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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、ただいまから、第２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。

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へ事前に送付させ

ていただいておりますが、若干の修正がございましたので、お手元に

新しい資料一式を配付させていただきました。  

 また、委員の方のみに追加の資料を１枚配付させていただいており

ます。未開示の情報を含んでおりますので、この検討会終了後、回収

させていただきます。  

 それでは、以後の進行を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    ただいまから、第２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、おおむね１時間 30 分を予定し

ております。  

 それではまず、開会に当たりまして、関病院事業管理者から、一言、

ご挨拶をお願いします。  

○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２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。  

 本検討会は、当院の次期中期経営計画の策定に当たりまして、市立

札幌病院が担うべき役割は何なのかということと、その役割を適切に

担うために経営健全化をどう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設置させていただいておりま

す。  

 本日の第２回目の会議では、前回ご説明させていただきました当院
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を取り巻く環境等も適宜踏まえながら、市立札幌病院が担うべき役割

は何かということを議題としてご意見を頂戴したいと考えております。 

 委員、アドバイザーの皆様方におかれましては、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

っ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、早速、本日の議題に入らせていただきます。  

 本日の議題は三つございます。  

 議題（１）は市立札幌病院の基本理念・ビジョンについて、議題（２）

は市立札幌病院が担うべき役割について、議題（３）は市立札幌病院

の経営の概況についてでございます。  

 市立病院の方からこれらについて一括してご説明を受けて、各委員

からご意見等をいただきまして、本日は市立札幌病院が担うべき役割

について検討会としての意見をまとめたいと思いますが、この方向性

でよろしいでしょうか。  

（「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    どうぞよろしくお願いします。  

 それでは、病院側から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。  

 私から資料のご説明をさせていただきます。  

 お配りの資料をめくっていただきますと、目次がございます。  

 今回の資料は、前回の４月17日の第１回専門家検討会議で、まず当

院としてのミッション、考え方を示して、その上で議論をしてはどう

かというご意見がございました。そこで、当院が考えている役割を整

理しまして、それに合わせて数値等のデータをまとめた資料になって

ございます。  

 ２ページ目は、平成30年度までの中期経営計画で定めている基本理

念でございます。  

 それに基づいて、３ページでは今の計画における四つのビジョンを



 - 3 -

まとめてございます。  

 一つ目として、地域医療支援病院として北海道、札幌を支える基幹

病院、二つ目として、高度急性期医療を提供する多機能病院、三つ目

として、質の高い医療を提供、そして人材の育成をする病院です。こ

れら三つのビジョンを達成するためには、まずは財務体質がしっかり

していないといけませんので、四つ目として、健全な運営を行う自立

した病院としております。  

 以上の四つが現計画におけるビジョンとなっております。  

 これを踏まえまして、今、当院が考えている担うべき役割を４ペー

ジにまとめております。  

 ビジョンの１から３を踏まえた役割は、ここに記載している四つと

考えております。一つ目として、地域医療支援病院として地域の医療

機関を支えること、二つ目として、急性期から回復期、慢性期の医療

の中で、救急や災害医療、周産期などの不採算部門を含む高度急性期

の病院を担うこと、三つ目として、医療計画にある５疾病、４事業を

33の診療科の総合力で支えていくこと、四つ目として、将来の医療を

支える人材育成を支援することとしております。  

 ５ページ目は、今ご説明した当院が担うべき役割の一つ目の地域医

療支援病院についてでございます。  

 機能につきましては、四つ必要と考えておりまして、一つ目として

紹介患者に対する医療の提供、二つ目として救急医療の提供、三つ目

として医療機器の共同利用の実施、四つ目として地域の医療従事者に

対する研修でございます。  

 最初の１番と２番は、入院患者の入り口の柱となりますので、これ

が大きな要素であると考えております。  

 それでは、それぞれの機能について、６ページからご説明いたしま

す。  

 一つ目として、紹介患者への医療の提供でございますが、紹介率、

逆紹介率は高い水準で推移してございます。平成29年度の実績では、

紹介率が79％、逆紹介率が98％となってございます。  

 ７ページ以降に救急医療の提供についてまとめてございますが、救
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急医療の提供につきまして、当院は、これまで３次救急を中心に担っ

てきております。グラフを示しておりますが、３次救急以外の中等症

の部分が伸びておりまして、平成27年と29年の増加分を右に記載して

ございますが、救急車の搬送人員が、約 3,000件、 9.8％ほど伸びてご

ざいます。  

 これを受けまして、次の８ページですが、平成29年５月から２次の

輪番制のバックアップとして３次救急以外の患者の受け入れを拡大し

ております。下にグラフがございますが、３次救急は同じ水準で推移

してございますが、右の３次救急以外の部分で見ますと、昨年５月か

ら棒グラフが上に伸びているのがごらんいただけるかと思います。  

 ９ページですが、３次救急の679名のうち、ドクター・ツー・ドクタ

ーで他院から紹介があって受け入れている分が約４分の１の163名ござ

いました。  

 また、10ページに救急病床稼働率をまとめてございます。一番上の

ＩＣＵは８床で、昨年度は54.6％と低い数字になっていますが、治療

後、早期に転棟を進めた結果、54.6％でございます。ただ、直近で、

平成30年度に入ってからは、ほぼ70％程度の稼働率になってございま

す。  

 次の11ページは、地域医療支援病院に求めている機能の３番目と４

番目の医療機器の共同利用と医療従事者に対する研修についてでござ

いますが、医療機器の共同利用は939件、研修につきましては62回実施

してございます。  

 次に、当院が担うべき役割の二つ目の高度急性期病院についてのご

説明をしたいと思います。  

 12ページに表をまとめてございますが、上の欄の（Ａ）の地域医療

構想における必要病床数が、高度急性期におきましては3,913床、許可

病床は3,126床となっていまして、そのうち当院は605床で、約20％を

担っていることになっております。  

 13ページは、高度急性期病院としての施設基準についてでございま

すが、表にございますように全て満たしておりまして、表の一番右に

なりますけれども、精神科救急、身体合併症に係る医療機関としては
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道内で唯一となっております。  

 14ページは、当院が担うべき役割の三つ目の医療計画を支えるとい

う部分です。５疾病のうち、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、15ページ

の糖尿病までは、各計画において体制の充実が求められており、当院

はそれぞれ位置づけられております。最後の精神疾患につきましては、

北海道の医療計画において、身体疾患を合併した精神疾患に対しての

体制の確保ということで、道内で唯一の病院となっております。  

 次に、４事業ですが、当院は救急医療につきましては、市内に五つ

の３次救急医療機関、災害医療につきましては、市内の四つの病院に

指定されているＤＭＡＴの指定医療機関になっております。また、周

産期医療につきましては、道央圏で唯一の総合周産期母子医療センタ

ー、小児医療につきましても、強化が求められているところ、当院と

いたしましては、輪番制に参加する形をとっております。また、在宅

医療につきましては、地域の医療機関で急変した患者のバックアップ

という形で、札幌市医師会の在宅緊急時後方支援病院体制にも参加し

てございます。  

 17ページをごらんいただきたいのですが、こちらは各医療機関の５

疾病、４事業に対しまして、当院の33診療科がどのようにかかわって

いるのかをまとめたものでございます。  

 続きまして、18ページは多様な疾患への対応でございますが、ＤＰ

Ｃ機能評価係数の中でカバー率がございまして、さまざまな疾患に対

応できる総合的な体制を評価するものでございます。  

 19ページをごらんいただきたいのですが、当院は、0.01686というこ

とで、全国的に見ても高い数値を示してございます。  

 続きまして、21ページをごらんください。  

 在宅患者への支援の状況ということで、札幌市医師会による在宅緊

急時後方支援病院体制を昨年９月からスタートしてございまして、下

に表をまとめてございます。最後のとりでとして、24時間365日で対応

しているところでございます。  

 22ページは、人材育成の部分でございます。  

 研修医の受け入れの状況ですが、平成30年度におきましては、初期・
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後期を含めて50人という形で、当院は、臨床研修センターを設置して、

