく大きな役割だと考えています。 

 ただ、この先、分析していこうとしたときに、今、市立病院の経営

状態などを分析されているというお話がありましたが、今の市立病院

のありようがどうなのかということがもとにならないと検討は難しい

のではないかと感じております。 

○金子委員○金子委員○金子委員○金子委員    当院の具体的な状況に関しては、この次の議題でお話が

あるということですから、きょうは提示いただいた現状分析というこ

とで、自院の具体的な内容に関しては次回ということでよろしいので

すね。 

○平本委員○平本委員○平本委員○平本委員    12ページの地域医療構想における必要病床数を見ますと、

少なくとも地域医療構想では、高度急性期のベッドがまだ足りない、

回復期のベッドが足りないということです。一方で、22ページの当院

がこれから担うべき機能は何かというところで、高度急性期なのか、

急性期なのか、それ以外なのかということが書かれています。 

 非常に単純に考えると、地域医療構想においては、足りない部分を

補っていくというのが公的な病院の一つの使命ではないかと思うので

す。その一方で、救急というのは、いわゆる不採算医療であって、こ

こに重点を置くと、経営がますます悪くなるかもしれないという二律

背反を抱えているということではないかと思います。 
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 大前提としまして、救急、小児、周産期は、なくてはならない医療

であるにもかかわらず、初めから不採算医療だとなっている構造につ

いておさらいをさせていただければと思っています。なぜここら辺の

ところは、はなから不採算になってしまうのかということを少々お教

えいただければと思います。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    今ご質問があったように、救急、小児、周産期が前提と

して不採算部門であるということの根拠のご説明をお願いしたいと思

います。 

○宇都宮経営管理部長○宇都宮経営管理部長○宇都宮経営管理部長○宇都宮経営管理部長 救急の場合ですと、例えば、いつ来るかわか

らないいろいろな疾病に対して、あらゆるものを想定して、医療機器

なりスタッフなりをスタンバイしなければならないということがあっ

て、そういう面でのロス部分に対して不採算という形になろうかと思

います。    

 また、小児や周産期というのは、非常に高度な医療になるので、そ

ういう部分で不採算になっているところがあろうかとは思います。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    以上の説明でよろしいですか。 

 例えば、救急に関しては、やっぱり規模だと思うのです。小さな病

院で救急を24時間やっていると、言っていただいたように、人員や施

設設備の問題で必ず不採算になると思うのですが、ある程度規模が大

きい救急であればもう少しいいような気がするのです。そういう意味

では、当院の場合はどうなのでしょうか。 

 具体的な実態については次回お話しいただけるということですので、

当院の救急のシェアや件数に関して教えていただければ、その件に関

してもっと理解できると思います。 

 小さなうちの病院みたいなところで24時間やっていると、不採算部

門になりやすいのですね。しかし、こういう大きな病院で多数の救急

の患者さんに来ていただければ、そのバックとして救急から病棟に入

れますし、患者数がふえるような印象を僕は持っているのですけれど

も、その辺はどうなのかということです。最初から救急は不採算部門

であると決めていいのかどうかということです。やっぱりある程度の

現状分析が必要ではないかと思います。 
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○宇都宮経営管理部長○宇都宮経営管理部長○宇都宮経営管理部長○宇都宮経営管理部長 わかりました。 

 今、ちょうど自院の分析をしておりますので、診療科別にもどのよ

うな状況か、できる範囲内で検討を進めて、次の検討会には間に合う

ように整理をしたいと思います。 

○関病院事業管理者○関病院事業管理者○関病院事業管理者○関病院事業管理者    正確なことは調べてからお答えすることになる

と思いますが、私どもは、去年の５月から３次救急意外の患者も受け

入れるようになりました。それまでの私どもの救急体制としては、３

次救急に特化してやっているという状況がありましたので、先ほど金

子会長がおっしゃられたように、多数の患者を受け入れる救急体制で

はなかったということが１点ございます。そういった点では、必ずし

も採算がとれるような体制ではなかったと言えると思います。後日、

改めて詳しく説明させていただきたいと思います。 

○今委員○今委員○今委員○今委員    今のお話に関しまして、救急告示医療機関という初期救急

を担う民間でやっている医療機関ですけれども、この10年で75医療機

関から52医療機関まで減っている現状がございまして、民間がいかに

疲弊してきているかがわかると思いますし、救急に関しては、救急医

療体制を担っていくのに、医師会としても非常に苦しい状況になって

きている現実がございます。不採算部門だからです。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    そうすると、医師会としては、需要はあるけれども、受

