
札幌市営企業調査審議会（平成30年度第１回病院部会） 

日 時  平成30年７月30日（月）午後６時30分～８時10分 

場 所  市立札幌病院 ２階 講堂 

出席者  委 員 ８名 

     荒木委員、金子委員、今委員（部会長）、田作委員、 

     名本委員、早坂委員、水澤委員、渡辺委員 

     市 側 

     関病院事業管理者、菱谷経営管理室長、向井副院長、 

     甲谷副院長、勝見副院長、西川理事、三澤理事、今泉理事、 

     宇都宮経営管理部長、貴志放射線部長、高橋検査部長、 

     後藤薬剤部長、千葉看護部長、仁木医療品質総合管理部長、 

     高田総務課長、菊地医事課長、武井経営企画課長 
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１ 開 会 

○武井経営企画課長 定刻になりましたので、始めさせていただきま

す。

 私は、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。

 まず、本日の資料については、委員の皆様には事前に郵送させてい

ただいているところですが、一部変更がございましたので、本日、改

めてお手元に配付しております。あわせて、第１回目から第３回目ま

で開催されました専門家検討会の資料も置かせていただいております

ので、参考としてごらんください。

 なお、本日は、菅原委員、平本委員、舛田委員におかれましては、

所用のため欠席との連絡をいただいております。

 それでは、以降の進行は部会長の今委員にお願いしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

○今部会長 皆様、こんばんは。

 ただいまから、札幌市営企業調査審議会平成30年度第１回病院部会

を開催させていただきます。

 本当にお忙しい中をご参加いただきまして、ありがとうございます。

 事務局からは、本日の部会はおおむね１時間半を予定していると伺

っております。

 それではまず、開会に当たりまして、関病院事業管理者に、一言、

ご挨拶をお願いいたします。

○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、本日の病院部会にご出

席いただきまして、まことにありがとうございます。

 本日は、市立札幌病院の中期経営計画である新ステージアッププラ

ンの平成29年度の進捗状況や、当院の役割と経営健全化に関する専門

家検討会が３回まで終了いたしましたので、その検討状況についてご

説明させていただきたいと思います。

 委員の皆様におかれましては、さまざまな観点からご意見をいただ

ければと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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 なお、ここで、４月の機構改革と人事異動によりまして、病院側の

出席者や職位に変更がありましたので、紹介させていただきたいと思

います。

 まず、副院長の勝見でございます。

 続きまして、経営管理室長の菱谷でございます。

 続きまして、経営管理部長の宇都宮でございます。

 続きまして、看護部長の千葉でございます。

 最後に、医療品質総合管理部長の仁木でございます。

 なお、理事の原田につきましては、所用により欠席させていただい

ております。

 本日は、どうぞよろしくお願いします。

２ 議 事 

○今部会長 それでは、早速、始めさせていただきたいと思います。

 本日の議題は２件でございます。従前どおり、一括して説明を受け

て、その後に質疑応答の時間をとらせていただ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）

○今部会長 それではまず、議題（１）については、病院局から説明

をお願いいたします。

○宇都宮経営管理部長 それでは、資料２をごらんください。

 市立札幌病院新ステージアッププランの進捗状況でございます。

 資料の構成ですが、左に項目、内容の記載がございまして、真ん中

に達成年度がございまして、27、28、29とそれぞれに白丸、黒丸がつ

いております。白丸はその年度で完結したもので、黒丸は継続して取

り組んでいるものという整理です。そして、右のほうの記載が取り組

み状況でございます。

 それではまず、１の（１）アの予約制の導入についてでございます。

 平成26年９月に15の診療科で原則紹介制を導入しております。

 全科への拡大については、国の制度改正に伴い、紹介状のない新規

の患者の定額負担金を5,000円に改定したことにより新患が減少したこ
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と、それから、プランの紹介率の目標を現状では上回っているという

ことで、今のところ、全科への拡大は見送っております。

 次に、イの入退院の説明等を一元化する（仮称）総合サービスセン

ターの設置についてでございます。このことについては、平成28年４

月に、一元化をする入退院支援窓口を設置しております。

 次に、ウのクリニカルパス専従職員の配置についてでございますが、

平成28年に、看護職でございますが、担当の係長を配置いたしました。

 次に、（２）アの臨床工学技士の常駐化についてでございますが、

24時間対応をするためには15人が必要になりますけれども、現在は13

人となっております。

 次に、イの救急患者の受け入れ増を図る取り組みについてでござい

ます。

 臨時入院病床を平成27年に設置し、その後、拡大をしていっており

ます。引き続き、対応をしているところでございます。

 次に、（３）アの外来呼び出し用のＰＨＳの配備についてでござい

ますが、平成27年に10台ふやしまして、現在、合計85台で運用してい

るところでございます。

 次に、ホスピタルアートの展示についてでございますが、平成29年

には、札幌市立大学の学生が作成した段ボールアートを展示したとこ

ろでございます。

 ２ページ目に参りまして、ウの患者満足度調査の実施についてでご

ざいますが、平成28年から毎年実施をしているところでございます。

 次に、２の（１）アの手術室の看護師の増員配置でございますが、

平成27年４月に５名を増員したところでございます。

 （２）アの緩和ケア病床の増床についてでございますが、平成27年

に２床から６床に拡大しております。

 次に、イの重症患者用病床の整備についてでございますが、平成27

年12月にハイケアユニット８床を設置したところでございます。

 次に、ウの病床配置の見直しについてでございますが、平成27年12

月に臨時入院病床、緩和ケア病床、それから、６床室を４床化するな

どを随時実施してきております。また、ことしの１月には、１病棟44
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床を休止して、診療科ごとのベッド枠を廃止し、ベッドコントロール