研修医を全面的にサポートしているところでございます。  

 以上までが当院が考えている担うべき役割の説明でございます。  

 続きまして、経営の環境について、23ページからご説明したいと思

います。  

 23ページに収入と支出の状況をグラフで示していますが、右にその

収支差を示しています。平成22年度から25年度の４年間は黒字で推移

できたのですが、平成26年度からは大体10億円超の赤字で推移という

形になってございます。  

 24ページにそれぞれの決算の状況をまとめていますが、平成25年度

は収支がほぼ均衡している状況です。29年度は、直近の決算見込みの

数字を記載してございまして、その差し引きを表の一番右側に25年度

比増減額という形で記載しております。収入の合計を見ますと、平成

25年度から収入を約10億円伸ばしておりますけれども、支出の合計を

見ますと20億円ふえているということで、支出の増が大きく、約10億

円の赤字となっております。  

 25ページには、平成29年度決算見込みの主な内訳を記載しています。 

 26ページから、収入の部分の説明をしております。入院患者の推移

をここで記載しておりますが、グラフの左側の新入院患者は着実に増

加してきておりますが、折れ線グラフの在院日数は、平成25年度以降、

急激に短縮してきておりまして、その結果、右に延べの入院患者数が

ございますが、平成25年度から26年度にかけて落ちて、それ以降、約

20万人弱の延べ入院患者数で推移しております。  

 27ページは外来でございますけれども、延べ外来患者数は、ごらん

のとおり右肩下がりということで、平成25年度に地域医療支援病院と

なり、それ以降、外来から入院へのシフトを進めてきているところで

ございます。右に初診患者数の推移も記載していますが、平成26年度

に一部の診療科に原則紹介制を導入し、この年に大きく減少している

ところでございます。  

 28ページには、入院、外来のそれぞれの収益の推移を記載しており

ます。入院、外来は、それぞれ患者数は減少していますが、収入につ
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きましては、入院収益は平成25年度と29年度を比べるとほぼ同じでご

ざいます。外来の収入は25年度と比べて８％ほど増加している状況で

ございます。  

 29ページには、一般病棟の病床利用率をまとめております。入院収

益の増減に大きくかかわる指標ですが、平成28年度、29年度の２年間

分を折れ線で示しております。29年５月に３次救急以外の受け入れを

拡大して以降、75％を超える数字で推移しており、今年の１月に診療

科ごとのベッド枠を廃止し、また、１病棟44床を休止してベッドコン

トロールの強化を図ったところ、現在は80％を超える利用率で推移し

ています。  

 それらの結果を収入の部分でまとめたのが30ページでございます。  

 医業収益につきましては、平成25年度収支均衡の部分を100と指標化

して、29年度直近を見ていますが、102ということで２％増となります。

その内訳は、入院で見ると 100が 100なので変わらず、外来では、 100

が108ですので、８％増となります。その主な原因は、外来で申し上げ

ると、もうし外来患者数は減っているけれども、１人当たりの単価が

約121ですので、20％ぐらい単価が増加しています。入院患者で見ると、

患者数が５％ほど減っているけれども、単価が６％ほどふえて均衡し

ているという状況が見てとれます。また、入院の平均在院日数は約15％

短縮してきております。右下にＤＰＣ入院期間区分のグラフを記載し

ていますが、Ⅲ・Ⅲ超えの率が24.4％となっております。  

 31ページは、当院と、同規模の黒字の自治体立の病院をピックアッ

プしまして、それぞれの収益の状況を比較しております。それぞれ工

夫次第で収入が伸びる余地があるというふうに見てとれるかと思いま

す。  

 32ページ以降は参考資料として載せておりますけれども、32ページ

は、繰り入れの状況でございます。不採算部門である救急や未熟児、

精神という部分につきましては、一般会計から公営企業法に基づいて

繰り入れをしていただいているところでございます。繰入金につきま

しては、救急で４億1,500万円で、（Ｃ）のところになりますが、収益

的収入では総額で約19億円繰り入れしているところでございます。  
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 33ページには、多職種連携による取り組みということで、患者様の

療養、医療の質の向上への取り組みという形で、それぞれの加算なり

管理料の状況を記載しております。上の三つが栄養関係、そして、実

施したほうが在院日数が短くなると評価されている周術期口腔管理料、

その二つ下の薬剤管理指導料、一番下の認知症ケア加算など、それぞ

れ評価してございまして、平成28年度と29年度を比べて4,000万円ほど

増加しているところでございます。  

 最後に、34ページには当院のＤＰＣ係数を一覧でお示ししておりま

して、合計で1.5093となっております。  

 それから、委員の皆様のところには、直近の市内のＤＰＣ特定病院

群の機能係数の資料を参考までに配付しております。まだ公表されて

いない数字もございますので、取り扱い注意ということで、よろしく

お願いしたいと思います。  

 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    それでは、今説明のあった３件について議論をしていき

たいと思いますが、進め方としては、それぞれ単独に一つ一つ解決し

ていきたいと思いますので、三つに分けて議論を進めてまいります。  

 まず、第１回のときに平本委員からいろいろと提案があった市立札

幌病院の基本理念、ビジョンについて、検討会としてはこのままでい

いかどうかということをご議論いただきたいと思います。  

○荒木委員○荒木委員○荒木委員○荒木委員    内容的にどうこうではないのですが、市立札幌病院では

なく、ほかの病院でもこういう理念でいくのではないかという印象を

持ちました。札幌市の病院として存在する意味というか、どうあるの

かというあたりがもうちょっと明確に出されるといいと思いました。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    市立札幌病院としての特徴ある理念があればいいという

ご意見ですが、具体的にどういうことでしょうか。  

○荒木委員○荒木委員○荒木委員○荒木委員    役割のところで、札幌市民にとって最後のとりでになる

とか、精神の関係では道内で唯一の病院であるということが出ていま

す。政策医療も担ったり、市民のための病院だったりというところを

しっかり明確に出すと市立札幌病院らしいものになると思います。ま

た、政策医療の中では、繰入金が入りながらでも存続する意味、さら
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に、そこから経営の健全化を図っていって、もっと市民に貢献できる

病院になるのだというところにつながっていくのではないかと考えま

した。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    今のご意見に対して、いかがでしょうか。  

○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    市立病院の立場でお話しさせていただきます。  

 これは、中期経営計画から抜粋させていただいたのですけれども、

４本にまとめた中で、例えば、１番目に、地域医療支援病院として、

地域の皆さんや医療機関をバックアップできるような基幹病院という

ことと、二つ目に、高度急性期と政策医療、それと集学的医療という

ことで、例示はしていないのですが、そういった意味も込めて短いセ

ンテンスでまとめさせていただいていることが背景にあると思います。 

 もちろん、そういったことをやりつつ、経営のバランスを図ってい

きたいという意味を込めての記載でございます。もちろん、これでは

語り尽くせないので、当院が担うべき役割ということで、多少詳しい

説明をさせていただいたところでございます。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    基本理念とビジョンですから、公的病院である市立病院