け入れ先は少ないと理解してよろしいわけですか。 

○今委員○今委員○今委員○今委員    あとは、先ほど申しましたが、救急搬送の件数は年間2,000

件くらいずつ伸びてきておりますので、その受け入れ先がなくなって

きている現実があることもご理解いただきたいと思います。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    そうすると、救急をたくさん受け入れれば、不採算部門

から別の部門に移動できる可能性があるとお考えになっていらっしゃ

るのですか。 

○今委員○今委員○今委員○今委員    そうですね。今、僕らでやっている２次救急の関係では、

それからあふれているところが出てきています。そこを市立病院に受

け持っていただいているということで、非常に感謝をしております。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    渓仁会病院は、かなり受け入れていらっしゃると思いま

すが、どうでしょうか。 
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○田中アドバイザー○田中アドバイザー○田中アドバイザー○田中アドバイザー    実は、私どもも救命救急センターの指定を受け

ましたが、いろいろと紆余曲折があります。救急をやるという場合は、

当然ながらマンパワーの確保という問題があります。 

 そういった意味では、正直に言いまして、私どもの病院は、救急を

やる上では、研修医がかなり重要な地位を占めていて、今、専門医制

度とか研修医制度が変わろうとしているときにどうなるかという不安

はあります。 

 過去においては、私どもは１次から３次まで全部やっているのです

けれども、３次以上あるいは２次以上に特化して、一時はウォークイ

ンをやめようかなどいろいろな議論があったのですけれども、結局は

やめないで何とか頑張ってやってきているということがあって、総数

がウォークインも含めて年間２万人ぐらいなのです。そして、救急車

の台数が、年に大体4,800台ぐらいだと思うのです。ですから、その差

が全部ウォークインということになります。 

 ウォークインで来る患者にも、心筋梗塞があったり、脳出血があっ

たりということが結構ありますので、そういった意味では、今や私ど

もの病院の経営を支えているのは救急と言ってもいいかもしれないく

らいです。 

 また、紹介患者に頼らなければならないということがありますので、

連携を強化していかないと紹介もしてくれません。逆紹介もしなけれ

ばなりません。そういったことで、予定入院をたくさんとるか、それ

にプラスして、救急の入院患者をどう確保していくかというのが経営

の重要な点になるのではないかと思います。 

 ただし、救急というのは水ものという面もありますし、そういう意

味では入院患者数が変動しますので、救急に依存しているとコントロ

ールするのがなかなか大変だということがあります。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    私も、先生のおっしゃるとおりだと思います。 

