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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    定刻になりましたので、始めさせていただきま

す。  

 私は、事務局を担当いたします経営企画課長の武井でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。  

 資料につきましては、委員、アドバイザーの皆様に事前に配付させ

ていただいておりますが、追加の資料、ページなどがありましたので、

お手元に新しい資料一式を配付させていただいております。  

 なお、今委員からは、少しおくれるという連絡をいただいておりま

すが、定刻になりましたので、進めさせていただきたいと思います。  

 それでは、これ以降の進行は、会長の金子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。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  それでは、ただいまから、第３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したいと思います。  

 本日は、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、どうもあ

りがとうございます。  

 本日の検討会は、既にご連絡しましたように、大体１時間をめどに

しておりますので、ご協議をよろしくお願いします。  

 それでは、まず最初に、開会に当たりまして、関病院事業管理者か

らご挨拶をお願いします。よろしくお願いします。  

○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。  

 本日は、お忙しい中、第３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。  

 前回の第２回目では、当院の役割についてご議論をいただきまして、

最後のとりでとして、政策的な医療等をしっかり担うということと、

市民が安心して地域の医療機関を受診できるように、地域の医療機関

をしっかりと支えていくことなどが当院の役割ではないかということ

が示されました。  

 本日の第３回目の検討会では、当院の経営課題を議題といたしまし

て、ご意見を頂戴したいと考えております。  
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 委員、アドバイザーの皆様におかれましては、ぜひ忌憚のない議論

を行っていただきたく、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きたいと思います。  

 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    

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 それでは、本日の議題に入らせていただきます。  

 本日の議題は、今ご説明がありましたように、市立札幌病院の経営

課題ということでございます。  

 まず、市立病院から一括してご説明を受けまして、その後、各委員

からご意見等をいただき、検討会としての意見をまとめていきたいと

思っております。  

 きょうで解決するということではなくて、どういうことが検討課題

かを話し合いたいということでございますので、その点をご了承くだ

さい。  

 異論がなければ、そのように進めて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 それでは、議題についてご説明をお願いします。  

○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す。  

 私から、資料に基づいて説明したいと思います。  

 めくっていただきまして、２ページ目に、当院の主な経営課題を八

つ記載しております。  

 上から、地域からの紹介ということで、地域の医療機関の求めに応

じていくということ、二つ目としては、救急医療について、増加する

救急医療のニーズに応えていくということ、三つ目として、入院期間

の適正化について、四つ目として、必要な手術に対応すること、五つ

目として、入院日の平準化についてを挙げております。ここまでが入

院についてです。その次の二つは、外来についての課題ということで、

六つ目が外来患者数についてということで、地域への逆紹介を進める

ことについて、七つ目が外来単価についてです。さらに、最後に、費

用の効率化についてもさらに進めなければならないと考えているとこ
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ろです。  

 それでは、次のページから、それぞれの項目についてご説明いたし

ます。  

 まず、一つ目の地域からの紹介についてでございます。  

 （Ａ）に記載しておりますが、紹介率は79.0％と高い水準を示して

ございます。紹介患者がどの地域から来ているかを４ページにまとめ

ておりますが、中央区、西区、北区が多くなっており、当院の地域的

特性として、ＪＲ沿線からの紹介患者が多いのかなというふうに見て

とれます。  

 ５ページには、これまで紹介していただいた医療機関の上位100と健

診機関の上位10機関を対象にアンケート調査したものをまとめたもの

でございます。結果として、地域医療連携全般の満足度としては、満

足とやや満足が84％という評価をいただいております。  

 ６ページからは、アンケートから見える課題を幾つか紹介しており

ます。  

 まず、当院では、紹介をいただくときは６ページに記載しておりま

すが、あらかじめ病状を把握するために事前にＦＡＸ等で紹介状を送

っていただくようにしております。  

 また、返書については２週間以内に送付するようにしているのです

が、アンケート調査で、紹介しやすいですかという設問に対して、し

にくいと回答した方が7.1％ございました。  

 理由としては、下に記載してございますが、事前にＦＡＸで送るの

が煩わしい、返書が来ない場合がある、紹介患者の新患予約を入れら

れる枠が少ないというご意見がございました。  

 ７ページでございます。  

 当院への紹介をためらうときがありますかという設問ですが、現在

の当院の状況は、迷った場合には、ドクター・ツー・ドクターで相談

は可能ですし、疾患が多岐にわたる場合には、臨床研修センターで総

合的に対応することも可能になっているのですが、ためらうときがあ

りますかという設問に対して、ためらうときがあるという方が30.4％

ございました。  
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 下にその理由を二つに分けております。左のほうは周知不足かなと

いう記載でございまして、受け付け終了後に紹介してもいいのかとか、

二つ目のところは依頼先の科を決められないという内容で、いつでも

相談は可能ですので、ある意味、周知不足かなと考えているところで

す。  

 右の事柄ですが、上のポツで、症例によっては受け入れを断られる

場合がある、それから、ちょうど真ん中あたりで、患者来院時の待ち

時間が長いとか、その下で、特定の曜日、時間を希望している場合は、

依頼しやすい診療施設を頼ることが多いということで、ある意味、全

てを可能にするためには、院内としても相当の体制なり改善なりをす

る必要があるのかなという事柄でございます。  

 ８ページ目については、返書についてのアンケートでございます。

診療情報提供書返書率で、２週間以内にしているかというところで、

現在、当院は83.8％となっていますが、その返書の速さについては、

不満、やや不満を合わせて約10％でございました。また、内容の解り

やすさのところで、解りにくいと回答いただいた方が1.8％ございまし

た。  

 ９ページでございます。  

 ここからは救急医療についてですが、入院患者についての柱の二つ

目の救急医療になろうかと思います。当院に入院した場合のルートの

比較を棒グラフで記載しております。当院の場合、紹介が75％、救急

が９％、その他が16％ですが、全国Ⅱ群病院の平均を見ると、救急経

由が16％ということで、当院はちょっと低いのかなと見てとれます。  

 10ページですが、救急の最近の状況を示しております。右のほうは

経路別を記載しておりまして、救急車での搬送は約半分の3,156人で、

左のほうに棒グラフがありますが、３次救急以外の部分で伸びてきて

いるのが見てとれます。  

 めくっていただきまして、11ページでございます。  

 地域の医療機関に対するアンケートの中では、当院に期待している

内容として、救命救急センターに期待をしているという声が大きいと

いうことが割合でも見てとれるかと思います。  
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 12ページは、救急の応需状況についてまとめてございます。  