の一元化をして強化を図っているところでございます。

 次に、（３）アの週休日のリハビリテーションの実施についてでご

ざいますが、平成27年度に、年度途中からではございましたけれども、

土曜日のリハビリテーションを実施し、その後、順次拡大をしていっ

ているところでございます。

 イのリハビリテーションのスペースの拡充についてでございますけ

れども、平成27年に部屋を転用して拡充を図ったところでございます。

その後、安全対策等を図っていっているところでございます。

 次に、（４）アの特定集中治療室管理料の取得についてでございま

すが、現在、施設の要件を満たすために、資格を有する医師の確保等

に向け、調整中でございます。

 （５）アの児童精神科医療に対する対応ということで、精神医療セ

ンターに児童専用の病床を設置するということについては、平成28年

に３床設置したところでございます。

 続きまして、３（１）アの看護師等の募集広報の充実についてでご

ざいますが、募集案内の前に試験のスケジュールを公開したり、看護

学校に出向いてポスターを配布したり、民間企業が主催する就職説明

会へ早期に参加していくなど、取り組みを継続しているところでござ

います。

 次に、必要な看護職員を適宜精査して確保するということですが、

平成27年に手術室に５名、各病棟に７名、合計12名増員するなど、順

次対応していっているところでございます。

 ウの専門医制度への対応でございますけれども、平成28年に対応可

能なコース、プログラム等を設置して取り組みを開始しているところ

でございます。

 ４ページでございます。

 エの給与等の処遇や勤務条件の調査研究を行うということについて

ですが、平成27年から、新卒の看護師について、それまでは６月末ま

で臨時職員で任用し、免許を確認後に正職員としておりましたが、４

月から正職員で採用したり、４年次、５年次の研修医については、そ
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れまで非常勤職員で採用していたところを正職員で採用したり、勤務

条件の改善に向けて取り組みを継続しているところでございます。

 次に、（２）アの研修医のプライマリケアの研修を充実させるとい

う内容でございます。

 平成27年５月に、指導医のもと、臨床研修センターで平日昼間の救

急車の受け入れを開始し、下のほうにございますが、平成29年には３

次救急以外の救急診察を開始し、プライマリケア研修の充実を図って

いっているところでございます。

 続きまして、３の（３）アの医師事務作業補助者、看護補助者を増

員する部分でございますけれども、例えば、医師事務作業補助員につ

いては、平成26年度は37名だったのを29年度には50名と増強しててる

ところでございます。

 イの勤務体制の見直し、看護師の交代制についてでございますけれ

ども、新たな勤務パターンとして12時から21時という勤務帯を試行実

施し、夕方の人員の充実、準夜勤帯で１人減らす等の負担軽減につな

がるということで、平成28年４月より規定化し、実施しているところ

でございます。

 ウの職員満足度調査につきましては、平成28年度から実施しており

ます。

 続きまして、５ページの（４）アですが、専門資格取得等の支援に

ついてです。現在、資格、能力に係るデータベースを作成したところ

で、今後、活用方針等を検討する予定でございます。

 次に、イの局独自職員、医療情報職の育成についてでございますが、

現在、医事部門に４人配置しておりますけれども、他部署への異動の

余力がなかなか難しいことから、異動等のジョブローテーションにつ

いては今後検討していきたいと考えているところでございます。

 次のウの治験の推進についてでございますけれども、平成28年度に

つきましては、定期的な院内広報や業務手順書の改訂などを順次行っ

ているところでございます。

 少し飛んで、４の（４）アですが、管理料、加算等の算定について、

順次算定していくという部分ですけれども、右に記載がありますよう
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に、毎年、適正に算定していっているところでございます。

 次に、イのジェネリック医薬品への移行についてでございますが、

現在、使用率は通年で90.4％になっております。

 ６ページに参ります。

 ウの省エネ・節電の部分ですが、毎年、照明器具のＬＥＤ化やヒー

トポンプの更新などを計画的に実施していっているところでございま

す。

 続きまして、（５）アの医療機器の計画的な更新についてでござい

ますが、平成26年度に策定した整備計画に基づきまして更新をしてい

っております。平成29年度につきましては、一般Ｘ線撮影装置などを

購入したところでございます。

 最後のイの施設の改修についてでございますが、老朽化した配管等

につきまして、下のほうに樋を設置して漏水等が発生した場合には早

急に対応できるような対策を実施するなど、適宜、改修しているとこ

ろでございまして、平成29年度につきましては１億4,000万円ほどの改

修費用を要したところでございます。

 取り組みについては以上です。

 それから、数値目標を整理した市立札幌病院新ステージアッププラ

ンの進捗状況という１枚物の説明をさせていただきたいと思います。

 数値目標に対して、達成しているものは丸、おおむね達成している

もの、数値の９割程度を達成しているものは三角、それ以下をバツと

記載しております。

 達成しなかった三角もしくはバツのところをご説明させていただき

たいと思います。

 ６の入院の患者満足度については三角としております。

 目標では、平成29年度は92.3％が91％ということで、非常に高い数

値ではありますが、目標自体が高かったということがあり、三角とな

っております。

 内容等を見てみると、備考欄に記載しておりますが、家族への説明

や気配りなど、一部の項目について満足度が８割前半であったという

ことで、目標に到達しなかったということです。
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 次に、７の外来の患者満足度も若干下回ってしまっております。