 いずれにしても、次回、現在の当院の救急の実態をいろいろと分析

していただいて、これが不採算部門として今後も続くのか、あるいは、

採算部門とできるのかということを検討させていただければと思いま

す。 
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 救急に関して、ほかにご意見はありますか。 

 また、小児、周産期に関しては、医療費も安いですし、それに加え

て手間暇がかかるし、人材もたくさんいなければならないということ

で、必ずしも採算部門にするのは難しいのですけれども、最近、小児

や周産期の保険点数が随分上がりましたが、それでも不採算部門なの

でしょうか。それも次回にご説明いただいて、なるべく採算部門にで

きればと思っています。 

 当院がこれから担うべき機能は何かというポイントですが、急性期

以外の回復期などをどうするかということに関するご意見はございま

すか。 

○笹本アドバイザー○笹本アドバイザー○笹本アドバイザー○笹本アドバイザー    回復期から外れるかもしれませんが、市立病院

は、北海道医療計画、さっぽろ医療計画の中で、中核病院として、各

疾病、各事業の中心的役割を担っていただいております。４ページに

ありますように、医療機関として、市民と道民に対する大きな成果を

上げていただいており、医師会としては大変感謝しております。 

 また、20ページのところにＤＰＣ病院における疾患別シェアという

ものがございます。先ほど説明がございまして、札幌医療圏の中で、

ベッド数が5.6％に対して合計5.8％のシェアを占めているということ

は、患者、市民、道民から非常に評価されて集まっていることになり

ます。 

 各分野別を見ても、もっといい数字だと思うのです。これだけを見

ると、悪くないのではないかという印象を持ってしまうのですが、こ

の数字とは違うところでいろいろな問題が含まれていて、きょうの委

員会のようなものを設置しなくてはいけないことになっているのでは

ないかと想像しております。 

 医療機能という面では、ここは高度急性期で登録しておりますけれ

ども、それにふさわしい内容の治療をされているのではないかと思い

ますので、私としては、なかなか頑張っていただいているのではない

かと拝見いたしました。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    そのほかに何かご意見はございますか。 

○田中アドバイザー○田中アドバイザー○田中アドバイザー○田中アドバイザー    多分、次の機会に出てくると思いますが、例え
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ば、ＤＰＣの入院期間で言うと、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、それからⅢを超える患

者がどのくらいいるのかということです。これは、経営指標をいろい

ろと出していただかないとよくわかりません。 

 20ページを見ますと、眼科が一番多いわけですが、眼科の平均在院

日数はめちゃくちゃ短いのではないかと思います。そうすると、回転

が速くなってしまいますから、病床稼働はどうしても悪くなりますが、

その割には5.8％となっています。笹本先生と僕の評価はちょっと違い

ますが、きっと病床を回し切れず、余ってしようがないと思います。 

 皮膚科は、疾患にもよりますが、やけどの患者が入ると長いと思い

ますので、この辺はどうかなという感じを持っています。 

 その辺の経営指標を出していただいて、入院期間Ⅰの患者がどのく

らいいて、Ⅱの患者がどのくらいいるというものも必要ではないかと

思います。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    今の話は、ベッド稼働率の問題や余ったベッドがどのぐ

らいあるのか、あるいは、回復期も可能性があるのかどうかというこ

とだろうと思います。いずれにしても、急性期として頑張って、いい

成績ではないかという意見ですね。 

 そのほかにございますか。 

○関病院事業管理者○関病院事業管理者○関病院事業管理者○関病院事業管理者    今の田中先生の正確な数字はこの次に示そうと

思いますけれども、昨年の平均在院日数からいいますと、11日は切っ

ていて、10.何日という状況です。 

 また、病床の稼働率に関しましては、ベッド数を徐々に削減してお

りますので、ことしに入ってからは、一般病床で言うと80％後半から

90％台まで回復しています。 

 それから、ＤＰＣの入院期間でⅢを超えている割合ですが、目標を

一応25％に置いていまして、大体のところはクリアできております。

一時期は26％になったときもありますが、二十四、五％のところを推

移している状況です。 

 これも、次回、ＤＰＣの入院期間Ⅰ、Ⅱというふうに詳しく出して

みようと思います。 

○田中アドバイザー○田中アドバイザー○田中アドバイザー○田中アドバイザー    Ⅲを超えていると、どうしても単価が下がって
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きます。私どものところでは23％に置いていて、最近は23％を切るよ

うになっていますが、今度は在院日数がどんどん短くなっていまして、

新規の入院患者を確保しなければだめだということになっています。

その辺は、同じように非常に苦労するところだと思います。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    今の点に関しては、次回、具体的な稼働率やＤＰＣのⅠ、

ⅡあるいはⅢを超えているものがどのぐらいの比率であるのかをお示

しいただいて、また議題にしたいと思います。 

○田中アドバイザー○田中アドバイザー○田中アドバイザー○田中アドバイザー    私どもでも問題になっているのは、ＩＣＵなど

の特定入院の稼働率あるいは算定率がどうなっているかというものも

非常に重要な経営指標になると思います。ここではＩＣＵと救急救命

病棟、それから、ＨＣＵの稼働率と算定率も出してしていただければ

参考になるのではないかと思います。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    それでは、次回、稼働率に関しては、ＩＣＵ、ＨＣＵそ