としてということをここに無理して入れるかどうか、いろいろな意見

があると思うのですけれども、そのほかにいかがでしょうか。  

 具体的な当院が担うべき役割の中で、市立病院として、公的病院と

して、赤字部門も含めてどうあるべきかということが語られればいい

のかなという印象がありますが、どうですか。  

○今○今○今○今委員委員委員委員    ビジョンの１番目は、市民に対しての文言でしょうか。  

 いの一番に地域医療支援病院としてという言葉が出てくるのですけ

れども、市民はこれを理解できるかという危惧があります。医療従事

者はわかりますが、これを１発目に持ってくるのは厳しいと思いまし

た。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    ビジョンの中の１項目で、市民のための地域医療支援病

院という言い方がされれば、なおさら理解しやすいということですか。 

○今委員○今委員○今委員○今委員    文言を入れるとしたらですね。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    そうすると、札幌市民のための地域医療支援病院という

ことがトップに入れば、より明確にわかりやすいというご意見ですけ
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れども、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    僕の記憶違いでなければ、地域医療支援病院と

いうのは、患者を支援するのではなくて、医療機関を支援すると認識

しています。患者や医療機関に信頼されるというのは当然で、結果的

には市民のためのとなるのですけれども、その辺は誤解がないように

しておかなければいけないと思います。  

 私どももそうですが、医療機関をサポートするという意味合いで地

域医療支援病院というタイトルをいただいたと認識しています。  

○今委員○今委員○今委員○今委員    今、田中アドバイザーがおっしゃったことも、私は、結果

としてこうなるのだと思ったのです。結果として、市民の支援という

ことで、ここに持ってくればいい。出すとすれば、そういう意味かな

と思ったのです。  

 おっしゃるとおりで、地域の開業医、開業歯科医を支援するための

地域医療支援病院という定義がございますので、おっしゃることはそ

うだと思います。ただ、それを含んででも入れるのであれば、市民の

ためのとしたほうがいいかなという気がしました。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    いかがでしょうか。  

○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    ここは、いわゆる札幌市立の病院としてビジョ

ンを先に語れとなったら、医療機関としてはこういう文言になると思

うのです。僕が認識しているのは、公立病院の役割はいろいろあると

思いますけれども、今の時代では地域性を抜きにして語れないので、

札幌市における市立病院の役割を先に議論すべきではないかと思うの

です。  

 札幌市というのは、医療資源がこれだけ充実しているところですか

ら、そういったものを踏まえて議論をしなければいけないと思います。

先に理念やビジョンを語ってしまうと、それに向けてつくり上げてい

きましょうという議論になってしまうのは当然だと思います。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    第１回のときにいろいろなお話が出たと思いますが、札

幌市の近郊も含めた市立札幌病院としてのあり方を話したほうがいい

ということですか。  

○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    何となく、そうでないかという気がするのです。 



 - 11 - 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    前回、そういう話も出て、いろいろあってのきょうの第

２回目ということですけれども、そのことがいろいろなビジョンに反

映されればいいのだろうと思います。  

 病院としては、その点をどういうふうにお考えでしょうか。  

○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    私の考えとしては、今、田中アドバイザーがお

っしゃったように、札幌市の中の私どもの役割について明確に出した

ほうがわかりやすいという気がします。  

 荒木委員がおっしゃっている理念に関しては、具体的にいろいろと

言うのは理念としてどうかということがありますので、やっぱり役割

をメインに置いて、そして出てくる理念というのが方向性としていい

という気がします。  

 それから、地域医療支援病院に関しましては、今委員がおっしゃら

れたような市民のためのという枕詞（まくらことば）はどうなのかと

いうことはありますが、私どもの感覚としましては、開業されている

先生方を助けたい、頼られたときに私どもの医療をしっかり提供した

いという気持ちがございますので、市民というよりは、むしろ病院な

いしは開業の先生方をサポートするというのが私どもの立場かなとい

う気がしております。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    わかりました。もともとの地域医療支援の基本的な考え

方で、地域の医療を市立札幌病院が支えるのだということを根幹に置

きたいということですね。ただ、荒木委員のお話としては、札幌市民

ということがどこかに入ったほうがいいのではないかというご意見で

した。それはどこに入れたらいいいでしょうか。  

○荒木委員○荒木委員○荒木委員○荒木委員    特別、市民という言葉は入れなくてもいいです。例えで

話をしたところなので、市立札幌病院の役割が、札幌市民ではなく、

開業されている地域の先生方を支える病院ということであれば、そう

いう位置づけでいくし、それを通して、市民へというところを強調す

る役割を持つのであれば、市民という言葉が入ればいいと考えていま

す。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    病院としては、先ほど今委員がおっしゃられたように、

結果として札幌市民に還元されるのだということで、市立札幌病院と
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しては、地域医療支援病院は、あくまでも地域の医療機関を支えるも

のとして存在したいというお考えがあるわけです。市立札幌病院の札

幌市における役割の一つ目は、地域医療支援病院として多くの医療機

関を支える病院として成り立ちたいということですね。  

○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    はい。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    田中アドバイザー、そういう考えでよろしいですか。  

○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    ビジョンですから、細かなことはいろいろ難しいのです

けれども、大筋としてこういうビジョンでいきたいと。そして、その

ビジョンを実現化するために、その後のいろいろな役割があると思う

のですが、それは、この後にお話をしていただければと思います。  

 平本委員、前にいろいろお話があったのですけれども、どうでしょ

うか。  

○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。  

 私も、荒木委員と同じように、これだとどの病院でもいいなと思っ

ていましたが、フィロソフィーという点ではかなり抽象的なことなの

だけれども、ビジョンの中で特に１番目が重要なのです。地域医療と

いうのは、大きな病院が一つあって、そこに患者が全部集まって成立

するものではなくて、いろいろな病院がいろいろな役割を果たしてい

る中で、市立札幌病院が各病院を支援する立場にあり、そのことで最

終的な地域医療が完結し、クオリティーが高まるというところがきち

んとわかる形になっていることが重要だと思うのです。文言をどうす

るかはいろいろあると思いますが、市民のということを必ずしも入れ

る必要はなくて、地域医療のクオリティーが上がっていく、地域医療

が充実していくためにこの病院があるのだということがきちっとわか

るようにすると。それをうまくすると基本理念にも文言として反映さ

れていくのではないかと思いながら今のご議論を伺っていたところで

す。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    地域医療の中で中心的な役割を果たし、多くの市民なり

地域の医療機関を支援していくのだという内容がビジョンの中に入れ

ばよろしいということですね。そうすると、必ずしも文言は変えなく
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てもいいということですね。  

○平本委員○平本委員○平本委員○平本委員    はい。そういうことがきちっと共有されているというこ

とが大事かと思います。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    ただ、先ほど田中アドバイザーや荒木委員からお話があ

ったように、この文言ですと、今議論にあったようなことを一般の市

民の方が共有できるかどうかというあたりはどうしますか。  

 笹本アドバイザー、どうですか。  

○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    ２ページの基本理念の文を考えるときに、この

中期経営計画でよく考えて文言を作られていますので、これは非常に

考えた文章だと思っています。ですから、これを見たら、多くの市民

は、決して他人のことではなくて市民のことだということをわかって

いただけると思いますので、私はこのままでよろしいのではないかと

思います。  

 ビジョンはもうちょっと詳しい話になりますから、そこで難しい言

葉が出てくるのはやむを得ないと思います。地域医療支援病院や多機

能病院や高度急性期という言葉は、我々医療人にとっては当たり前で

も、一般市民にとっては難しいと思いますが、これはこのままでいい

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    そういう意見がありますけれども、ほかにご意見はござ