 内容を見てみると、待ち時間の説明、アナウンスについての満足度

が７割前半ということで、その影響で全体的に数値が下になってしま

ったところです。

 次に、８の手術件数でございます。これも、ほぼいいところかと思

いますが、率で言うと98.4％と若干下回っておりますけれども、おお

むね達成していると考えております。

 裏面へ行きまして、10のリハビリテーションの実施単位数でござい

ます。

 平成29年度はバツとなっていますが、非常に高い目標を掲げていて、

実働の職員数28人を想定しておりましたけれども、現在は24人でリハ

ビリテーションを実施しております。

 １人当たりの稼働状況を見てみると、標準では１日１人当たり18単

位というところ、市立札幌病院では19.6単位と高い状況で実施されて

おります。

 次に、14の夜間の看護補助者についてでございますけれども、目標

21人のところを５人ということで応募をかけているのですが、なかな

か応募がなかったため、目標に達しておりません。

15の新入院患者数も、高い目標だったせいか、若干届かなかったと

いうことで、率としては98.7％ともう一息のところでした。

 最後に、17の病床利用率ですが、新入院患者の伸び以上に平均在院

日数が短くなっておりまして、三角となっております。

 資料の説明については、以上でございます。

○今部会長 続きまして、議題（２）でございます。

 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の件でござ

いますが、当会の金子委員に会長をお引き受けいただき、大役を担っ

ていただいております。本当にありがとうございます。

 それでは、会長の金子委員からご説明をお願いいたします。

○金子委員 今ご説明がありましたように、ことしの３月に、市立札

幌病院の役割と経営健全化に関する議論を行うため、この病院部会の

下に専門家検討会が設置されました。現在までに３回の会議が終了し
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ております。

 専門家検討会では、市立札幌病院の役割や経営課題に関して、委員

の皆さんやアドバイザーからさまざまなご意見をいただいております。

 本日は、その中から、主なご意見についてご報告させていただき、

病院部会委員の皆様から忌憚のないご意見をいただきまして、いろい

ろご討議いただければと思っております。

 きょうのご意見を次回の専門家検討会にぜひ役立てたいと思ってお

りますので、よろしくお願いします。

 それでは、病院局から、今までの経過をご説明ください。

○宇都宮経営管理部長 それでは、私から資料に基づきましてご説明

させていただきたいと思います。

 Ａ３判の資料３、専門家検討会の検討状況（中間報告）をごらんく

ださい。

 検討会の設置目的は、市立札幌病院の役割の明確化とその役割を担

うための経営の健全化を協議するということです。

 検討会のメンバーですけれども、当病院部会の委員の中から、荒木

委員、金子委員、今部会長、平本委員の４人に加えまして、アドバイ

ザーとして、北海道医師会の常任理事で、北海道医療計画の策定委員

でもございます笹本先生、それから、手稲渓仁会の田中理事長にもお

願いしております。また、病院の経営について非常に知見のある千葉

大学医学部附属病院副院長である井上先生を札幌市の参与としてお招

きいたしました。

 以上のメンバーで検討会を進めさせていただいたところでございま

す。

 検討会は、これまで３回実施しておりまして、第１回目の４月17日

から第３回目の７月11日まででございます。

 当日に配った資料につきましては、冒頭、課長からご説明し、お手

元にお配りしておりますが、内容は非常にボリュームがあるものです

から、それを概要としてまとめたものを資料として作成しております

ので、そちらで資料の内容をご説明させていただきたいと思います。

 資料４の専門家検討会検討資料（概要）でございます。
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 まず、１回目の４月17日では、市場環境分析の札幌医療圏での需要

の分析と周辺病院の分析ということで、医療圏内の疾患別のシェアの

分析を行ったところです。

 医療圏の需要の分析については、高齢者の人口については、平成27

年と47年の増加率を見ると、北海道では８％、全国では10％のところ、

札幌は29％ということで、非常に高い増加率になっております。

 高齢者の疾患についても、循環器系だと全国が７％のところを14％、

看護系では全国が６％のところを13％ということで、倍以上の増加率

となっております。

 そんな中で、基準病床は２万1,316床で、既に病床として３万3,000

床ほどございますので、過剰な状態になっているということで、高齢

者疾患は増加傾向にございますが、過剰病床地域であり、今後の増床

の見込みはなかなか難しいという分析結果でございます。

 次に、医療圏内の疾患別のシェアでございますけれども、市立札幌

病院は、札幌圏では、ベッドのシェアの割合は5.6％を占めております。

そして、実際の入院患者の割合でいくと、医療圏の中で5.8％とベッド

のシェアを若干上回っている状況でございます。

 次に、２回目の６月19日の内容ですが、２回目では、役割と経営状

況についてご説明させていただきました。

 役割については４点ございまして、地域医療支援病院、高度急性期

病院、医療計画を支える病院、人材育成となってございます。

 最初の地域医療支援病院でございますけれども、地域の医療機関を

バックアップするという形で、支援病院としての機能は四つございま

して、紹介患者の受け入れ、救急医療、医療機器の共同利用、地域の

医療従事者に対する研修となっております。そのうち、最初の紹介患

者の受け入れと救急医療につきましては、入院患者の入り口としての

大きな二つの柱となっております。

 次に、高度急性期病院としての役割でございますけれども、下に記

載しているように、がんの診療拠点病院や救命救急センター、総合周

産期母子医療センター、これは道央圏で当院のみでございます。また、

道内唯一の精神科救急・身体合併症を診られる病院というふうに位置
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づけされております。

 また、最初に記載している特定病院群は、ことしの４月から評価を

いただいているもので、大学病院に準ずる機能を持っている病院とい

うことで、診療報酬の加算がこの評価により上がることになっており

ます。

 次に、医療計画の部分ですが、５疾病４事業について、当院ではそ

れぞれ医療計画上、位置づけられており、総合病院として33科の総合

力でそれぞれの疾患、事業に対応しております。

 ４番目の人材育成についてですけれども、研修医の受け入れとして、

平成30年度を記載してございますが、トータルで50人を予定していた

ところ、50人という形になっております。

 次に、（２）の経営状況ですけれども、こちらには平成25年と29年

の比較を記載しております。25年は、ちょうど収支が均衡している年

でございまして、直近の29年との比較ですが、経常収支で見ると、25

年は800万円の若干の黒字でしたが、29年は約10億円の赤字となってお

ります。

 患者数の一番下の延べ外来患者数のところを見ていただくと、平成

25年は34万7000人だったのが31万人ということで、10％ほど減少して

おります。これは、平成26年に原則紹介制の導入をしたことによる減

少になります。

 それから、その上の延べ入院患者については、20万9,000人が19万7,000

人ということで、5.7％の減となっております。

 この内訳を見ますと、新入院患者については13％ほど伸びているの

ですが、在院日数については、治療の適正化を進めることで短縮して

いまして、10.7日で15％ほど減少してございます。その関係で、トー

タルの延べ入院患者数は5.7％ほど減少しております。

 入院、外来ともそれぞれ減少しているのですが、経常収支の下の欄

の収入のところを見ますと、平成 25年度は 211億円のところ、平成 29

年度は221億円ということで、約10億円が増加しております。それぞれ

患者数は減っていますが、単価が上がっている影響でございます。

 ただ、支出の部分は、平成25年度の211億円が29年度は231億8,900万
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円ということで、約20億円伸びています。その影響で10億円の赤字に