の他いろいろな施設設備も含めてお示しいただきたいと思います。 

    ほかに質疑はございませんか。 

○菱谷経営管理室長○菱谷経営管理室長○菱谷経営管理室長○菱谷経営管理室長    最近、当院をめぐる検討会をやるという背景の

マスコミ報道がいろいろ出ております。収支見通しについて、市議会

にも27億円の借入金のときにいろいろなご説明を申し上げているので

すけれども、今後の見通しについてもご説明をしていかなければいけ

ないと思っています。 

 今後、収支見通しをやる上で、こういうところで議論をしていただ

く具体的な取り組みや、今後、当院の医療配分をどういうふうにして

いくのかによって収支見通しも大分変わっていくと思っておりますの

で、その辺も柔軟に考えながら、今後、いろいろなご意見をいただき

ながら検討してまいりたいと思っております。 

 いずれにしても、次回、今、先生方からおっしゃられた当院のいろ

いろな指標、経営状況などにつきましても、できる範囲内でお答えを

して、今言ったようなことをお示ししながら、経営についてもアドバ

イスいただければと思っております。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    ほかに、当院の事業環境に関する質問等はございません

か。 
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 急性期以外の回復期をどうするかというのは、具体的な指標をお示

しいただいた上で、有効率を考えるために回復期をどう考えるかとい

うふうに考えていいと思います。ただ、今のところは急性期で十分な

シェアを占めていると思っていいですね。 

 また、本日の意見交換のポイントの３番目ですが、地域包括ケアシ

ステム構築に向けた観点から、急性期を中心とした当院が果たすべき

役割は何かという難しい問題ですけれども、これはどうでしょうか。 

 人材育成、地域の医療職との研修会など、緊急時における後方病院

の確保も地域ケアシステムの中で考えたいということです。 

 これは当然ですが、そういうことに関するご意見はございますか。 

○今委員○今委員○今委員○今委員    資料の４ページにあるとおり、在宅医療というのは、これ

から非常に重要な要素を占めてくるのですが、2025年にかけて、在宅

医療の患者の伸びは66％ぐらいだったと記憶していますが、その中で

在宅医が足りなくなってくる状況がございます。それで、札幌医師会

で育成もしているのですが、何で在宅の患者たちを支えられないのか

というと、夜間は後方支援ができないので、在宅医療に踏み切れない

一般のドクターがたくさんいるのです。 

 その中で、在宅療養後方支援病院体制を医師会で組みまして、その

中で36の医療機関が参画して、土・日、24時間体制で在宅のバックア

ップをしていただいているのですが、その在宅のバックアップからあ

ふれたところを市立病院に最後に担っていただいて、今、二重の体制

をしいております。 

 こういう面でも、在宅医療に関して非常にご理解をいただいて、こ

れをどんどん進めていって、将来的には365日体制に持っていこうと思

っております。バックアップとして非常に先鞭をつけていただいたこ

とに感謝を申し上げますし、発展していただければと思います。 

 どうぞよろしくお願いします。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    その点に関しても、当院がバックアップできた患者数を

具体的に出すことはできますね。在宅からお願いされた患者数とか、

医療圏での在宅の受け入れのシェアがどのぐらいあるのかも出すこと

はできますね。 
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○関病院事業管理者○関病院事業管理者○関病院事業管理者○関病院事業管理者    それはできます。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    それをお願いします。 

 人材育成に関しては、地域医療職との研修会などということですけ

れども、当院が果たすべき役割の中で非常に大きな問題だと思います

が、この人材育成に関する医療職との研修会に関して何かご意見はご

ざいますか。 

 この点について、関先生としてはどういうふうにお考えになってお

りますか。 

○関病院事業管理者○関病院事業管理者○関病院事業管理者○関病院事業管理者    人材育成は、私どものような総合病院がちゃん

と担うべき役割だと考えていまして、医者で言えば、当院に来てくれ

る研修医をちゃんと育てるというのは最低限やらなければいけないこ

とだと思っています。 

 また、当院の周りにいる連携の医療機関で、例えば、在宅の先生た

ちでもいいのですが、患者に対応して、ある感染症が出たときにどう

いう対応をするかという講習会や、冬場になればノロやインフルエン

ザの感染などへの対応の仕方について、周りの医療従事者を交えて講

習会を開くという具体的な取り組みも何回かやったことがあります。

そういったことを行うことによって、地域全体の医療レベルを上げて

いくことが私どもの責任ではないかと思いますので、そういうふうに

取り組んでいこうと考えています。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    具体的な施策に関しては、これからお話しいただけると