 左上の（Ａ）ですが、救命救急センターの応需率は74.6％で、不応

需の主な理由として、他の搬入と重複、そのときに院内診療科の応援

が困難だったなどになります。  

 臨床研修センターでの３次救急以外での対応ですが、応需率は91.9％

となってございます。  

 13ページは、受け入れた後の病床の稼働状況をまとめております。  

 まず、全体の一般病床の利用率ですが、平成27年度、28年度、29年

度と少しずつ増加していて、29年度は76.7％です。右のほうに救急特

定病床の利用率をまとめています。ＩＣＵで54.6％となっております。

今年度に入ってからは70％ぐらいですが、昨年度は若干低かったとい

うことです。そして、下のほうに、特定入院料として算定できなかっ

た理由についてまとめてございます。  

 次の14ページをごらんください。  

 三つ目の経営課題の入院期間についてでございます。  

 左上の（Ａ）のＤＰＣ入院期間の割合ですが、Ⅲ・Ⅲ超の率は24.4％

となっておりまして、そのうち、何日間経過していたのかが右の円グ

ラフで、10日未満というのが75％となっているところでございます。

下のほうには診療科別の割合をあらわしております。  

 めくっていただきまして、15ページでございます。  

 経営課題の四つ目の手術についてでございますが、当院は、現在、

11の部屋で手術を行っており、１日あたりの手術件数は、左上の折れ

線グラフにございますように、平成29年度で28.5％となっております。 

 下のほうに行きまして、（Ｂ）の稼働率ですが、平成29年度の平均

は54.1％です。ベンチマークのほかの病院と比べてみても1,600件ほど

低い状況になっております。  

 16ページでは、ポリペクトミーと白内障手術ということで、最近は

外来でも手術をやられているものを市立札幌病院とベンチマークの病

院で比較してございます。  

 ポリペクトミーで見ますと、市立札幌病院は、外来で10％行ってい

るが、ベンチマークでは54％です。白内障においては、当院は、100％
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入院で対応しておりますが、ベンチマークでは約半分となっておりま

す。  

 続きまして、17ページでございます。  

 経営課題の五つ目ということで、ここでは、曜日ごとの病床稼働率

と入院と退院の状況をあらわしております。  

 病床稼働率ですが、曜日ごとに異なっており、水曜日がピークにな

って 91.3％、低いのが日曜日で 76.9％で、その差は 15％ほどございま

す。  

 続きまして、18ページでございますが、ここからは外来の状況につ

いてまとめております。  

 まず、課題の六つ目として、外来患者数についてです。  

 左の棒グラフは、外来の単価別の構成を出しております。左下の網

かけは2,000円未満の部分ですが、全体の26％、４分の１という構成割

合になっております。右のほうは、外来に来る患者の回数、割合でご

ざいます。13回以上と多く来院されている方が15％ほどになっており

ます。  

 続きまして、外来単価の関係を19ページから整理させていただいて

います。  

 ここでは、外来の単価で非常に大きいインパクトを与える外来化学

療法室の稼働をお示ししているのですが、当院はベンチマークと比べ

て若干低い状況になっております。  

 ただ、右のほうに化学療法室の稼働状況をお示ししていますが、大

体120％で推移しております。これは化学療法室でホルモン療法も実施

しているため、高い稼働率になっているという状況でございます。  

 20ページでは、当院の機器の稼働率についてお示ししております。  

 当院は、表の上から６番目のところにございます。表の中で網かけ

になっているのは平均以上のところで、当院は、ＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥ

Ｔ－ＣＴを合わせて平均を下回っている状況でございます。  

 21ページは、最後の経営課題になるのですが、費用についてまとめ

させていただいています。  

 21ページには、費用として、給与費、材料費、委託費が全体の中で
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高い割合を占めているのが見てとれるかと思います。  

 22ページは、それぞれのベンチマークとの比較をしております。給

与費、材料費、委託費のそれぞれですが、ベンチマークよりも高い割

合になっているのが見てとれるかと思います。  

 その中で、まず、給与費についての分析を23ページでしております。 

 収益に対する給与費の比率は、収益力、患者当たり職員数、給与単

価という形で分解することができますが、職員数と給与単価について

は、右のグラフを見てもわかるように、ベンチマークの病院とほぼ同

じ水準でございますけれども、一番上の収益力で低くなっているのが

見てとれるかと思います。収益が低いのが率が高い原因であるという

ことがわかるかと思います。  

 参考までに、24ページに当院の職種ごとの職員数をまとめてござい

ます。  

 めくっていただいて、25ページでございます。  

 材料費の部分のベンチマークとの比較と、これまでの当院での取り

組み状況について、右に記載しております。  

 薬品費は３億7,000万円ほどございますが、ベンチマークと比べると

４％ほど高いという形になります。これまでの取り組みとしては、卸

売業者との価格交渉やジェネリック医薬品への切りかえなどを進めて

きたところでございます。  

 また、下の医療材料費につきましては、これも価格交渉をしてきて

おりますし、共同購入による価格の削減も行ってきているところです

が、ベンチマークよりも若干高い状況となっております。  

 26ページには委託料について記載しておりますが、委託料について

は、全体の14％の項目で80％ぐらいを占めるということで、27ページ

にその内訳をまとめております。  

 棒グラフの左からですが、医事事務、設備管理、システム保守の上

から三つで全体の50％ぐらいを占めているところでございます。  

 それぞれの委託項目の内訳につきましては、右にまとめております。 

 資料の説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。  

○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した。  
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 ただいま、事務局から、経営課題について、入院、外来、費用と大

きく三つに分類しまして、それぞれの課題を八つ選んでいただいたわ

けですけれども、これらの課題について、これからご質問をお受けし

たいと思います。  

 まず、進め方としましては、事務局から提案していただいた経営課

題①から⑧の順番に沿ってご質問、ご意見を伺いたいと思っておりま

す。どうぞよろしくお願いします。  

 まず、第一に、３ページの地域からの紹介という項目に関する課題

について、どなたかご質問、ご意見はありますか。  

 右の円グラフの直接来院というのは、紹介状を持って直接来る患者

の数ですか。  

○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  紹介状を持って当院に直接来院された方の割

合でございます。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  紹介率が79％ですから、21％は紹介状を持たずに来られ

ているということですか。  

○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 さようでございます。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  その下のほうに各科の紹介件数が書いてあるのですけれ

ども、これについて、ご質問、ご討議はありますか。  

 これが実態だということですね。  

○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 はい。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  では、次に、４ページですけれども、地域からの紹介が

どの辺の地域から来られているのかということで、先ほどご説明があ

りましたように、ＪＲ沿線からということで、基本的には当院から30

分以内の方が大部分であるということです。ですから、市立札幌病院

というのは、この市立札幌病院の地域の方々に最も患者として来てい

ただいていると理解してよろしいわけですね。  

 これが現状だということですが、これについて質問や意見はござい

ますか。  

 これは、前回もお話があったように、地域の先生方を応援する病院

としてありたいということだったのですが、ほかの地域からは余り来

られていないということですね。札幌市内でも、この周辺の病院から
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の紹介がかなり多いということで、この辺で何か改善しなければなら