なっている状況でございます。

 第３回目は、７月11日に経営課題について議論していただきました。

資料には８点の課題を明示しております。

 まず、①の入院でございますが、１点目として、地域からの紹介患

者についてです。紹介率は79％と高い率で推移しているところですが、

地域の医療連携病院へのアンケートの結果を見ると、「満足」と「や

や満足」で84％と高い率ではございますが、中のアンケートの項目を

見ると、「紹介しにくい」が７％、「紹介をためらう」が30％ござい

ました。記載を見てみると、外来が混んでいる、新患の予約を入れよ

うと思ってもなかなかあき枠が少ないなどの状況があり、まだまだ課

題があると理解しております。

 次に、②の救急医療の部分ですが、平成29年５月から輪番制のバッ

クアップとして３次救急の受け入れ拡大を行ったところでございます

が、全国的に同規模の病院の平均を見ると、救急からの受け入れの入

院患者は16％ございますが、市立札幌病院では９％と、まだまだ割合

としては低いと考えているところでございます。

 次に、③の入院期間でございますが、ＤＰＣの入院期間の割合とし

て、Ⅲ・Ⅲ超えが24.4％と記載しております。ＤＰＣというのは、入

院期間が長くなると段階的に診療報酬が減額してしまうということで、

Ⅲ・Ⅲ超えになると診療報酬が非常に厳しいということになります。

ただ、24.4％ございますが、超えても10日以内がほとんどでございま

して、適正にコントロールされている結果ではないかと考えておりま

す。

 次に、④の手術の件数ですが、年間手術件数は約7,000件でございま

す。ただ、同規模の黒字の病院の平均を見ると8,500件ということで、

それに比べると低い数字ではございますが、当院の施設の規模は、手

術室が11部屋で麻酔科医９人ということを考えると、頑張っている数

字ではないかと思っております。

 次に、⑤の入院日を平準化するというところですが、病床の稼働率

は曜日によって結構差がありまして、水曜日ですとピークで90％を超
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えていますけれども、日曜日だと76.9％ということで、その差は大体

14％ぐらいあるということでございます。

 次に、⑥の外来でございますが、外来の患者数につきましては、医

療費2,000円以下の患者の割合が26％で、全体の約４分の１となってご

ざいます。医療費が2,000円というのは、例えば、再診で来ていただい

て、院外の処方箋を処方するということで大体2,000円以内になります。

その中には、地域の医療機関でも対応可能な部分もまだ残っていると

感じておりまして、地域への逆紹介を進める必要があるのではないか

と考えております。

 次に、⑦の外来単価ですが、単価に与えるインパクトが大きい外来

化学療法を例に挙げて資料でご説明させていただいたのですけれども、

稼働率としては118.4％ですので、必要な医療ニーズには応えていって

いる状況です。

 最後に、⑧の費用でございますが、こちらの率は、医業収益に対す

る割合を示しております。人件費が58％、医薬が19％、医材が11％、

委託料が11％です。右に括弧書きで記載していますが、同規模の黒字

の病院を例にとると、それぞれ人件費だと53％ということで人件費比

率が５％ほど高くなっております。

 しかし、その下に米印で記載しておりますが、患者当たりの職員数

と単価は同規模の病院と同じ水準でございまして、この率が高いとい

うのは、医業収益に対する割合でございますので、収入が低いために

人件費比率が高く見えているということでございます。

 以上が３回の専門家検討会でお示しした資料の概要です。

 その中で各委員からいろいろとご意見をいただきましたので、それ

を資料３の右のほうにまとめて記載しているところをごらんください。

 いただきました意見を項目ごとに整理しておりますが、まずは役割

についてです。不採算部門である救急医療や精神科の救急、小児科医

療、周産期医療というのは非常に大切な役割であるという意見をいた

だいております。

 二つ目は、最後のとりでとして、市民のためのということを考えて

記載するようにというご意見です。



 - 13 -

 三つ目は、公立病院の役割は地域性を抜きには語れないので、医療

資源が充実している札幌市内における公的病院の役割をしっかり示し

ていくべきということです。札幌は、ご存じのように、医療機関が非

常に集積しているところで、その中で市民のための病院と言いつつ、

何でも市立病院が受けるわけではなく、地域の中での役割分担で、地

域全体で市民の健康、医療を守っていくという考え方でございます。

 最後の四つ目は、政策的医療や集学的な医療についても役割として

整理していったほうがいいというご意見をいただいております。

 次に、市立札幌病院が担う人材育成の部分です。資料では、研修医

の受け入れについて説明させていただいたのですが、そのほかにも、

専門医の育成のこと、それから、隣接地に市立大学の看護学部がござ

いますので、そちらとの連携について、それから、訪問看護ステーシ

ョンへの職員の派遣などについてもしっかり記載したほうがいいとい

うご意見をいただきました。

 次に、地域からの紹介についてでございますが、地域から紹介して

いただくためには、まず、しっかり逆紹介をして信頼関係を高めるこ

とが大切ではないかというご意見がありました。また、紹介患者の新

患者予約を入れる枠が少ないというアンケートの答えもございました

が、それは、やはり、外来が混雑しているためということで、地域の

医療機関で診ることのできる外来患者につきましては、地域にしっか

り逆紹介をして、余裕をつくることも大切ではないかというご意見を

いただきました。

 救急医療の部分につきましては、入院患者の確保が経営的には非常

に重要であるというご意見をいただいております。

 次に、外来患者についてですが、先ほどもご説明した単価2,000円以

下はやはり多過ぎるということで、地域にしっかり戻して役割分担を

進めて、高度急性期の病院としての本来の役割を全うすべきではない

かというご意見をいただいております。

 医療機器の活用につきましては、ほかの病院の稼働率の平均を下回

っておりますが、それは、ある意味、無駄な検査をしていないという

見方もできるのではないか。
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 ただ、高額な医療機器ということもございますので、地域の医療機