いうことですね。 

○荒木委員○荒木委員○荒木委員○荒木委員    退院支援という観点で、どんなことをやっているかをい

ろいろ調べましたら、市立札幌病院は患者の退院支援をすごく頑張っ

ていまして、関係している訪問看護ステーションの方と合同の研修会

をしたとういう報告があり、地域の中で非常に頑張って活動していた

だいていると感じたところです。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    平本委員、大局的な観点から、どういうふうにお考えで

しょうか。 

○平本委員○平本委員○平本委員○平本委員    人材育成というのは、今、関院長がおっしゃったとおり、

大変重要な問題だと思います。 
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 今要求されたことと少しずれるかもしれませんが、22ページの本日

の意見交換のポイントを見ますと、当院が担うべき役割とこれから担

うべき機能という二つがありまして、特に担うべき役割は、いわば民

間で言うところのミッションやビジョンと言われるもので、そこをこ

の検討会で検討するのが本当に正しいのでしょうか。 

 これは、むしろ病院経営者側からお示しいただくこと、ないしは、

もうちょっと別な言い方をしますと、公立病院としてやらなければい

けないことは必然的に決まるわけです。ここにも書いているとおり、

民間ができないようなところを担うのが公的な病院の使命だと思いま

すので、その医療サービスをきちっと提供しながらも、経営という点

では、できるだけ赤字にならないで黒字を出せるようにしていくとい

うことです。そのときに、救急はいつ来るかわからないからあらゆる

準備が必要だ、だから採算がとりにくいとするならば、金子会長がお

っしゃるように、スケールメリットを出せるようなやり方はできない

かということです。 

 病床についても、田中委員がおっしゃるように、稼働率がまだ十分

ではないとすると、病床の稼働率を上げるためにできる方策として何

があるのかというオペレーションの問題があります。ですから、この

検討会がすべきことは、ミッションの再定義なのか、それとも、ミッ

ションが決まった上でのオペレーショナルな問題についてテクニカル

に検討するのかということについては、きょうは第１回目ということ

もありますので、まず、大きな道筋を我々委員の中で共有していく必

要があるのではないかと思います。 

 会長のお尋ねの趣旨とずれてしまうのですが、そこについては確認

が必要かと思いました。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    市立病院のミッションがホームページに書かれています

が、それを専門家検討会で再度検討し直すのか、事務局のほうでミッ

ションとして考えておられることに対して私どもがどういう意見を持

っているのかということをお話しさせていただくというのは大事なこ

とだと思います。 

 そういう意味では、私個人としては、病院当局でミッションを考え
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ていただいて、それに関して私どもが意見を言わせていただくという

ことが適切だと思いますが、平本委員、どうですか。 

○平本委員○平本委員○平本委員○平本委員    恐らく、そうあるべきです。そうでないと、我々は経営

協議会の委員ということになってしまいます。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    そういうポジションで議論を進めたいと思いますが、ミ

ッションに関してはよろしいでしょうか。 

○田中アドバイザー○田中アドバイザー○田中アドバイザー○田中アドバイザー    １ページ目の策定に向けた検討ステップに目指

すべき姿というものがあります。まずは、目指すべき姿、将来あるべ

き姿というのはどんなものなのかを決める必要があると思います。 

 そのためには、ここにも書いてありますが、市立札幌病院の外部環

境、内部環境がどんな状況になっているのか、例えばＳＷＯＴ分析を

するとか、その辺をきちっとやった上で運営のマップをつくっていか

なければいけないと思います。 

 そして、公立病院としては、周辺の病院がどういう機能を持ってい

て、自分たちがこれをやるべきだというのはいいのですが、それで競

合し合ったら民間病院が圧迫されることになります。市立病院の経営

だけを考えているわけにもいかないと思いますので、外部環境、内部

環境をきちっと整理して、強み、弱みをきちっと整理してやっていか

ないとだめではないかと思います。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    そのとおりだと思いますが、最初に病院の理念があって、