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    ご意見がないようであれば、理念とビジョンに関しては、

この内容が広く一般に理解できるような方法を別途で考えていただく

ことにして、このとおりでいきたいと思いますが、よろしいですか。  

（「異議なし」と発言する者あり）  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    それでは、ご賛同を得ましたので、このとおりとします。 

 次の議題がきょうのメインのテーマですけれども、当院が担うべき

役割ということで、今、議論のあったようなことがこの中にどんどん

入っていけばいいと思います。  

 また、病院としては四つに分類して役割をご提案いただいたのです

が、一遍に議論をしますと、オーバーラップすることもありますし、
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混乱しますので、それぞれに分けて議論を進めたいと思いますが、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    それではまず、当院が担うべき役割として、地域医療支

援病院の問題がまた出てきたのですけれども、当院にこれを担うキャ

パシティーがあるかどうかということも含めて、こういうことを具体

的な役割としていいのかどうかというところのご議論をお願いします。 

 資料の４ページから11ページまでの内容ですが、先ほどもありまし

たように、地域医療支援病院というのは、市内のクリニックも病院も

含めて、地域の医療機関を圧倒的に支援する医療機関であるというこ

とですので、それを踏まえた上で、当院にそれを担うキャパシティー

があるかどうかという具体的な内容だと思うのですけれども、このこ

とに関するご質問などはありますか。  

○平本委員○平本委員○平本委員○平本委員    質問ではないのですが、サブタイトルとして、当院が今

後担うべきと考える役割というものがついていますが、現状において

この四つの機能を既に果たしているのですよね。今後さらに役割を深

めなければいけないところと、また、現状でいいとは言いませんが、

優先順位としては後のものがありそうだということが一つです。それ

から、現状は後ろの資料にあるわけですけれども、今後担うことを考

えるために、そのギャップを認識した上で、そのギャップをどう埋め

るかが大事な話になると思うのです。ですので、今後担うべきと考え

る役割はもちろんこれでいいと思うのですけれども、現状として足り

ていないところがあるかどうかを検討する必要があるような気がしま

す。  

 私個人としては、少なくとも１から４の全てについて、最低という

言い方はよくないと思いますが、要求されているかなりの部分は現状

で満たされているような気がしていますけれども、そういう認識でよ

ろしいのでしょうか。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    前回、田中アドバイザーから、当院の利点、欠点、どう

するかという問題も含めて、そういう検討をしているのかというご質

問がありましたが、そのことにも寄与すると思います。  
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 今、平本委員からあった理解でよろしいのでしょうか。  

○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    今の議論の中で、地域医療支援病院、それか

ら、ほかの役割についてどのぐらい満たされているのかという部分で、

平本委員から、ほぼいいところまで行っているのではないかというお

話をいただきました。  

 例えばでお話しいたしますと、６ページの紹介患者への医療の提供

の部分に紹介率、逆紹介率という指標がございます。これは、地域の

医療機関との連携の強さというか、関係をあらわすものだと認識して

いて、先ほどは高い水準でとご説明しましたが、100％にはなっていな

いと理解しています。ですから、まだまだ余地はあると思っています

ので、そのように資料を見て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    地域の病院からの紹介が全体の患者の79％であるという

ことですね。逆紹介が98％で、かなりの部分を地域の先生からの紹介

で診療されているということだろうと思います。  

○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    僕の考えとどこか違うような気がします。公立

病院の役割というのは、最初にお話ししたのですけれども、僻地と言

われる地域における公立病院の役割と札幌市における公立病院の役割

は全く違うと思うのです。ここで語っているのは、今担っている姿で

あって、将来もやるべきなのかということを議論しなければならない

し、周りに市立札幌病院が担わなければならない医療資源がないのか

ということです。それがないのであればやらなくてはならないのです

けれども、そこをもっとはっきりしなければいけないと思います。公

的とか民間病院と言われる病院が担っている役割があって、こういっ

たものをどんどん進めようとすれば、そういった病院を圧迫していく

であろうことは想像にかたくないのです。この会議は公開になってい

るので、余り言うと問題ですけれども、補助金や繰入金をいただきな

がら、なおかつ、今ある資源を投資しているそういった病院を圧迫し

ていくというのは本当に正しい姿なのかどうかという議論から始めな

いとだめではないかと思います。地域医療支援病院の役割は担ってい

る、確かにそうです。しかし、なければ札幌市内ではどうなのですか

という話もしなければならないと思うのです。  
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 これは、ある意味では井上先生の受け売りですけれども、あるべき

姿を議論するときに、なれる姿を言うのか、なりたい姿を言うのか、

社会のニーズに合った姿を言うのか、その３点から考えて、そして、

自分たちが今後担いたいあるべき姿を考えていくというのが筋ではな

いかと思うのです。僕は、井上先生の講演を聞いて、つくづくそう思

っています。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    今のお話ですと、市立病院として、医療資源の薄い部分

に力点を置くべきだということですね。普通の民間病院と同じような

方法でいっても困ると。ですから、第２の救急医療として、地域医療

支援病院としては十分に成り立っているし、その仕事はしてくれてい

るけれども、その問題と同時に、札幌市として、欠落している部分を、

紹介患者や逆紹介患者をどういうふうにふやしていくのか、あるいは、

救急医療提供も含めて欠落した部分を市立病院としてどう吸収できる

のかという役割をもうちょっと持ってもらいたいということでいいの

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    はい。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    そういうことをこの中に入れてもらいたいということだ

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    今ご指摘があった問題についてですけれども、

先ほど平本委員がおっしゃられたように、地域医療支援病院としての

役割ということでは、一般的に求められている医療行為に関しては私

どもの病院はここ数年間で大分できてきたのではないかと思っていま

す。  

 また、今、田中アドバイザーがおっしゃった、公立病院としてどこ

に医療を提供したほうがいいのかということに関してですけれども、

私どもが急性期、高度急性期と思っている医療としては、救命救急、

総合周産期母子医療センター、精神医療センターといった、ほかの医

療機関では担えないようなものを担っております。それは、今後も私

どもが当然やらなければいけないことだと考えていますので、そこを

役割の中に入れるというのは、一つの提案としてありかと思います。

そこは考えてみたいと思います。ありがとうございます。  
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○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    地域医療支援病院として、一般的に担いづらい役割を市

立札幌病院が担えるということでいいのですか。  

○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    はい。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    病院としては、そういうふうに理解して、地域医療支援

病院として、公立病院としての役割を果たすのだという決意ですが、

田中アドバイザーもそれであれば納得できるということでいいですか。 

    そういうことをもう少し具体的に追加していただければと思います。

それは、その後、救命救急センターなど、いろいろなことで出ている

と思うのですが、救急医療と同時にこの役割の中にもうちょっと追記

してもらいたいということで、第１の項目の地域医療支援病院という

のは、一般の病院ができない部分、ほかの病院が持っていない機能、

役割を市立札幌病院が中心的に果たしていくということを支援病院と

して積極的に掲げたいという意向ですね。  

○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    はい。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    これは、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    ほかにご質問はございますか。  