関との共同利用をもっと進めていくべきだというご意見をいただきま

した。

 経費についてですが、収入が低くて率が高いというのは理解をする

けれども、見直しできるところはしっかりするようにということで、

例えば、委託費ですと、清掃などの仕様の見直しなどもできるのであ

ればちゃんとするようにというご意見をいただいております。

 最後に、経営改革の方向性についてですが、民間病院の経営を圧迫

してまで進めるべきではない、役割分担を踏まえて経営を進めていく

ようにというご意見と、経営改革を進めるときには、単に人件費削減

ということではなく、職員のモチベーションを上げて、そのことで医

療の質が高まり、自然と患者サービスが向上し、患者さんがふえてい

くというプラスのスパイラルでふえていく方向性を模索したほうがい

いのではないかというご意見をいただいております。

 以上が３回の検討会で出た主な意見でございます。

 最後に、今後の進め方、予定ですが、これまでの検討会で検討した

内容、それから、きょうの病院部会での議論を踏まえまして、経営健

全化に向けた方向性をまとめて、11月ごろにはなろうかと思いますけ

れども、当病院部会に報告したいと考えているところでございます。

 資料の説明は以上でございます。

○今部会長 ありがとうございました。

 金子委員から補足しておきたいことや強調しておきたいことなどは

ありませんか。

○金子委員 特にないのですが、経営改革の方向性で、民間病院の圧

迫ということがかなり議論になりました。圧迫の仕方というのはいろ

いろあると思いますが、医療の質を切磋するということを競争し合い

ながらお互いに圧迫し合うのはいいと思いますし、やはり、ここは市

立札幌病院でなければできないことをきちんとやってもらうというこ

とが大事だと思います。

 また、先ほどお話がありましたように、市民のための病院ですが、

札幌市のクリニックなり病院なりを助けることが市民の役に立つとい
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うことが基本的な理念であるということを考えた上で病院のミッショ

ンを考えたらいいのではないかと思います。

○今会長 それでは、これから議論に入りますが、１点、気になる報

道がありましたので、確認しておきたいと思います。

2018年７月13日の新聞の記事で、「高い人件費、改善を」というキ

ャッチになっております。この中身をよく読むとよくわかるのですが、

高い人件費率ではなくて人件費と書いていますので、これが少し気に

なりました。

 ７月11日の専門家検討会資料の23ページで、経営管理部長が説明さ

れましたけれども、給与単価としてはベンチマークに比べてほんの少

し低いというご説明がありました。これは確認させていただきます。

 その前の22ページの一番上の給与費についてです。これがベンチマ

ークについて５ポイント高いということは、医業収益に対する単価で

あるということでこの比率になっているというご説明をいただきまし

たけれども、この考えでよろしければ、この新聞報道の高い人件費と

いうのは、高い人件費率と考えてよろしいのか、確認したいと思いま

す。

○宇都宮経営管理部長 今ご説明いただいたように、新聞のタイトル

のところは「高い人件費」でとまっているのですが、中身は高い人件

費比率ということで、今部会長から示していただきました資料の22ペ

ージ、23ページでも、それぞれ医業収益に対する給与比率という書き

方をしております。

23ページを見ていただくとよくわかると思いますが、給与費の比率

と左にあって、三つに分解できます。収益力と患者当たりの職員数と

給与単価となって、それぞれ患者当たりの職員数、給与単価は、右に

ございますように、同規模の黒字の病院と見ても、それぞれ３％ぐら

いプラス・マイナスがありますが、ほぼ同水準かと見ております。た

だ、収益力のところで見ると32％違いまして、投資している人的資源

に対する収入が低いということが問題だと考えております。

○今部会長 とてもよくわかりました。ありがとうございます。

 さて、ご質問がいっぱいあると思いますが、いつものとおり、１回



 - 16 -

のご質問を３点ぐらいまとめていただいて、一巡しましたら２回目の

ご質問をいただきたいと思います。ご協力をよろしくお願いします。

 それでは、この２点に関しまして、ご質問、ご意見はいかがでしょ

うか。

○水澤委員 この中間報告については、金子委員がご努力されてつく

られたということなので、なかなか言いづらいところがありますが、

一市民としてお話ししたいと思います。

 資料３の中間報告で気になったことを話したいと思います。

 中間報告書には、紹介患者の予約を入れるために外来患者を他の医

療機関に振り向けることを積極的に行うということが挙げられていま

す。

 実は、私は過去に同じような体験をしていました。急に腰が痛くな

って、今までかかりつけだった大病院の整形外科にかかろうとしたの

ですが、予約がいっぱいということで断わられてしまいました。その

瞬間、この病院には二度とかかりたくないと思いました。ですから、

今もかかっていませんし、これからも、かかろうとも思っておりませ

ん。患者を選別する病院は、患者から逆に選別、拒否される病院にな

ると感じたのです。今回の中間報告は、患者を選別する病院になって

いないか、病院本位のプランになっていないかということです。患者

本位のプランでなければいけないのに、どうもそれが後退していると

思いました。

 その具体的なことは、医療費2,000円以下の外来患者を他の医療機関

に戻すことが書いておりますが、実際には外来患者を拒否しているこ

とに近いのではないでしょうか。外来患者を他の医療機関に戻し、入

院患者をふやすことが経営改革になっておりますが、患者のことを忘

れたプランになっているようにしか思えませんでした。経営改革の方

向に疑問を感じました。中間報告では、具体的な患者本位の施策はど

ういうことを考えられているのでしょうか。

 また、この報告そのものに専門家の意見は入っているようですが、

市民の意見はどこに反映されているのか教えていただきたいのが１点

目です。
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 二つ目は、経営改革の方向の中で、先ほど金子委員からもお話があ