その理念に対して、現在の病院の経営環境はどうなのかという分析が

なされたと思います。その後、実際にどういう実態なのかをお話しい

ただいて、その理念に沿えるようなことをこの会で討議できるのかと

いうことだろうと思います。 

 そういう意味では、非常に抽象的に理念のことをお話ししても結論

はなかなか出ないと思うのですが、実際にこういう病院にしたいとい

う理念があって、それを実現するためにはどうすればいいのか。それ

は、きょうお示しいただいた状況分析と病院のいろいろな経営指標の

実態をもう少し明らかにしていただいた上で討議したほうがやりやす

いような気がします。 

○田中アドバイザー○田中アドバイザー○田中アドバイザー○田中アドバイザー    周りからのニーズがどうなのかを把握していか
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なければいけないと思います。ニーズというのは、住民ばかりではな

くて、周辺病院のこういう機能を市立病院にも持ってほしいというニ

ーズもいろいろと収集して、それを分析していかないとだめだと思い

ます。 

 ＳＷＯＴ分析は当然やってらっしゃると思いますが、それを上層部

だけでやるのではなくて、現場で仕事をされている方たちも一緒にな

って考えるということが大事だと思います。 

 私どものところもそうなのですが、こちらで考えたものを現場でど

うだろうと提示しても、すぐには出てこないと思うので、なかなか難

しいのですが、そういったことをやっていく必要があると思います。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    そういうアンケートをされているとお伺いしたことがあ

ります。 

○関病院事業管理者○関病院事業管理者○関病院事業管理者○関病院事業管理者    連携医療機関の110施設に、私どもの病院に求め

る事柄ということでアンケートを行いまして、それをまとめたところ

ではあるのですが、その中で出てきた一番大きな要望は救急医療の充

実でした。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    次回、それも含めてお示しいただくことによって、当院

の理念を具体的にどう実現できるのかという道筋ができてくると思い

ます。 

 人材育成その地、役割に関しては、もう少し具体的な数字が出てか

ら、もう一度、その道筋を考えたいと思います。 

 緊急時における後方病院の確保ということでは、先ほどお話があり

ましたように、当院は非常に積極的に受け入れていただいております

ので、次回、具体的な実態をお示しいただきたいと思います。 

○菱谷経営管理室長○菱谷経営管理室長○菱谷経営管理室長○菱谷経営管理室長    補足させていただきますと、意見交換のポイン

トにありますように、公的病院として税投入されていますので、救急

とか、周産期医療とか、やっていかなければいけない部分がある一方、

収支のバランスをとってやっていかなければいけないのですが、なか

なか難しいところがあります。 

 例えば、先ほど進め方でもお話しさせていただきました７ページの

三つの丸ですが、このうちの市場環境、周辺病院環境については、き
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ょう、出せるデータをある程度出させていただきました。 

 また、自院の経営環境の部分は、今後、２回目、３回目におきまし

て、先ほど言った指標や財政状況についてお話をさせていただいて、

もう一度、当院に寄せられている期待や役割についてご意見をいただ

きながら、前半の３回ぐらいをめどにその辺を再構築させていただけ

ればと考えています。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

○今委員○今委員○今委員○今委員    市立病院は、地域医療支援病院という顔も持っているわけ

で、地区の開業医、歯科医師の受け入れ、もしくは在宅の受け入れと

いうものがその機能の中に絶対条件として入っておりますので、その

点も整理のし直しをお願いしたいと思います。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    きょうは第１回目ですので、ここで結論が出るわけでは

ないですけれども、これからの討論の道筋が大体わかったような気が

します。 

 ほかにご質疑はありますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    それでは、最後に、きょうの会議を通して、次回につな