ない点はありますか。  

 もうちょっと考えたいということはありますか。  

○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  事務局からですが、どうしても患者のことを

考えると、通うことを考えると、交通機関の利便性が高いところにな

らざるを得ないところがあろうかと思います。例えば、厚別区、南区

は45分圏内のところで低くなっていますが、どうしても乗り換えで、

地下鉄、バスに乗って、ＪＲに乗ってとなると、利用する患者の方々

の負担もありますので、そういう面では、ある程度限られたところか

らふえてきているというのは、ある意味、自然な状況だと思っており

ます。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 わかりました。  

 いろいろな病院からの紹介を受け入れてきちんとした地域医療を形

成したいということですので、退院後の外来の通院はその地域の病院

にお願いするということであれば、必ずしも通院の利便性を考えなく

てもいいのかなという気がするのですが、田中アドバイザー、どうで

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 これは、全部が入院患者でしたか。  

○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 そうです。  

○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  入院患者だと、確かにもう少し広域でもいいの

かなという感じがします。ただ、ご家族のことを考えると、これは慢

性期に言えることかもしれませんけれども、慢性期だとお見舞いに行

くとか利便性があるかもしれませんが、30分圏内に全部集まっていま

す。多くの病院がそうでしょうけれども、これがどの程度になるのか

というのは、私どものデータからすると、外来より、むしろ入院のほ

うが全域からという感じがします。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  各医療機関から信頼されるということであれば、もうち

ょっとほかからも入院患者に来ていただいて、外来はその地域にお返

しするということがあれば、もっといいのかなという印象があります。

しかしながら、患者の利便性を考えれば、やむを得ないのかなという

ことでございます。  
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 そのほか、この点に関して質問や意見はございますか。  

 井上参与に伺いますが、一般には、大きな大学病院ということで、

こういうことに関してはどうですか。  

 地域の病院ということですから、それでいいのだろうと思いますけ

れども。  

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与  高度な急性期病院は、やっぱり広域から患者を獲得しな

い限り、なかなか難しいと思います。ただ、余り広域から獲得すると

いうことになると、これだけの激戦区ですから、民業を圧迫みたいな

話も出ると思うので、私の立場としてどう言ったらいいか。  

 でも、予定入院の患者ではないですかね。患者は遠くからも来ると

思いますし、あとは、救急は、断らないで、最後のとりでであれば、

そういう方もやむを得ずここに来るということはあると思うので、き

ちっと受けて、地域にお返しするというのが重要だと思います。  

○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した。  

 それでは、このことに関する検討は、そういうことでよろしいでし

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 では、次の５ページに移りたいと思います。  

 地域の医療機関に対するアンケート調査でございますが、こういう

ものは、一般には満足が大体多いのです。満足、やや満足が84％で、

大分の方が満足していただいているということです。これは、患者か

らの満足度ではなくて、医療機関からの満足度ですね。地域医療セン

ターとして、非常に満足している医院がたくさんあるということで、

これは非常にいいことだと思っています。  

 その次は、アンケートから見える課題ということです。  

 紹介しやすいかどうかという話ですが、満足、やや満足が84％なの

ですけれども、しやすさということに関しては若干落ちているという

ことですね。  

 しにくさの原因として、事前に市立札幌病院にＦＡＸで紹介状を送

る必要があるのが煩わしいとか、患者紹介に係る返書が来ない場合が

あるとか、新患予約を入れられる枠が少ないというのが、しづらいと
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いうことの原因であるというアンケートです。  

 この辺は、改善課題ということかもしれませんけれども、荒木委員、

これに関するご質問はございますか。  

○荒木委員○荒木委員○荒木委員○荒木委員 次のページまで行ってもいいですか。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 どうぞ。アンケートから見える課題ですね。  

○荒木委員○荒木委員○荒木委員○荒木委員  まず、不満足があるのは仕方がないことだと思います。

そして、７ページでは周知不足と体制強化等が必要な課題に分けられ

て書かれています。周知不足というのは、周知をきちっとする必要が

あると思うのですけれども、体制強化等が必要な課題については、全

てを強化する必要があるのか、市立札幌病院としては、どこを強化す

ればいいのかというのは、きちっと吟味していいと思うのです。  

 これに合わせて、担当医師が不足している専門分野の医師を確保す

るのが経営上の課題としていいのか、それとも、今の人数でいいので、

市立札幌病院のこの専門分野はこの人数で行きますということでいい

のか、このご意見の中身については、市立札幌病院としての対応を吟

味したほうがいいと思っていました。  

 その中でも限りなくニーズに応えられる努力が必要だと思いますの

で、ためらう理由をなくす努力ができるのかというところに力を注が

れたらいいと思いました。  

○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した。  

 それでは、次のアンケートから見える課題も含めて、ほかにご質問

はございますか。  

 確かに、今、荒木委員から話がありましたように、市立札幌病院と

してどこに注力したいのかということが大切かと思っています。全て

を満足するのはなかなか大変ですし、もちろん周知不足に関してはい

ろいろな意味で周知してもらいたいのですけれども、体制強化の場合、

全ての体制強化ができればいいのですが、当院としての力の配分をど

う考えるかということによるのだろうと思います。  

 その点は、関病院事業管理者はどういうふうにお考えですか。  

○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  荒木委員がおっしゃるように、当院として、努

力してやれるところもあれば、努力してもなかなか難しい分野もある
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と思いますので、ここに挙げられた項目の中で、努力してできるとこ

ろは何とか努力して、ためらわずに送っていただけるような体制をと

りたいと思います。  

 特に、ドクターの人員の配置など、なかなか難しい分野もございま

して、すぐにできるものではないのですけれども、まずは、すぐにで

きるところから始めていきたいと思います。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  ８ページの返書率が83.8％というのは、17％は返書をし

ていないということですか。全く梨のつぶてということですか。  

○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  こちらの数字は、２週間以内に返書をしたと

いう率でありまして、その後、返書をしている部分もございます。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 それはどうしてチェックができないのですか。  

 診断の関係やいろいろな事情でおくれることはあるのだろうと思い

ますけれども、結局、全く梨のつぶてというのは具体的にどのぐらい

あるのですか。  

○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  例えば、合併症で、受け入れた科からほかに

転科したとか、長期にわたって病状が安定しないために返書をするこ

とができないとか、いろいろなケースによってできない場合がござい

ます。そして、２週間以内にできていないというのが83.8％となって

ございます。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  結局、きちんとした返事がされれば問題ないのだろうと