りましたが、民間病院の経営を圧迫してまで改革すべきではないとい

う表現でした。それは、税金で補塡されている公立病院は黒字を出す

改革をすべきではないということなのでしょうか。

 また、不採算部門は、民間の病院ではなくて公立病院でやるべきで、

赤字を出しても良いと、とられかねないということです。不採算部門

を市立病院に押しつける考えには賛成しかねます。市立病院は独立採

算ですから、赤字にしてはいけないという考えを第一に打ち出すべき

だと思います。

 したがって、このような誤解を受ける表現は余り使わないほうがい

いのではないかということです。それに対するご意見を聞かせていた

だきたいというのが２点目です。

○今部会長 この検討会には市民の意見が入っていないのではないか

ということと、民業を圧迫すべきではなく、不採算部門を市立病院に

押しつけてはいけないというご意見がありました。これに関しまして、

病院局からご回答をお願いします。

○宇都宮経営管理部長 ご質問の１点目は、市民の意見が反映されて

いるのか、今回の検討の経過を見ると、患者を選別しているような雰

囲気にとられるというところですが、札幌の状況を考えると、地域の

医療機関が非常に多く、その中で高度急性期を担っている市立札幌病

院としての役割はどうあるべきかという役割分担の部分で議論が進ん

でいたと考えております。

 その中で、今後、市民の意見をというのは、この審議会病院部会の

各委員のご意見、それから、この後、中期経営計画という形でまとめ

させていただきますが、その中には、議会の議論もありますし、パブ

リックコメントという形で市民の意見を反映させていただいて、計画

としてまとめたいと考えております。

 それから、民業を圧迫してまでというところですが、確かに、この

資料の記載は、文章が短く、誤解を招く表現だったと反省していると

ころでございます。今後、議論を進めていく中で、また、市立病院と

して計画をまとめるときには、そのような誤解を招かない表現でまと
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めていきたいと考えております。

○今部会長 パブコメで入るということですが、いかがでしょうか。

○水澤委員 パブコメではちょっと遅いのではないかと思います。と

いうのは、プランがほとんどできてしまってから、市民の意見を聞い

たとしても、市民意見を入れるタイミングとしては遅いと思います。

前回の部会でも市民意見を聞くようなアンケートをとるべきではない

かという意見を出させていただきましたが、市民が市立病院をどう見

ているのか、そういう意見を計画に反映したほうが、より確実なもの

になるのではないかと思います。

 また、市立病院は独立採算なので赤字を出してもいいという考え方

をしてはいけないと思います。中間報告書の中に、そのことをしっか

り表現しないと、不採算部門は市立病院がやるのが当たり前で、赤字

を税金で補塡する考え方になってしまうと思います。

○金子委員 基本的には水澤委員のおっしゃるとおりだと思います。

先ほど、委員の体験をお話しになりましたね。ずっと整形外科にかか

っていて、腰が痛くなったということで聞いたらお断りされたという

ことです。確かに、これは2,000円という表現の仕方が問題だと思いま

す。

 基本的には、市立札幌病院でなければ見られない患者さんを診たい

ということで、それによって市立病院の専門性を高めたいということ

です。2,000円がひとり歩きをして問題ですが、医療費が１回2,000円

ということは、簡単な診察とお薬を何カ月分か出して、元気でよかっ

たねということで帰る患者です。そういう方を診るために、もっとき

め細かく診なければいけない患者さんが予約もできない、あるいは、

診るべき時間に診られないというのは市民の病院としては問題ではな

いかという意見でした。

 では、どうするかですが、ずっと経過だけを見て問題がない慢性の

方は、個人のクリニックにお帰しして、何かあったらうちで診るとい

うことです。クリニックと市立札幌病院のコーディネーションがちゃ

んとしていれば、そういう方もきちんと取り上げられるのではないか

ということでした。
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 そういう意味で、慢性期で症状が固定された方は、市内のクリニッ

クと専門病院とのコーディネーションをよくすることで、待ち時間も

少なくなりますし、いろいろな症状の変化があった場合は市立札幌病

院で診ることを原則として、お互いに同じ患者を診合うことでカバー

できるのではないかという意見でした。

 やはり、2,000円というのがひとり歩きしたのだろうと思います。

 市民の意見というのは、そのとおりだと思いますが、市民のいろい

ろな意見を頂戴しました。アンケートをとって、その上でどうするか

ということを考えました。まだまだ不十分な点はあると思いますが、

水澤委員のおっしゃることは当然だと思います。

 また、市立病院だから赤字になってもいいということではなくて、

構造上、どうしても利益が出ない部門があるのです。例えば、乳幼児

の場合、薬の量も少ないですし、１人の乳幼児に対してかなりの数の

スタッフが必要になります。そういう場合は、税金を補塡していただ

いても市民が納得してくれるのではないかという意見でした。

 ですから、利益を第一にしてやっては医療の質が落ちるのではない

かということでした。医療の質を上げながら、構造としての赤字部門

を市立病院で請け負って、それは万が一補塡していただいたとしても、

市民の方は納得してくれるのではないかと思います。

 また、民間病院との競合ということが先ほど問題になりましたが、

民間病院と市立札幌病院が医療の質を切磋琢磨して、いいほうに来て

もらうということです。そういうことで市立病院が繁栄すればいいで

すし、数年前のように収支とんとんであればいいのです。必ずしも民

間病院を圧迫しないでくださいということではなくて、医療の質の問

題で切磋琢磨して、お互いによくなろうということです。そして、こ

ちらに来てくれればちゃんと診られます。そして、診られるために、

人間のある程度の余裕が必要なものですから、クリニックの先生と連

携を密にして、何かあった場合には必ずうちで診るからということを

前提に、慢性期の方はクリニックで診ていただいて、何かあったらす

ぐに来ていただこうということにしていたのです。

○水澤委員 頭で考えた理論だけでは、うまくいかないのではないか
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と思います。昔、医療改革で病診連携ということをやったことがあっ