がるようなご意見を一言ずついただきたいと思います。 

 平本委員からお願いします。 

○平本委員○平本委員○平本委員○平本委員    きょうは、まさに市場環境と周辺病院環境についてデー

タをお出しいただきまして、次回、自院の経営環境についてデータを

いただけるということですので、まずは分析をするということになる

と思います。その一方で、ミッションについては、経営管理側から出

していただけるということですので、マネジメントとしての方針を示

していただきたいと思います。 

 また、先ほど申したことの繰り返しになりますが、公立病院として

やらなければいけないこと、つまり民間病院ではできないことは何な

のかということをきちっと共有した上で議論しなければいけないと思

います。 

 黒字にするだけであれば、不採算部門を切り捨てればいいのだけれ

ども、そういう議論にはならないということは十分承知しております
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ので、そういったところについて、次回以降、より深い議論ができれ

ばと思います。 

 意見にはなっておらず、感想ですが、以上でございます。 

○今委員○今委員○今委員○今委員    市立病院様には政策医療をやっていただいているわけでご

ざいまして、これがなくなってしまったら地域全体が崩壊しますので、

そこの採算性という非常に難しいことをやっていただいているわけで

す。その中でどうやっていくかという議論は非常に難しいと思います

が、そこは絶対に外さないで、ぜひよろしくお願いします。 

○荒木委員○荒木委員○荒木委員○荒木委員    皆さんがおっしゃってくださったとおり、市立病院でや

ってくださっている部分の重要性は、精神とか周産期のあたりで感じ

ているところです。そこを大事にしながら、市立病院が市民サービス

をさらに広げていけるかというところで話し合っていただければと思

います。 

○笹本アドバイザー○笹本アドバイザー○笹本アドバイザー○笹本アドバイザー    ことしの４月１日から第７期医療計画がスター

トして、これから６年間、在宅医療を含めて、北海道のこれからの人

口、それから、札幌の人口にあわせて私たちの医療提供をしっかり守

っていかなければいけませんので、この会が実りあるものになること

を期待しております。 

○田中アドバイザー○田中アドバイザー○田中アドバイザー○田中アドバイザー    十分にお話をしていただきまして、私自身もき

ょうはお話をさせていただきましたので、市立札幌病院の今後のある

べき姿というのを探っていくためには、周辺の住民のニーズ、医療機

関のニーズを認識した上で進めていければなと思っております。 

○菱谷経営管理室長○菱谷経営管理室長○菱谷経営管理室長○菱谷経営管理室長    先ほど申し上げたとおりですが、２回目以降、

できる限りわかりやすい資料を出していきたいと思いますので、ご議

論をよろしくお願いいたします。 

○向井副院長○向井副院長○向井副院長○向井副院長    きょうは、いろいろとご意見をいただきまして、あり

がとうございました。 

 自院の経営環境は、我々も押さえているところはあるのですが、今

すぐに具体的に出せないものがありますので、次回、それをお出しし

ますので、もうちょっと議論を深めていただければなと思っておりま

す。 
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○関病院事業管理者○関病院事業管理者○関病院事業管理者○関病院事業管理者    本日は、ご議論をしていただきまして、本当に

ありがとうございます。 

 委員の皆様方からご指摘をいただきましたので、次回のこの会に向

けて準備をさせていただきまして、今後、当院が目指すべき内容につ

いて、もう少し詳しく述べさせていただきたいと思います。また、当

院の経営状況について、もう少し詳しく説明させていただきたいと思

います。 

 きょうは、本当にありがとうございました。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    ほかにありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○金子○金子○金子○金子会長会長会長会長    それでは、本日の第１回目の議論はこれで終了したいと

思います。本当にありがとうございました。 

 事務局から、今後の連絡についてお願いします。 

○武井経営企画課長○武井経営企画課長○武井経営企画課長○武井経営企画課長    次回の専門家検討会についてです。 

 ６月以降、毎月の開催を予定しております。お手元の別紙のとおり、

あらかじめこのような形で日程を決めさせていただきたいと考えてお

ります。大変恐縮ではございますが、出席にご協力いただきますよう、

どうかよろしくお願いいたします。 

 事務局からは以上でございます。 

 

        ３．閉３．閉３．閉３．閉        会会会会    

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    それでは、予定の時間より少し早いですが、これをもち

まして本日の検討会を終了したいと思います。 

 お疲れさまでした。 

 どうもありがとうございます。 

                         以  上   