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 補足説明します。  

 事務返書は100％近く行っているのですけれども、受診した後、専門

の診療科で検査等を行って、最終的な返書はほとんど行えるのですけ

れども、２週間以内となるとこの数字になるというふうに捉えていた

だきたいと思います。検査を進めていって、１カ月先というふうに時

間がたってしまうこともあります。  

 ただ、ここは、医者から２週間以内に返事を出すということを取り

組みとしてもう少しやらなければいけないかなと考えました。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  それは次回の課題になるのだろうと思います。やっぱり

心配しているわけですからね。  
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 また、今の話ですが、事務返書というのは、当院に受診されました

というご連絡ですね。それはほぼ100％ということで、送ったほうとし

ては安心していられるということです。それが100％なのであれば、こ

のパーセンテージはやむを得ないという感じはします。  

 そのほか、これらに関して何かございますか。  

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与  ６ページの下の紹介しにくい理由に、紹介患者の新患予

約を入れられる枠が少ないと書いてあります。多分、これは氷山の一

角の意見で、どこの病院もそうだと思うのですが、そう思っている方

はたくさんおられて、紹介しようと思っても、２週間先ですと言われ

たら、開業医の先生も、あの病院は二度と紹介しないと思うと思いま

す。どこでもそういうものですよね。  

 ですから、この枠を広げるためには、外来患者数をもっと減らして、

逆紹介をして、地域と連携する必要があるだろうと思います。それは、

今の市立札幌病院には非常に重要なことだと思います。  

 飛びますけれども、18ページは、外来の受診回数が多いということ

です。実際に、通院回数がほかの病院と比べてもかなり多いと思いま

すので、再診患者が多く、結果として19ページの単価が安くなってい

るということです。  

 そんなに安売りをせずに地域と連携してということが大事だと思い

ますし、そうすれば、ドクターの手もあくわけですから、紹介もスム

ーズに受け入れられるということだと思います。  

 それでも、病院の収入が減ることはありません。減るのは、コンビ

ニや売店の売り上げなどです。軽い患者が来なくなると、そういうの

が減るのです。それはそれで、しようがないのではないでしょうか。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  確かに、紹介してもらっても、受け入れられなくて１週

間後とか２週間後であれば、２回目の紹介になかなか届かないという

ことだろうと思います。そういう意味では、次の課題の外来患者との

兼ね合いで、人的パワーも含めて、それをどうやって上げるかという

ことはこの次の課題になってくると思っています。どうもありがとう

ございました。  

 それから、アンケートから見える課題に関して、今委員、何かあり
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ますか。  

○今委員○今委員○今委員○今委員  本日は、産業医業務で面談をしておりまして、おくれてし

まいました。申しわけございません。  

 私の実感としては、市立札幌病院様には非常にお世話になっている

のですけれども、患者から、新患予約をこんなに長く待っているのか

と言われたことは一回もありません。私は結構ご紹介させていただい

ているのですけれども、地域の医療機関に対するアンケート調査の満

足度を見ますと、満足とやや満足でかなり大多数を占めているのです

が、私は、こちらのほうがそうだと思っていました。  

 実際問題、患者からクレームが来たことは一度もなく、こんなに早

くしてくれるのかと、かえって喜んでもらったというのが実情でござ

いまして、今、ちょっとびっくりしていました。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  今委員のご印象としては、そんなに待たされた記憶はな

いということですね。  

○今委員○今委員○今委員○今委員 はい。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  それは、入院に関してですか。それとも、病院に来てか

らの待ち時間ということですか。  

○今委員○今委員○今委員○今委員  事情がよく読み込めていないのかもしれませんが、受診ま

での時間と、それから、受診から検査までの時間が非常に短くて、患

者の満足度も非常に高いと思っていました。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 そういうこともあるということですね。  

 アンケートから見える課題ということで、笹本アドバイザー、どう

でしょうか。  

○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  これを拝見しまして、やはり私たち医療機関と

しては、市立札幌病院に対して、かなり満足されている方が多いので

はないかと思います。  

 基本的に、ＦＡＸというのは、緊急性がない患者さんの場合なので、

私どもの場合でも、患者さんが待たされたというイメージはないので

すが、緊急性のある場合は、やっぱりドクター・ツー・ドクターで必

ずお願いするのですけれども、これを拝見していますと、夜間、休日、

深夜帯というときにいろいろ不満があるということは、ドクター・ツ
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ー・ドクターがうまくいっていないケースがあるのではないかと思い

ます。そういう医療機関が不満があるのではないのかと思いました。  

 受け入れる体制もなかなか大変ですけれども、何か改善する余地が

あれば、医療機関のほうで、特に今、土曜日の午前中は普通の医療機

関はやっていますから、多分、そのときに困っているケースがあるの

ではないのかというのがこれを見た印象です。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 田中アドバイザーは、これに関して何かございますか。  

○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  どこも似たような問題を抱えているのだと思い

ますけれども、先ほど言いましたように、外来の単価は1,000円未満と

いうのが多いです。これは、ただ診察をしているだけですね。顔を見

ているだけですね。医療行為は何もしていないということです。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 外来の課題ということですね。  

 次に進ん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 次は、９ページの課題②の救急医療でございます。  

 先ほど、救急経由からの入院が、ベンチマークに比べて若干少ない

というご説明がありました。救急患者をたくさん診ている割には、そ

の比率が少ないのが実態であるということで、大部分は紹介患者で、

紹介状なしも16％いるということでございます。  

 これに関して、ご質問などはございますか。  

 次の救急医療に係る当院の現状ということで、２次、３次の救急患

者ということで分けてございます。  

 これでびっくりしたのが、ウォークインがかなり多いということで

す。ウォークインというのは、歩いて来るということだと思いますけ

れども、具体的には添書も何も持たないで来るということですか。  

○向井副院長○向井副院長○向井副院長○向井副院長  私からお答えします。  

 再来の患者で、ふだんかかっている患者が夜中にぐあいが悪くなっ

てこちらに来られるときに、救急車ではなくて自家用車などで来られ

るというものがほとんどです。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 一応、病状としては救急となるわけですね。  

○向井副院長○向井副院長○向井副院長○向井副院長  中には救急の方もいらっしゃって、対応しなければい
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けないということもございます。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  再来患者であれば、市の救急センターとの連携は余りな

いわけですね。  

○向井副院長○向井副院長○向井副院長○向井副院長  夜間急病センターに行かれてからこちらに来られる方

もいらっしゃいます。それから、病状によって、風邪などでしたら夜

間急病センターに行かれている方もいらっしゃいます。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  それは、ある程度セレクションしないと、先ほどの入院