 病床稼働率云々に関しては、次回になるのですね。  

 平本委員がおっしゃったように、今後担うべきということについて、

市立病院がこうありたいということで役割を決めたいというふうにし

てもいいですね。  

○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    はい。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    次は12ページの当院が担うべき役割ですが、当院は、高

度急性期病院としてやっていきたいということです。  

 このことに関するご質疑、ご討議をお願いします。  

 高度急性期と急性期を具体的に分類するのは非常に難しいと思うの

ですけれども、一応、3,000点以上が高度急性期で、600点以上が急性

期という医療資源の分類があるのですけれども、当院として、高度急

性期医療の3,000点以上というのは全体のどのぐらいあるのでしょうか。 

○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    12ページにお示ししているのは、現段階にお

いて私どもが許可をいただいているものでございます。今、金子会長
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からお話がありました高度急性期病棟としての割合ですが、レセプト

ベースで計算をすると60％ぐらいになろうかと思いますが、詳しい数

字は押さえていませんので、また改めて報告させていただきます。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    日当点として、６割ぐらいの患者が高度急性期の領域に

入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    私は、高度急性期機能にかかわる施設基準がわからなか

ったのですが、そういうものはありますか。  

○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    施設基準として、これがないと満たさないと

いうものはございませんけれども、13ページに示しているのが、それ

ぞれの機能として代表的なものとなります。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    こういう機能があるということであって、この機能を満

たせば高度急性期というわけではないわけですね。これがなければ高

度急性期病棟にならないということではなく、やっぱりＩＣＵとかＣ

ＣＵとか、基本的には日当点で医療資源が3,000点以上あればというこ

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    3,000点は、確かにそういう議論があったと思う

のですけれども、例としてＩＣＵやＣＣＵが出ていたと思うのです。

実を言うと、私どもの病院でも全病床を高度急性期と報告したのです

けれども、幾ら何でもこれはおかしいでしょうと。605床というのはち

ょっとおかしいと思うのです。高度急性期が3,000点かどうかはともか

く、高度急性期の定義はそれでいいのかという話になるのではないか

と思います。私どもはＩＣＵや救命救急病棟だけを入れてやったので

すけれども、国が考えている高度急性期というのは、そこではないか

と思います。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    これは病床報告ですから、どういうふうに報告するかは

病院独自のお考えでいいと思うのですけれども、現実問題として、高

度急性期の病床として成り立っているのかどうかというのはちょっと

乖離があるような気がするのです。もちろん急性期で十分ですし、高

度急性期と急性期で何が違うかというと、国が示された医療資源が3,000

点か、あるいは600点かということだけですよね。それで保険点数が変
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わるわけではないですから、平たく言えばどちらでもよくて、急性期

でもいいのです。ただ、その前の12ページの高度急性期が少ないとい

うことは、そうなのかという印象がないわけではないです。そういう

ことを疑問に思いました。  

 ただ、高度急性期というのは、病院の独自の考えで、病床報告です

から、いろいろな意味合いも含めて高度急性期と報告しているという

ことですので、それはそれでありかと思います。あるいは、急性期と

して報告している病院でも、高度急性期の病床の役割を果たしている

病院もあると思いますので、その辺は詳しいことは必要ないという気

がします。  

○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    12ページに出ている数字の考え方ですけれども、

先ほど申し上げたように、診療報酬上、3,000点というところと、もう

一つは、特定の機能を持った病床をこの中に入れております。ただ、

これは昨年度のデータでして、今年度の病床機能の報告では、国から

このレベルだと高度急性期という指針が出たような気がします。それ

でやったのが今言いました60％ということですので、私どもでいうと

大体400床ぐらいが高度急性期に当たると考えています。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    大体400床ぐらいが高度急性期の病床として、医療資源と

して3,000点ぐらい必要としている病床と考えてよろしいわけですか。 

○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    はい。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    全病床を高度急性期というのはちょっときついのではな

いかという意見があったということですが、それは病床報告ですから、

その後、いろいろな指導があると思うので、それはそれでいいと思い

ます。  

 ただ、いずれにしましても、当院の高度急性期病院として６割とい

うのは、かなり高いパーセンテージだと思うのです。そういう病院と

してこれからも役割を果たしたいということに関してはどうでしょう

か。  

 これはこれでよろしいですか。  

（「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、当院が担うべき役割として、医療計画を支えると
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いう14ページからの問題です。  

 ５疾病、４事業、ここに書いてあるようなことを担えるし、今担っ

ています。さらに、田中アドバイザーからお話がありましたように、

札幌市として最も欠落している部分にこれらの事業をどう反映してい

くかということを入れていただければということだと思います。  

 この件に関するご議論をお願いします。  

○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    この間、開業している先生と何かの会で話した

のですけれども、産科施設がどんどん減っています。ということにな

ると、いわゆる助産制度というものがありますけれども、ここの病院

では助産制度をやっていないはずです。そういったいわゆる誰もが手

をつけてくれないようなところに対応していかないと、公立病院の役

割は担えないのではないかと思います。その一つの例として挙げたい

のです。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    助産制度とは、具体的にどういうことですか。  

○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    補足説明いたしますと、低所得者が出産等を

する場合に、札幌市で言うと、子ども未来局の事業として、その費用

を負担するというものが、今、田中アドバイザーからお話のあった助

産制度ではないかと思います。その助産制度を受けるためには、札幌

市で指定した医療機関で受診をする必要があるというものでございま

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    それで非常に困っているということを以前から

聞いています。実を言いますと、私が院長時代に、やってくれないか

と頼まれたのですが、市からの補助金が極めて少ないのです。それで

は明らかに非採算になってしまうということでちゅうちょしていたの

ですが、このたび、市の補助金も上がって、私ども、民間病院といえ

ども受けることができるだろうと考えたのですが、市立札幌病院はい

まだにそれを受けていないと聞いています。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    それは現実的にどうでしょうか。  

 助産というのは、必ずしも産科の問題ではなくて、いわゆる医療費

の払えない領域に対する支援ということですね。  

○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    確かに、今、田中アドバイザーがおっしゃった
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ように、私どもは助産制度の施設にはなっていないのです。先ほど申

し上げたように、総合周産期母子医療センターで、ほかのいろいろな

ところから送られてくる産科系統のいわゆる急性期を担うということ

もあって、私どもの感覚としては、低所得者層が急性期医療の対象に

なるのかということがありまして、そこはどうかなと考えています。

もちろん助産制度でやられている施設から、そういう方の中にある一

定の確率で精神疾患を持っている方がいらっしゃいますので、そこで

対応できないという場合には、もちろん私どものほうでちゃんと対応

していますので、そういった一定の役割を私どもは担っていると考え

ています。  

 昨年度の産科を数字で申しますと、私どもは年間900件近いお産を扱

っているのですけれども、その中の大体１割弱が精神の疾患を抱えて

いる患者なのですよね。恐らく、そういった方のほとんどが助産制度

を担当している施設から私どものほうに送られてきて、私どもはそれ

をちゃんと受け入れて、お産まで担っていますので、そういった点で、

私どもはちゃんと役割を果たしているのではないかと考えています。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    実態としては果たしているというのが病院の考えですね。

ただ、田中アドバイザーは、制度として受け入れていただけないかと

いうことですね。それはどうですか。  

○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    札幌市には助産施設が５施設あったと思うので

すけれども、そこで担っていただけるものは担っていただいて、先ほ

ど申し上げましたように、そこで対応できない症例に関しては全て受

け入れておりますので、そういった点ではきちんと役割を果たしてい

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    制度として、市立札幌病院でそれを受け入れるというこ