たと思いますが、描いた絵のとおりにならなかった経験があります。

ですから、役割分担というのは、患者から見ると、断りのための理由

となりかねないと思います。

○今部会長 患者さん側からのご意見ということです。ただ、市立札

幌病院には政策医療をやっていただいているということを申し上げて

きました。政策医療とは、日本において、その国がその医療政策を担

うべき医療であるということで、厚生労働省で定めているもので19分

野あります。国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機

構は、民間病院に任せるだけでは不十分と考えられるこれらの分野、

つまりお金にならない分野ですが、そこら辺を担っていただく施設を

絶対に必要としています。これは、札幌市であれば市立札幌病院にや

っていただいています。

 一つ卑近な例ですが、この間、札幌市内で麻疹の発生が一例ござい

まして、最終的に市立札幌病院に行ったのですが、我々としては、土

曜の午後や日曜日、ちょうど潜伏期間から発症するときの態勢として

どうしたらいいのかということを医師会として考えました。そのとき

に、市立病院はすぐに動いてくれました。そういう患者さんを速やか

に臨床研修センターでとろうという決定をしていただきました。これ

も、お金がかかり、赤字になることなので、民間も誰もやりたがらな

いのですが、すぐに対応していただきました。

 そういう例もあります。ですから、患者さん側の意見もわかります

が、医療従事者としては非常に助かっている現実もありますし、不採

算部門を担っていただいているというのは、政策医療として仕方がな

いこともあると考えています。

 続きまして、いかがですか。

○田作委員 患者の目線からお話しします。

 実は、私は、市立札幌病院を受診させていただきまして、関病院長

のお言葉を信用して体を預けてみました。

 話の筋道としては、健康診断を受けまして、異常があったので、自

分で電話をして、こちらをご予約させていただいて、１回目は問診、
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２回目はカメラを入れて検査をして、その診断が出たというケースで

す。お話の内容としましては、高度医療が必要になる可能性があると

思ったのでかかってみたのですが、結果としては良性なポリープが出

ただけなので、こちらの病院では手術をしないで、別の病院に転院す

るという、こちらの内容に沿った受診の仕方をしたつもりです。

 その中で、患者として思ったことをご意見として申し上げます。

 まず、電話で予約をしたのですが、担当のところにかかるまでに２

回くらい回るのです。予約の担当部署に回しますということで、１回、

代表に電話をして、もう一回、違うところに行きまして、その待ち時

間が思った以上に長いです。これは、電話代がかかるので、何とかで

きないでしょうかというのが１点目です。

 また、診断と検査をした後に、先生に地域の病院を紹介してほしい

というお話をしました。私は清田区に住んでいるので、こちらのほう

まで入院するのは厳しいですという趣旨でお話をしたのですが、どち

らの病院でも結構ですので、ご紹介しますと言われました。しかし、

残念ながら、私はそんなに病院にかからない体なものですから、どこ

の病院をご紹介していただいたらいいのか、わからないのです。

 そう思ったときに、近所の大きそうな病院を幾つか挙げるしかなか

ったので、ドクターのところでわかるようにしていただければ助かる

と思いました。私が清田区に住んでいて、疾患が消化器であれば、ど

この病院を紹介すればいいのかというのをリスト化できないのでしょ

うか。

 リスト化が正しいのかどうかわかりませんが、こういう病院を紹介

できますという程度でいいです。どこかを推薦しますということでは

ないです。そういうことをしていただければ、僕はこの病院に行きま

すと言えたのだと思いますが、結局、近所の大きな看板の病院を言っ

て、消化器はそこで正しかったのかという思いがありながら、きょう

紹介状をもらいました。

 そんな流れがあったので、お話を聞ければなと思って申し上げまし

た。

○今部会長 ２点について、ご回答をよろしくお願いします。
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○関病院事業管理者 受診していただきまして、ありがとうございま

した。

 １点目の電話で受診の予約を入れられたということですが、時間を

ロスさせてしまったのは申しわけなかったと思います。入り口に関し

ましては、患者さんがスマートフォンなどで予約するようにできない

か、今、内部でいろいろと検討しております。

 もう一点は、経過を見ていただく逆紹介先の病院についてです。

 担当医の説明が不十分で申しわけなかったと思いますが、実は、そ

ういう部門がございまして、どこそこの地区にはこういう消化器の専

門病院があるということを患者さんにしっかり提示して、どこにかか

りますかという相談を受ける窓口がございます。地域連携センターの

中に設置しているのですが、そこへ誘導して、そこで相談していただ

ければ、すぐに的確な病院を紹介できたのではないかと思います。対

応がまずくて、申しわけありませんでした。

○今部会長 ほかにいかがですか。

○名本委員 ３点ほどに絞ってお話しします。

 １点目です。

 ステージアッププランの中身を見せていただいたときに、医療サー

ビスの質の高さについてアンケートの中で、まず、入院患者に対する

家族への説明とか気配り、二つ目として、外来患者に対する医師の説

明や対応、三つ目として、外来患者に対する待ち時間の説明やアナウ

ンスの評価が低いという結果を見て、私はびっくりしました。

 市立病院ですから、こういうことはあり得ないと思っていましたが、

病院へは具合が悪くて行くわけですから、丁寧な説明なり、あと何分

くらい待てばいいのか、ほかの委員からもありましたように、どこの

病院へ行ったらいいのか、その辺のアドバイスが必要だと思います。

 病院というのは、身体だけではなくて、精神的な部分も含めてフォ

ローしてくれるところだと思っていますので、ここはぜひとも改善し

ていただきたいと思います。

 それから、専門部会の検討状況についてです。

 今回、概要版だけを見ますと、先ほどご質問があったように、紋切
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り型の内容になっております。私どもとしては、文章化されないと意