の枠を広げるというところになかなか行かないという感じもしますね。 

○今委員○今委員○今委員○今委員  今の件に関して、ウォークインの患者で、かかりつけでは

ない患者で、時間外で救急にかかっている患者の割合はわかりますか。 

○向井副院長○向井副院長○向井副院長○向井副院長  基本的に、新患のウォークインの方がここに来たとき

には、夜間急病センターなどをお勧めするのですけれども、玄関をま

たいでしまわれると、受診をお断わりするのがなかなか難しいという

ことがあるので、そういう方は原則から外れて診るということもござ

います。  

○今委員○今委員○今委員○今委員 受けてはいただけるということですね。  

○向井副院長○向井副院長○向井副院長○向井副院長  はい。  

○今委員○今委員○今委員○今委員 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  これに関するアンケートですが、各病院の先生方の６割

が救命救急センターに期待をされているということですね。当院とし

ては、精神医療センターや、総合周産期母子医療センターにも期待し

てもらいたいのですけれども、25％ということですか。  

 この25％、60％というのは、アンケートの中で、60％が期待をして

いるに丸をつけたということですね。だから、例えば、精神医療セン

ターの場合は、75％が期待をしているというところに丸をつけなかっ

たと解釈してよろしいのですか。  

 期待していないということではないでしょうけれども、特には期待

していないということです。それは、複数回答ですよね。そういう意

味では、当院としては、不採算部門である総合周産期母子医療センタ

ーとか、当院で力を入れたい精神医療センターにももっと期待度を上

げてほしいということはあるわけですね。  



 - 17 - 

 そういうことから課題が見えてくるかもしれません。  

 この点に関して、ご質問はありますか。  

 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  今、金子会長がおっしゃったことで、なるほどと思った

のですけれども、病院としては、精神医療センターとか総合周産期母

子医療センターが特徴の一つだというご説明を前回からもいただいて

いるのですけれども、一方で、アンケートでは期待度が余り高くない

ということは、どうしてなのでしょうか。  

 事情がちょっとわからないのですが、それは、周知が足りないから

なのか、それとも、市立札幌病院が思っているほど地域の病院から期

待されていないのか、もし理由がおわかりであれば、教えていただけ

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  このアンケート調査を行った調査先の問題にな

ると思います。アンケート調査を行った医療機関というのは、私ども

の病院をよく利用していただいている病院ないし診療所ということで

す。  

 そういったところがお困りになっているのは、現状としては、救急

医療ということの裏返しだろうと思うのです。精神疾患を持っている

患者が受診されるとか周産期の患者が受診されるというところは、こ

の中に余り入っていなかったと考えております。  

○平本委員○平本委員○平本委員○平本委員 ありがとうございます。  

 これは、どこで申し上げようか迷っていたのですけれども、実は、

今回のアンケート調査というのが、100の医療機関と10の健診機関です

ね。しかも、回答が56で、ちょうど半分ぐらいなのですね。  

 私は、アンケート調査を研究で使うものですから、満足度というの

は、100％真に受けてはいけない可能性があります。つまり、満足を感

じていないから回答しないということもあります。  

 まずは、満足度は84％だからおおむねいいというふうに盲目的に考

えてはいけない可能性があるということが、１点、テクニカルなご指

摘です。  

 もう一つは、もう少し本質的な話ですけれども、やはり地域の医療
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機関に資する病院というのがミッションであり、最後のとりでという

ことを一番重要なキーワードとして存続するのであるとすると、地域

の医療機関からの満足度というのは、突き詰めると、究極的な経営指

標になると思うのです。  

 経営課題というときに、数値であらわれる結果の部分、すなわち、

赤字、黒字という最終的な形で出てくるものと、満足度のような質的

なものとがいろいろ入っています。一方、井上参与がおっしゃったよ

うに、余り真剣にやり過ぎると、今度は民業を圧迫というような別の

批判を受ける可能性があります。  

 そういうことをもろもろ考えたときに、一番重視するべきことは、

いつも申しますように、赤字を出していいのだ、垂れ流していいのだ

ということを言うつもりはないのですが、地域の医療機関に対する満

足度を恒常的に上げていくことが、多分、こういう大きな公立病院、

特に医療資源が集中している札幌圏における公立病院の一番重要な使

命ではないかと思うのです。  

 そういう意味では、こういうアンケート調査の精度を上げながら、

地域の医療機関のニーズをきちっと満たしているかどうかを常に検証

しながら業務を行っていくということが重要ではないかと思います。  

 まとめのような話になってしまって申しわけないですけれども、ご

説明いただいたときに私が一番感じたのはその点です。  

○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した。  

 そのとおりで、すばらしい意見だと思っています。  

 このアンケートに関しては、バックグラウンドにも若干偏りがある

ということと、50  数％の回答率であるということから、いろいろなゆ

がみがあるのかもしれないと思っています。  

 次にどんどん進めなければならないのですけれども、救急応需状況

に関しては、救命救急センターは74.6％、臨床研修センターの１次、

２次に関しては91.9％ということです。これに関しては、かなり高い

応需率でいいと思うのですが、ご質問などはありますか。  

 田中アドバイザー、これに関して何かありますか。  

○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  僕も、どこの病院でも救命救急センターの不応
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需というのはあり得るのだと思うのですけれども、問題はその後だと

思うのです。市立札幌病院の場合は、多分、紹介されている患者です

ね。その後のフォローをどうしているかが一番問題で、その場では断

っているのでしょうけれども、その後をどうフォローしているかは一

番肝心ではないかなと思います。ドクター・ツー・ドクターでも、情

報が入れば、断った理由をこちら側で明確にして、再度、訪問をして、

その理由をきちっと説明して、納得してもらうような努力をしないと、

いわゆる集客努力をしないとだめなのだろうと思っています。私ども

手稲渓仁会病院が十分だとは言いませんけれども、そういう努力の積

み重ねが結果として出てくるのだろうと思います。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  その後、25％前後の患者に対するフォローをどうするか

というのは、これからの課題として考えたいと思います。  

 次に進みます。  

 救急受け入れのための病床の稼働状況ということで、去年のデータ

ですが、一般病床の利用率は76.7％で、救急特定病床の病床利用率は、

ＩＣＵが55.7％で、この表にあるとおりですけれども、この点に関し

て、病床平均稼働率と特定入院料算定率がＨＣＵはかなり低くなって

いるのです。ＳＣＵはないわけですが、脳卒中の急患の患者は、どこ

に入るのですか。  

○松本業務改善支援課長○松本業務改善支援課長○松本業務改善支援課長○松本業務改善支援課長 事務局からお答えします。  

 病態によって、ＩＣＵに入るか、ＨＣＵに入るか決定しています。  

○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  この数字を見ると、ＩＣＵの例をとりますと、

病床平均稼働率が 54.6％、特定入院料算定率が 55.7％で、 25％しか適

応患者がいないということで、その辺はどうかと思います。３次救急

しかやっていない割には、低過ぎるのではないかと思うのです。広く

患者を集めているのだったらまだ理解できるのですけれども、３次し

かやっていないのにこれだというのは、特定入院料算定率が余りにも

低すぎ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  この辺からこれからの経営課題が見えてくるかと思いま