とに関してはいかがでしょうか。  

○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    私どもとしては、今のところ、そういった考え

は持っておりません。  

○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    公立病院でなければできない医療を提供してい

ただかないと、多分、市民は納得しないだろうと思います。こういう

制度にのっかる患者は本当に問題をはらんでいて、いろいろな意味で
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エネルギーを使わなければならないのです。これは、お産だけの話で

はなく、ソーシャルワーカーも含めてですが、そういったことをやっ

てくれないと市民は納得してくれないだろうと僕は思うのです。例え

ば、感染症にしたってそうです。荒木委員が冒頭におっしゃったのは

そういうことだと思うのです。そう簡単にできないような医療を、あ

る意味では周りができないことを選んでやっていくぐらいでないとだ

めではないかと私は思っています。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    今、田中アドバイザーから、ぜひ制度として受け入れて

いただきたいというご意見があったのですけれども、皆さんはどう思

いますか。  

 荒木委員、どうですか。  

○荒木委員○荒木委員○荒木委員○荒木委員    本当に大変なところを担っていただきたいという思いが

ありながら発言しましたが、冒頭の札幌市における市立病院の役割と

いうところでは、地域の医療機関を支援する病院であるというふうに

お話しされていたので、今、そこが根本にあっての関病院事業管理者

のお話かと思います。ほかの医療機関でやっていて困ったところは受

け入れていきますというスタンスで、市立病院は役割を果たしていく

というお話だったというふうに伺いました。  

 ただ、田中アドバイザーがおっしゃるように、公的機関でないとで

きない、民間だと採算が合わないところでは、どうしても経営が破綻

するようなところで何とか支えていただきたい思いはございます。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    今委員は、どうお考えですか。  

○今委員○今委員○今委員○今委員    市立病院は最近変化が出てきていると思うのですけれども、

私どもは初期救急、２次救急をやっておりまして、救急車の出動台数

が毎年どんどんふえています。その中で、初期救急、２次救急で受け

入れ不能なものを市立病院に積極的にとっていただいているという実

感がございまして、数字でも出ております。  

 また、在宅医療がこれからどんどんふえていくのですが、我々は、

初期、２次以外に、在宅医療のバックアップ体制、といいますのは、

在宅医療をやりたいという先生たちが、夜間、救急で受け入れてくれ

るところが非常に少ないので、やりたくない、できないとおっしゃっ
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ているところがかなりあります。その在宅の輪番からあふれたところ

を市立札幌病院でとっていただくということで、最後のとりでになっ

ておりますので、ここ数年で、地域医療支援病院としての役割を非常

に認識していただき、かつ、実践していただいているなという実感が

ございますので、着実な歩みがあるのだと思います。田中アドバイザ

ーがおっしゃることはわかるのですけれども、一気に変わるのはなか

なか難しいと思います。徐々に変わってきている実感が医師会として

はございます。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    今の議論は、助産施設として手を挙げていただきたいと

いう希望だったのですけれども、平本委員はどうお考えでしょうか。  

○平本委員○平本委員○平本委員○平本委員    公立病院として採算がとれないところもやるべきだとい

うのは、まさに正論だと思う一方で、この大都市である、医療資源が

道内でもかなり集中している札幌市という市の公立病院としては、現

在、助産施設が５カ所あって、そこで対応できないものを全て受け入

れているという意味では、まさに役割分担はできていて、医療資源が

集中している札幌市の公立病院としての役割を果たしているのではな

いかと私は思うのです。  

 もしも助産制度を公的にやっているにもかかわらず民間病院で採算

がとれないとすると、そもそも論を言えば制度の設計が悪いというこ

となので、制度設計を改めていくことを、ここで議論すべきことでは

ありませんが、議論のスタートポイントが少し異なっているような気

がいたしました。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    今のご意見は、必ずしも制度として手を挙げなくても、

実態としてそういうことを担っておられるので、それはそれでいいの

ではないかというご意見と考えていいですか。  

○平本委員○平本委員○平本委員○平本委員    はい。むしろ手を挙げることで、本来担うべき機能を低

下させてしまうおそれがないかという懸念があるということでござい

ます。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    笹本アドバイザーは、いかがですか。  

○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    市立札幌病院に求められているものは、市民か

ら求められているもの、医療機関から求められているもの、それから、
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行政から求められているものがあると思いますので、この中のお話と

しては、今、平本委員が言った意見が、私としてはよろしいのではな

いかと思います。  

 せっかくなので、もう一つお話しさせていただきたいのですが、私

は、先ほどビジョンと目的はこのままでいいという話をしました。例

えば、２の高度急性期のビジョンには、医療、政策医療、集学的医療

という言葉がせっかくあるのに、役割分担にはその言葉が全く入って

いないので、ここのことを少し加えたほうがいいと思います。  

 それから、今、３の医療計画を支えるについての話をしていますけ

れども、ビジョンの中では４番目の内容ですよね。やはり順番もこれ

と合わせるように整合してつくったほうがよろしいのではないかと思

います。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    病院としては、どうでしょうか。  

○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    ご指摘のとおり、ちゃんと順番も合わせてやっ

たほうがわかりやすいと思いますので、その点は修正をしたいと考え

ています。ありがとうございます。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    井上参与は、今の助産制度の問題をどうお考えですか。  

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与    平本委員の意見に賛成です。ただ、お金をもらえるとか

もらえないではなくて、ハイリスク分娩とか、ほかで対応できない医

療、特に産科については、最後のとりでとして機能すべきだと思いま

す。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    実態として、今、院長からお話があったように、それは

担っているということで、必ずしも手を挙げなくてもいいのではない

かという意見が多数ですので、田中アドバイザー、それでよろしいで

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    それでは、そうします。  

 それ以外に担うべき医療計画の中で、がん、脳卒中、心筋梗塞、糖

尿病、精神疾患ということですが、これに関して質疑はありますか。  

（「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    では、こういうことを中心に医療を支えるということで
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すね。４事業に関しては、災害医療、周産期医療ということで、今、

周産期医療のことで議論になったわけですが、そういうことも当院が

担うべき役割としてやっていきたいということです。あと、小児医療

ですね。在宅医療は、具体的な在宅医療ではなくて、在宅からの受け

入れを十分に果たしていきたいということでいいですね。現実の問題

として、データでお示しになったように、ある程度支えていると理解

してよろしいわけですか。  

 今委員、どうですか。  

○今委員○今委員○今委員○今委員    繰り返しになるのですが、我々としては、段階的に一つず

つ進歩している実感があるので、周産期も含めてですけれども、今、

全てを一気に変えるというのは無理だと思います。役割をここでしっ

かりと明確にして、その方向性を持って進んでいただければと思いま

す。ここ２年で変わってきているなという実感はあります。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    実際に医療をされている方の中で、実感として具体的に

変わっておられるということで、実績としてそれがあれば、段階とし

てこういう方向で進めていただいていいのではないかということです

けれども、そういうお考えでよろしいですか。  

（「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、これは終わりたいと思います。  

 その次に、多様な疾患への対応ということです。これは、カバー率

指数ということで、どのぐらいの疾患をカバーしているかというＤＰ

Ｃ機能評価係数Ⅱの点数です。全国的には非常にいい立場にあるとい

うことで、全科でいろいろな患者を診ておられるので、これも現状と

してはいいということです。  

 田中アドバイザーは、先ほどからお話しになっているように、市立

札幌病院として、市の中で最も問題のある点を支えてもらいたいとい

うことですね。  

○田中アド○田中アド○田中アド○田中アドバイザーバイザーバイザーバイザー    はい。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    それは、指標には具体的に反映しないのですけれども、