味がよくわからないところがあります。この審議会で議論したことを

踏まえて、11月には最終報告ということですから、私どもが最終報告

のペーパーを見るときには、もうフィードバックできない状態だと思

います。できれば、そういうことがないように、事前にペーパーでも

いただければありがたいと思います。

 それから、収支のことですが、人件費比率ということがどうも理解

できないのです。民間企業であれば人件費比率というのは確かにあり

ますが、第２回検討会の資料の24ページに、平成25年から29年の給与

費が出ていまして、わずか４カ年の間で11億6,500万円も増加している

ということが理解できないのです。これは、比率ではなく、絶対数と

して増加しているということですね。なぜ短期間にこれだけ増加して

いるのでしょうか。私は、決して職員の給料が高いと言っているわけ

ではないです。その原因がわかれば、人件費を削減できるのではない

かと考えております。

 また、2,000円/人の単価の低い患者が多いということですが、これ

は負担金の5,000円を払って来ているということですか。飛び込みで市

立札幌病院に来るということは、当院を深く信頼しているということ

だと思います。そういう方々に対して2,000円で安いと病院が感じると

いうことは、来た方も、何だ、この程度のことしかしてくれないのか

と感じていると思ったほうがいいと思います。

 それから、先ほど水澤委員からお話がありましたけれども、私も市

立病院であっても、決して赤字を出すべきではないと思いますが、ど

うしても赤字が出るということであればその理由を市民の皆さんによ

く理解していただく必要があります。そのためには、アンケート調査

やワークショップを開くなどして市民の意見をしっかり吸い上げて、

本当に市民一人一人が市立札幌病院は重要なのだ、自分たちの病院な

のだという意識を持っていただければ、改革に多少の時間がかかろう

が、多少の赤字が出ようが、胸を張ってもいいのかなと思います。

○今部会長 大まかに言うと、ご要望３点とご質問２点の計５点がご

ざいました。病院局からお答えをお願いします。
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○宇都宮経営管理部長 まず１点目は、患者満足度調査について、家

族への説明、気配り云々のところが非常に残念だというご指摘でござ

います。

 確かに、率としては70％、80％と高いのですが、そうはいっても、

一部、そうではないところもある患者さんもいるということで、内部

で職員に対する研修等も定期的にやっているのですが、このアンケー

ト結果からは、まだまだだと我々は認識しておりますので、引き続き

取り組んでいきたいと思っております。

 それから、事前に検討会の検討内容がまとまる前にペーパーで見て

みたいということについては、検討会の検討状況を見ながら検討させ

ていただきたいと思います。

 また、第２回検討会資料の24ページの給与費について、５年間で10

億円ぐらい伸びている理由がわかればというところでございます。

 先ほど、ステージアッププランの中でもご説明させていただきまし

たが、職員の改善等を行ったというところがあります。また、実は、

平成27年に共済掛金の制度の見直しもございまして、給与費全体が伸

びたところがございます。処遇の改善、制度改正に伴って経費がふえ

たということでございます。

 それから、単価の2,000円の部分ですが、定額の自己負担以外に5,000

円を払って来ている患者さんかどうかということです。

 ここで挙げさせていただいた例は、継続して来ている方は、5,000円

の自己負担は支払わないで、通常の診察をして院外の処方箋を出して

という医療費が2,000円ですので、３割負担だとその３割の自己負担を

払われた、そういう医療行為を行った患者さんと理解していただけれ

ばと思います。

 最後に、市立札幌病院の経営状況をもっと理解していただくために、

アンケート、ワークショップ等を行ってはどうかということでござい

ます。

 改革に時間がかかってもということですが、ことしの第１回定例会

で、つなぎ資金として一般会計から27億円を借り入れております。経

営状況としては非常に厳しく、喫緊の課題だと認識しておりますが、
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その中でどのように改善していったらいいか、まさに、今、専門家検

討会で検討していただいているところですが、その後、なおも改善を

していく部分があれば、プランをまとめたときに意見を聞きたいと思

いますので、そのときに反映させていただければと考えております。

○今部会長 単価の件ですが、例えば、院内複数科受診ということが

あると思います。例えば、整形外科にかかって、耳鼻科にかかるとい

うときも単価に入ってこようと思いますが、そういうケースが多々あ

るものかどうか、そういう患者さんの割合はどうなのか、その手の資

料はないですね。

○関病院事業管理者 いろいろなご意見をいただいておりますけれど

も、先ほど金子委員がおっしゃられたことが私どもの立場だと捉えて

いただきたいと思います。私どもは、同じ診療時間の中で予約をいた

だきながら患者さんを診察していきますので、安定した患者さん、こ

こでは2,000円と書かれていますが、私どもの感覚としては、落ちつい

ている患者さんと捉えております。落ちついている患者さんは、再診

をされて、軽い診察をして、処方箋をお渡ししてお帰りになるという

ことで、長期の処方という感じになっていくのですが、２カ月なり３

カ月の処方を出して、その後、また来ていただくという格好になりま

す。

 私ども市立札幌病院としては、患者さんを診ておられる地域の先生

方のバックアップをしたいという気持ちが非常に強いものですから、

お困りになっている患者さんの紹介を受けて、診察をして、診断をし

て、ちゃんと治療してお帰