す。  

 きょうは、経営課題をどうするかということで、それを解決するた
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めの議論ではないので、それでよろしいですか。  

○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 はい。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 ほかにこの点に関して、ご質問はありますか。  

（「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  次は、当院の経営課題③の入院期間ということですけれ

ども、入院期間Ⅰ・Ⅱが75.6％、Ⅲ・Ⅲ超が24.4％ということで、Ⅲ・

Ⅲ超の人たちの入院期間が、この円グラフにあるということです。  

 これに関するご質問、ご討議はありますか。  

 科によっては、例えば、血液内科とか整形外科は、ある程度やむを

得ないのかもしれませんね。  

○荒木委員○荒木委員○荒木委員○荒木委員  どうしても長くなる患者はいらっしゃるので、本当に長

くなって仕方がない方を早く帰すというのはサービスの低下につなが

りますから、どういう方が長くなっていて、長くなっていることが問

題だと思われるケースがどういうケースなのかというあたりをしっか

り分析して、対応を考えていかれたらいいのかなと思います。クリテ

ィカルパスなども使ってらっしゃると思うので、そこの検証などをさ

れながら、どの患者にどういう期間が必要かという観点で検討してい

ただけたらと思います。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  Ⅲ超の患者の実態はどうかということですね。やむを得

ないことはあると思うのですけれども、本当にやむを得ない事情なの

か、いろいろな状況でそうなのかということですね。  

 井上参与、その辺はいかがですか。  

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与  期間Ⅱまでで75.6％というのは、合格ラインだと思いま

す。北海道で一番いいぐらいではないですか。どうしても外れる方は

います。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  Ⅲ超の方は、やむを得ない事情で、それなりの状況であ

るということで、必ずしもⅠ・Ⅱで帰す必要はなく、帰せない方もい

らっしゃるわけです。  

 ほかになければ、その次に移ります。  

 当院の経営課題④の手術件数に関してです。  

 これは、ベンチマークに比べて1,500件ほど少ないということです。
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これは、麻酔科の先生の数とか、手術患者とか、質に関係するもので

すけれども、実際には少ないということです。これに関するご意見、

ご質疑はありますか。  

 麻酔科の先生は何人いらっしゃいますか。  

○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 ９人です。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 ９人で回しているということですね。  

 井上参与、この規模の病院の手術件数としては、このぐらいですか。 

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与  決して多いわけではないと思いますけれども、突然、手

術をいっぱいやれというのも無理だと思います。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 そうですよね。  

○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  一つ気になるのは、次の16ページにある白内障

手術が100％ですね。954件ですから、およそ1,000件です。要するに、

麻酔科医が必要ない手術なはずなのです。人数換算をしていないので

よくわからないですが、それにもかかわらず、こうだというのはどう

かと思います。  

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与 先ほど､手術室が11室とおっしゃいましたね。眼科がかな

り多いと思うので、実質、眼科の部屋を除いて10室だったとして、麻

酔科が９人だったら、１部屋１人ですから、決して少なくはないと思

うので、麻酔科が少ないことが手術が少ない原因にはならないです。

それを言ったら、言いわけにしかならないと思います。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 何が原因なのですか。  

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与 手術症例数がないのではないですか。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  そういうことですね。結局のところ、手術される患者さ

んの病状の質的な問題ということですね。そうすると、手術適用の患

者をどういうふうにふやすかがこれからの課題ということになるでし

ょうか。  

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与 はい。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  それと同じことですが、次の課題⑤の（入院）その他に

なります。  

 曜日によって入院に差があるということですが、月曜日に入院患者

が多いということは、ここが非常にいい病院であるということの証左
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であると私は思うのです。金・土に入院させないで、月曜日に入れる

ということです。土・日という無駄な費用をつくらないということで

す。  

 ただ、それでいいのかどうかは、いろいろな議論があるところだと

思いますけれども、金・土に退院させて、月・火に入院させるという

のは、非常に良心的な経営であると私個人は思うのですけれども、こ

の辺の意見はどうでしょうか。  

○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  そうすると、月・火に手術する入院患者はどう

するのか。いつＩＣをとるのか。  

 考えたら、僕たちはやっぱり土・日に入れないと、ＩＣがとれませ

んので、あるいは金曜日の外来でやるかですね。その辺だと思うので

す。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  要するに、月曜日、火曜日に手術予定を入れないで、月

曜日に入ると、月曜日はもちろんできないわけですね。そういう意味

では、月曜日に手術の患者を日曜日に入れて術前の検査をしてもらう

ということは、もうちょっと考えるべき一つの方法かということです

ね。  

○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 はい。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  確かに、予定入院ですから、それは可能ですね。それが

これからの検討課題になる可能性があるということです。  

 次に、当院の経営課題⑥の外来患者数です。  

 これは、先ほどからいろいろなご意見があるところですが、８カ月

間でどうだったかというデータだと思います。８か月で１回から４回

来ている人、あるいは、９回から12回来ている人ということで分けて

あって、それが左です。  

 右は、外来の単価がどのぐらいかということで、 1,000円から 2,000

円未満が26％でかなり高いです。この辺は地域にお願いして、もっと

ほかのほうで受け入れられる余力をつくったほうがいいのではないか

というご意見ですね。  

 井上参与は、それでよろしいわけですね。  

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与 はい。  
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○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 これに関するご意見はありますか。  

 それは、ほかの病院になかなか戻せない理由があるわけですか。  

 例えば、 1,000円から 2,000円ぐらいの単価の安い人で、先ほど話が

あったように、ちょっと来てもらって薬を出しているという感じです

ね。  

○向井副院長○向井副院長○向井副院長○向井副院長  一つの例としては、例えば、私どもの場合、内科が八

つに分かれているのですが、糖尿病をお持ちで循環器にかかっていて、

腎臓も悪いということで、１人で３科ぐらいかかる方がいらっしゃい

ます。あとは、眼科にかかったりですね。そういうような方は、ここ

でかかれば一つで全部が済んでしまうのです。  

 そういう方が結構いて、そういう方を外に出そうと思うと、全ての

科で話し合っているところから出さないといけないということで、か

なり大変なことになります。ですから、むしろ、その人にはそのまま

いてもらったほうが説明もせずに楽に済むというのが多いのではない

かと推察しています。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 事情としては、そういうことなのですね。  

 ただ、主力をどこに置くかということに関しては、もうちょっと問

題が出てくると思います。それは次の課題になると思いますが、複数

科にかかっている患者にまとめて来てもらうというのは、利便性とい

うことを考えれば、やむを得ないと考えておられるのですね。その一

方で、先生方や職員がもっと別なところに力を注ぎたいという場合は、

もうちょっと考えなければならないので、次回の問題になるかと思い

ます。  

 井上参与、それでよろしいですか。  

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与  こういう高度な急性期病院では、便利な複数科受診とい