そういうことも踏まえた上で、この改革をもう少し練り直してもらい

たいということだと思います。  
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 ただ、いずれにしても、カバー指数はかなりいい線に行っていて、

いろいろな疾患を診ておられるということだと思います。  

 これに関する質疑はございますか。  

（「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    これは、よろしいですか。  

（「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    次に、21ページの在宅支援ですけれども、今委員からあ

りましたように、十分に支えていただいているし、これからも期待で

きるということで、これも今後担うべき役割として十分に頑張っても

らいたいということですね。  

 これも、このままでいいですか。  

（「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    次に、役割の④、22ページの人材育成ですけれども、こ

れに関して質疑はございますか。  

 市立病院としては、人材育成の役割を十分果たしているし、今議論

があったような市立札幌病院として期待されている役割を果たせる人

材を育成していると考えるということだと思います。  

○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    ここに研修医のことが書いてありますけれども、

今、ここの病院は指定医療機関になっていますから、ぜひ専門医のこ

とを書いたほうがよろしいのではないですか。  

○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    確かに、その視点が抜けていました。ぜひ書か

せてもらいます。ありがとうございます。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    人材育成に関しては、専門医も追記すると。それと同時

に、訪問医療をされている先生から来る患者を受け入れる総合医療的

な人材をどう育成するかということも入れていただければと思います。 

○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    実際問題としては、研修医が主体となって、臨

床研修センターという一つの外来みたいな機能を持たせてやっていま

す。そこは、今、金子会長がおっしゃられた総合医療を担っておりま

す。研修医だけではなく、もちろん指導医もちゃんとおります。指導

医は、いろいろな診療科から協力を仰いでやっていますので、病院全

体として研修医と総合診療をやろうというふうに取り組んでいます。  
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○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    そういうことも少し入れていただければいいと思います。 

 この点に関して、ほかにご意見はありますか。  

（「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、当院が担うべき役割の人材育成として、研修

医、専門医、総合医的な者を育成するということでよろしいですか。  

○平本委員○平本委員○平本委員○平本委員    この市立札幌病院は、同じ敷地内に市立大学の看護学部

もありまして、いわば、そういった看護人材や、その他のコメディカ

ル人材も育成しているのだと思うのです。ですので、医師だけではな

くて、そういった医療従事の他の方々のことについても言及されたら

よりいい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    そのとおりだと思います。人材育成は、医者だけではな

くて、いろいろな人材を同時に育成す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    今、道の事業なのですが、病院から訪問看護ステーショ

ンに人材を派遣して、そこで在宅での看護を研修して、さらに訪問看

護ステーションの人材の確保にもつなげていこうという事業をことし

から始める予定になっています。市立病院の看護師からも地域にどん

どん出ていって、在宅医療を理解して、また病院の中で活躍できるよ

うな人材に育てていっていただける体制を組んでいただければと思っ

ています。  

○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    昨年度から、在宅の先生に病院に来ていただい

て、講演をやっていただくのと、また、私どもの病院から在宅に送っ

た患者を、アウトカムも含めて在宅の先生から講義をしていただいて

情報を共有しているという取り組みを行っています。これは引き続き

やろうと考えています。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    ここには書いていないのですが、実態としては、人材の

育成のためにいろいろと取り組んでいると理解してよろしいですか。  

○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    はい。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    そのほか、人材育成に関して何かございますか。  

（「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、役割の④の人材育成も、もっと広く医療人を

育成するというように、もうちょっと変えてもらうことにして、基本
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的にはこのまま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    当院が担うべき役割として四つの大きなテーマがあった

のですけれども、本検討会としては、基本的にはこれでお願いしたい

と思います。ただ、それぞれに若干修正してもらいたい点があるとい

うことをご理解いただければと思います。  

    最後に、当院の経営状況ということで、次回の検討会に大きく関係

するものだと思うのですけれども、これについてご議論をお願いした

いと思います。  

 平成25年度までは黒字だったけれども、26年度に突然10億円の赤字

になったのですね。市としては、どういうことが大きな原因だと思っ

ておられるのか、ご説明していただければと思います。  

○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    事務局からお答えします。  

 平成26年度は、診療報酬の改定もございましたが、大きいのは消費

税の導入で、８％に上ったことによって、当院にはその分の支出の増

がございました。  

 あとは、収入がふえているのですが、実は、外来で抗がん剤治療関

係がふえていて、収入の増がそのまま支出の増になっていまして、収

支の改善に大きく寄与している部分ではございません。  

 それから、受変電棟を建設いたしまして、その維持管理費や減価償

却費の支出など、平成26年度にいろいろと重なったものですから、合

わせて10億円ぐらい増になっているところです。  

 さらに、医師の処遇の改善もこのときから始めておりまして、人件

費の増にもつながっております。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    消費税の問題、建物の維持管理の問題、抗がん剤の関係、

そういうことなどが平成25年度から26年度にかけての収支の差だろう

という分析ですが、この点も含めてご質問などはありますか。  

 井上参与、いかがですか。  

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与    消費税の増税は、特に大きな急性期病院ではやむを得な

いという面もあると思います。ただ、全体的に収入が少ないというの

が私の印象でして、700床の病院で診療収益が200億円ないのです。そ
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れは、ベッドが多過ぎるのか、収入が少な過ぎるのかわかりませんけ

れども、ここをふやさない限りは次の活路を開けないだろうと思いま

す。  

 救急と未熟児と精神については、ちゃんと繰入金を19億円ももらっ

ていますから、その中で帳尻を合わせるように考えなければいけない

と思います。  

 全般的には、平成26年度は、平均在院日数をかなり短くして、それ

によって26ページの新入院もふえていますけれども、延べ患者が減少

したと。新入院の獲得が追いつかなかったということはあると思いま

す。  

 ここ数年間、平成25年度から29年度まで入院の収益がほぼ同じとい

うのは、だんだん進化していかないといけないと思いますので、これ

は見直しが必要かと思います。  

 外来の収入がふえているのは、単価増で、抗がん剤とか肝炎の治療

薬で高いのが入ってきているだけなので、この病院は、この４年間ぐ

らい、実質的に収入を伸ばすことができなかったというのが反省点で、

多分、私が参与としてここに呼ばれたのかなと思っています。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    今、トータルとしてのご意見がありましたが、収入が少

な過ぎるということですね。どうすれば総収入を上げるかというのが

次回の議論になると思いますが、そのいろいろな資料がここにあるの

だと思います。  

 そのほかにご意見などはありますか。  

 荒木委員はどうですか。  

○荒木委員○荒木委員○荒木委員○荒木委員    病院全体の収益を示されているのですけれども、診療科

とか各部門ごとにどんなふうに目標を立てて努力しているかというこ

とがあるのかなと思っていました。それぞれ点数の高い診療科は高額

になったりすると思うのですけれども、金額ではなく、どんな努力を

して各部門が頑張っているかが出てくると、またみんなのモチベーシ

ョンも上がっていくのではないかと思いました。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    それを上げる一つのモチベーションのあり方として、各

診療科で自分たちの目標をそれぞれ設定してもらいたいということで
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いいですか。  

 それは、この次の議題になると思いますけれども、そういうことを

ご検討いただければと思っています。診療科ではなくて、放射線科と

か看護部とかいろいろなところがあると思うのですけれども、それを

できればと思います。  

 今委員はどうですか。  

○今委員○今委員○今委員○今委員    これに関してはありません。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    平本委員はどうですか。  

○平本委員○平本委員○平本委員○平本委員    売り上げを伸ばすためには患者さんの数をふやすしかな

いですし、収益性を上げるためには単価を上げていくしかないという

ことですね。  

 一方で、31ページのベンチマークといいますか、他院との比較を見

ると、自治体立の似たような規模のものと比べてもかなり低くなって

いますが、その原因がどこにあるのか。  

 今、荒木委員がおっしゃった診療科ごとに見えるといいというのは

おっしゃるとおりだと思いますし、トータルでこういうふうになって

いるのだけれども、でこぼこがあるでしょうし、トータルでそもそも

他よりも低いとするならば、それには何らかの原因があるのです。コ

ストが大きいのか、井上参与がおっしゃったように、病床が少し多く

て効率性が落ちているのか、いろいろな要因があると思うのです。そ

こら辺のところは、今回の資料だけでは何ともわからないという印象

を持ちました。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    今おっしゃった内容の実態把握にもう少し資料があれば

ということですが、具体的にどういう資料があればよろしいでしょう

か。  

 各診療科としての目標はいいのですけれども、先ほど話しましたよ

うに、全ての領域で入院、外来が他の病院に比べて少ないのです。そ

れぞれの原因がどこにあるかという原因を追求できるようなものです

ね。他病院がどういうふうにしているかというのは難しいかもしれま

せんけれども、その辺は何か資料を用意できますでしょうか。  

○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    次回、経営にかかわる課題の整理という意味で、
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特に収入の面、入院、外来を含めて、また、延べ患者と単価というあ

たりの分析や、支出の面についても我々がいろいろ分析しているよう

な課題を整理して、次回、出した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    田中アドバイザーは、この件に関してはどうでしょうか。 

○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    私は冒頭に話したとおりです。といいますのは、

いよいよ収益を上げるということになると、掛け算で患者数掛ける単

価ですから、患者数をふやさないとだめだと思うのです。そうすると、

奪い合いがもう始まっていますけれども、明らかになるのですね。そ

れを、繰入金をもらっている病院が頑張ってほかの患者を引っ張って

くるかどうかです。  

 もちろん、職員の方たちのやる気もあるのでしょうけれども、例え

ば、僕たちは繰入金がゼロです。救急に関してもゼロです。そういっ

た中でやっている病院とキャピタルが違うわけですから、そこで同じ

土俵で戦えと言っているようなもので、それを僕がここに来て話して

もおかしい話で、一緒に戦いますかという相手と、それを認めて、繰

入金を20億円ぐらいもらっている病院と丸裸でやっているのと比較す

ることは適さないと思います。  

 だから僕は、公的な病院のあり方というのは、また違う視点で見て

いかなければいけないだろうと思います。存在ありきから始めればそ

のとおりなのです。今の議論にたどり着くのだと思うのです。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    わかりました。今の話は、基本的な問題に立ち返るので

すけれども、市立病院でなければ担えないものをもっと担ってほしい

と理解してよろしいでしょうか。  

 笹本アドバイザーはどうでしょうか。  

○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    今、田中アドバイザーが言ったことは全くごも

っともだと思いますし、そのために市立病院としての存在価値がある

のだと思いますし、私たち札幌市民が税金を払っても許されるという

ふうに思っていますので、市民の皆さんが納得できるような形をこれ

からの検討会でお示しされたらいいと思います。  

 そのためには、23ページの収支差ですけれども、多分、ことしの４

月の診療報酬改定で少しよくなっているのではないかと思うのです。
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まだ４月と５月しかありませんけれども、今後のシミュレーションが

わかればいいなと思います。ただ、来年に消費税が上がりますね。そ

うすると、またマイナス要因になりますから、札幌市から多額の借金

をしていますから、その返済のためにも少し詳しく教えていただけた

らと思います。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    そろそろ時間になりましたので、最後にまとめたいと思

いますけれども、特別にご意見はありますか。  

○今委員○今委員○今委員○今委員    私は、市立札幌病院の今回のことに関しまして、三つ思っ

ています。  

 まず、政策医療をきちっとやっていただきたいということ、二つ目

は民業を圧迫しないでいただきたいということです。三つ目は、これ

をやって効率化、収入を上げることによって、市立札幌病院自体のポ

テンシャルが下がらないようにしてほしいということです。というの

は、６月17日の北海道新聞に、「残業ありき、医師悲鳴、労基署、道

内大規模４病院に是正勧告」というのがありました。その中に、是正

勧告は受けていないですけれども、過労死ライン月100時間以上のくく

りの中に市立札幌病院が入っているのです。ということは、今ここで

議論していることと、現場が疲弊しているということは必ず忘れない

でいただきたいのです。そこの視点も大事かなと思って聞いています。 

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    いろいろと頑張るのはいいのだけれども、職員が疲弊し

ないような形で、先ほどからお話がありましたように、市立病院、公

立病院としてしなければならないことに集中して頑張ってもらいたい。

その上で若干の公的資金があるということであれば市民も納得できる

というふうに理解してよろしいですか。  

○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    ほかにありませんか。  

○平本委員○平本委員○平本委員○平本委員    私は、市営企業審議会でもこれまで何度も申してきたと

おり、今委員がおっしゃったことと同じで、田中アドバイザーがおっ

しゃることと全く同じだと思うのですけれども、公立病院としてのあ

り方を考えたときに、民間と同じような採算ベースでやる必要はない

と思っています。むしろ、先ほど来、地域の医療を担う一つの中核の



 - 33 - 

病院として、それから、最後のとりでとして存在しているのだから、

そこが医療制度上、うまくもうけが出ない領域であるのならば、そこ

の部分に公的なお金、すなわち税金が投入されて、その結果として地

域の医療が充実するということでいいと思っているのです。ですので、

大原則としてはそういうふうに思っております。  

 それから、今回の専門家会議ができた一つの理由は、ここのところ、

収支差が大分大きくなってきて、赤字がかさんでいるということで、

では、何か検討の余地がないのかということでこの会議ができたと思

っています。初めから赤字を黒字化しようという前提ではありません

し、まして民業を圧迫してまで市内から患者を奪ってこいという議論

になるということは当初から想定しておりませんということだけ、共

有を兼ねて発言させてください。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    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    特にありません。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    笹本アドバイザー、どうですか。  

○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    特にありません。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    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    公立病院の役割を明確にしてやっていけばいい

と思います。  

○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、どうですか。  

○井上参与○井上参与○井上参与○井上参与    特にありません。  

○金子会長○金子会長○金子会長○金子会長    きょうの目的であった理念とビジョンは、基本的な言葉

としてはこれでいいということで理解してよろしいですか。  

（「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    また、役割に関しては、利益を黒字化することが目的で

はなくて、公立病院として、赤字部門は赤字でもいいのだと。ただ、

それを市民の皆様に説明できるような形での役割をもうちょっと明確

にしてもらいたいということで、基本的にはこの役割を言葉として踏

襲したいということでよろしいですか。  

（「異議なし」と発言する者あり）  
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        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、予定の時間になりましたので、きょうはこれ

で終わりたいと思います。  

 皆様、非常に熱いご議論をどうもありがとうございました。  

                         以  上   

 