うのは患者に控えていただかなければいけないと思います。きょうは

足が痛いから整形外科へというのは、お断わりするべきだと思います。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  そういうことも考え方としてあるということで、これか

らの経営課題だと思っています。  

 次に、当院の経営課題⑦の外来単価です。  

 今の話の続きですけれども、化学療法室の稼働率が118.4％であると
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いうことです。これは、ホルモン療法も含まれている数です。  

 ホルモン療法というのは、時間がかかる注射か何かがあるのですか。 

○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  ほとんどの場合、皮下注で対応できるので、そ

んなに時間がかかるものはありません。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 ワンショットで終わるということですか。  

○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 そうです。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 それも入れて稼働率が118.4％ということは、ベッドの占

有時間がもっともっと低くなるわけですね。簡単に言うと、１回打っ

て帰ってもらうと。  

○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  おっしゃるとおりです。数字上はこうですけれ

ども、ベッドがあいているときは、そういうことはあります。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  井上参与、これは一般的にどうですか。ホルモン療法も

入れると、一般の病院と比べるとどうでしょうか。  

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与 圧倒的に低いのではないですか。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  この辺も、これからの経営課題ということで考えたいと

思います。  

 その次に、ＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴの稼働率ということですが、１台

当たりの平均数でいくと、そんなに違わないということでしょうか。  

 これも、不要な検査はする必要がないわけですから、一般的にこの

ぐらいでいいのかなと思います。  

 この規模の病院としてこれぐらいの数というのは、井上参与、どう

ですか。  

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与  比較している病院よりは少ないですね。ただ、入院でや

れば包括になりますから、多分、トータルの件数だと思うので、外来

でやったほうがいいということですかね。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  そうですね。これは外来の問題ですね。入院も入ってい

るのですか。  

○宇○宇○宇○宇都宮経営管理部長都宮経営管理部長都宮経営管理部長都宮経営管理部長 事務局からお答えします。  

 入院と外来の両方が入っていまして、ＣＴは外来割合が72％ぐらい、

ＭＲＩが75％ぐらい、ＰEＴ－ＣＴは、ほぼ100％が外来でございます。 

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与  ほかの病院に比べると、入院が多いですね。もうちょっ
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と外来化したほうがいいかと思います。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  それも外来単価を上げる一つの方法だと思いますし、こ

れからの経営課題ということだと思います。  

 当院の経営課題⑧の費用ですけれども、21ページになります。  

 これは、費用全体を100とした場合のいろいろな費用の割合ですけれ

ども、田中アドバイザー、これに関してはどうですか。  

○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  給与比率は、結局、人件費率ですよね。かなり

高いのだろうと思います。  

 また、僕は、意外と委託費が多いと思っているのです。これをご説

明に来た方にも言ったのですが、消費税が10％になろうというときに

委託費をどんどんかけていると、また大変な目に遭うということがあ

りますので、具体的にどうしたらいいのかわからないですけれども、

固定費が多過ぎるなという感じを受けました。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  人件費は、給与費と委託費も大部分が人件費ですね。だ

から、人件費としては、給与費プラス委託費のかなりの分と考えてい

いわけですね。人件費としては60％ぐらいということでしょうか。  

○向井副院長○向井副院長○向井副院長○向井副院長  はい。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 井上参与、この辺の割合はどう見ていますか。  

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与  22ページにありますが、委託費が10％を超えるというの

は、ちょっと多過ぎると思います。  

 最後に内訳がありますけれども、今、千葉大では、委託の見直しを

自分たちでやるのはなかなか難しいので、コンサルティング会社にお

願いしてやってもらっていて、非常にすばらしい仕事をしてくれてい

ます。例えば、清掃は、皆さん、隅から隅までやっていたりしますけ

れども、余り必要ないところは減らすとか、そういうもので数千万円

とか、ある大学病院は、清掃だけで３億円減ったという話ですから、

千葉大も5,000万円ぐらい減ると思いますので、そういうのをやっても

いいかもしれません。そこは、減らした金額の一定割合なので、初期

投資がかかりませんから、やったほうがいいという印象を持ちました。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  これからの課題として、委託費がちょっと多いような気

がするし、委託内容をもうちょっと検討したほうがいいということは
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これからの経営課題と思っていいわけですか。  

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与 はい。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 そのほかにありますか。  

 平本委員、これに関して何かございますか。  

○平本委員○平本委員○平本委員○平本委員  今、井上参与がおっしゃったような明らかに効果が出る

ようなところは、どんどんやるべきだと思います。  

 一方で、ベンチマークとの比較をするときに一番陥りやすいわなは、

ベンチマークと比べて劣っているとかコストがかかっているというこ

との背後にある意味をきちっと考える必要があります。  

 例えば、先ほどの白内障の入院が100％というときに、白内障は入院

しなくてもできる手術もある反面、金子会長がおっしゃったとおり、

病状によっては入院が必要な重い症状もあるので、そういう患者さん

を多く受け入れているから、結果として入院比率が高まっている可能

性もあるわけです。  

 ですから、この数字だけにとらわれるのではなくて、数字の背後に

ある意味合いをきちっと見ながら議論をしないと、数字がひとり歩き

してしまいます。例えば、先ほどのＰＥＴ－ＣＴの稼働率も、確かに

低いのかもしれないのだけれども、不必要な検査を極力避けることで

実は患者さんのためになっている可能性もあるかもしれません。そう

だとすると、この稼働率を上げるときの方法は、例えば共同利用の受

け入れをもっとやるというほうが合理的なわけです。  

 つまり、数字の背後にある意味をきちっと読み解いた上で経営課題

に対する方策をつくっていかないと、間違ったことになってしまうの

ではないかと思うのです。ですから、この場の議論というのは、その

意味では大変役立っていると思うのですが、数字だけがひとり歩きし

ないということを特に留意した上でこの議論を進めるべきだというふ

うに感じました。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  そろそろ時間が迫っています。その後の材料費のベンチ

マークの比較も、今、平本委員がお話しになったように、ベンチマー

クの数字だけではなく、具体的になぜこれが高いのか低いのかという

内容をかみ砕いて考えた上で独自性を考えたいということです。  
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 ベンチマークが低くても高くても、内容さえしっかりしていればそ

れでいいのではないかということです。  

○平本委員○平本委員○平本委員○平本委員 物によってはですね。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 今委員、全体を通して、何かございますか。  

○今委員○今委員○今委員○今委員  私は、市営企業調査審議会というこの親会議の委員もさせ

ていただいております。例えば、先ほどの向井副院長の18ページの経

営課題の院内の複数科受診の件ですが、市営企業調査審議会には市民

委員が数名入っておられまして、その方たちは、私たち市民のための

病院なのだという意識が非常に強いのですけれども、それを機能の分

化とか効率性などを詰めていくことによって、我々市民のための病院

だという意識が少し薄れてくる可能性も出てくるのではないかと思い

ます。それもしっかりと担保できるような経営健全化に関する専門家

検討会であってほしいと思いました。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  効率だけではなくて、市民の病院であるということをも

うちょっと大切にしてもらった上での効率化を考えてもらいたいとい

うことですね。  

 荒木委員、どうでしょうか。  

○荒木委員○荒木委員○荒木委員○荒木委員  平本委員もおっしゃっていたのですが、数字が目標にな

って、数字を追っていくと、本当の意味での患者のサービスが何だろ

うかというのから外れるのがすごく気になっています。やはり、患者

にとってどんなサービスをするか、また、市立札幌病院は医療機関の

支援ということを目標にしていましたので、どんなふうにしたら医療

機関にとっていいのかというところと数字をすり合わせながら考えて

いけたらいいのかなと思いました。  

○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。  

 笹本アドバイザー、全体を通してお願いします。  

○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  私は、３ページの地域からの紹介ということに

興味を持って見させていただいていました。  

 これは、多分、数の多いほうから順番に書かれていると思うのです

けれども、地域からこの病院に必要とされている実情をあらわしてい

ると思うので、ぜひともそういうものに貢献していきたいと思ってお
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ります。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 田中アドバイザー、いかがですが。  

○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  今、医療経営というのは本当に厳しい時代で、

質を求めつつ、なおかつ提供するサービスの質も考えながら経営の質

も考えなければなりません。というのは、継続しなければサービスも

できなくなってしまうわけですから、継続するためには何が必要かと

いうことも考えてやっていかないとだめだと思います。  

 ただ、議論にならなかったのですけれども、今見ていて思ったのは、

24ページの職員数で、栄養部門なんかは４人です。これだけのベッド

数を、栄養部門４人、そして薬剤部門は院内調剤ですよね。外ではな

いですよね。  

○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 外です。  

○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  それにしても、これだけのベッド数を抱えてい

て薬剤部門も少ないです。この辺は、本当にサービスの質の確保は大

丈夫なのですか。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  この前も聞いたのですけれども、栄養部門は非正規で来

られている方が71名いるのですね。  

○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  ここに書いているのは正職員ですが、札幌市

の任用制度の中に非常勤職員もございまして、そちらは入っていない

数字になります。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  その方もフルタイムで仕事をされているということです

ね。  

○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 ほぼ、そうでございます。  

○○○○金子会長金子会長金子会長金子会長  ですから、これは正規職員の数であって、実際にはそれ

よりもまだいるということですね。  

○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 はい。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 わかりました。  

 井上参与、最後にお願いします。  

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与  市民のための病院という話がありましたけれども、やっ

ぱり市民のためには、最後のとりでとしての役割をきちっと果たすこ

とが使命だと思います。  
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 そういう点では、12ページにドクター・ツー・ドクターの救急の不

応需というのがあります。もちろん、断るなというのは難しいですけ

れども、ドクター・ツー・ドクターのものは何としても受けたいとい

うところです。必要があるから依頼があるわけですからね。  

 そのためには、先ほど、10ページでウォークインという話がありま

した。例えば、ウォークインでも軽い方がおられると思うので、ウォ

ークインは周りにお願いするという意味で、時間外の選定療養費とか、

そういう制度もあると思います。ウォークインで軽い方だけは5,000円

とか8,000円のお金を取りますとアナウンスをすれば、２割ぐらいは減

ると思います。その分をより救急の不応需を減らすことに力を注ぐと

いう選択もあると思いました。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  わかりました。これからの経営課題という次回の話です

ね。  

 菱谷経営管理室長、どうでしょうか。  

○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  きょうは、いろいろと貴重な意見を本当にあり

がとうございます。  

 私どもで整理させていただいた資料をもとに、いろいろな課題が浮

き彫りになってきたのではないかと思っておりますし、今後の解決に

向けた多くのヒントがきょうの議論の中に秘められているのではない

かと思っております。  

 今後、前回までに整理いたしました役割ときょう整理しました課題

をもとに、今後、具体的な方策について議論をさせていただければと

思っております。  

 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 向井副院長、ご意見はございますか。  

○向井副院長○向井副院長○向井副院長○向井副院長  きょうは、本当にどうもありがとうございました。  

 私は、どちらかというと内科の外来ばかりを診ているので、再来の

落ちついた患者を地域の先生にお戻しして、逆紹介をふやした分、紹

介患者をふやして、入院に結びつけていけるような方策がとれればい

いのではないかと思っています。  

 今、我々のところでは、３次以外の救急に随分力を入れています。
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先ほど、救急の入院の比率は少ないようになっていたのですけれども、

それは平成28年度なのです。29年度からは随分力が入っているので、

もう少しふえてきているのではないかと思います。こちらのほうにも

うちょっと力を入れていかなければならないと思っております。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 関病院事業管理者、最後に何かございますか。  

○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 本日は、どうもありがとうございました。  

 委員の皆様方からいろいろなご意見を頂戴しましたので、改善でき

るところは改善に取り組んでまいりたいと思います。  

 １回目、２回目を通じまして当院が担うべき役割をよく考えた上で、

できることから始めていきたいと考えています。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長  私の不手際で時間をオーバーしてしまいましたが、あく

までも市民の病院であるというスタンスを守りながら、いかに効率を

追求していくかという二つをもう一回確認してほしいということです。 

 事務局から提案していただいた八つの課題に関しては、それぞれこ

れからの経営課題として、次回の会議で具体的なことを考えたいと思

っております。大変時間が長くなって申しわけなかったのですけれど

も、事務局から提案していただいたものがこれからの課題になると思

います。  

 最後に、特別にお話ししなければならないことはございますか。  

（「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、これで今回の検討会は終わりたいと思います。 

 事務局にお戻しします。  

○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 ありがとうございます。  

 この検討会は、きょうまでで３回検討させていただきましたけれど

も、この後、今月末の７月30日に市営企業調査審議会の病院部会を開

催する予定でございます。その中で、これまで専門家検討会で検討し

ていただきました内容を報告したいと考えております。そして、病院

部会の中で出された意見につきまして、まとめて次の専門家検討会で

報告させていただきたいと考えております。  

 次回の４回目の専門家検討会は８月８日を予定しております。よろ

しくお願いいたします。  
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○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長 今、ご案内がありましたが、次回は８月８日になります。 

 実は、その前に病院部会がございますので、そこでご報告させてい

ただいて、その報告を踏まえて次回の会議にしたいということですの

で、よろしくお願いします。  

 

        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、これをもって、第３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終了いたしたいと思います。  

 どうもありがとうございました。  

                         以  上   


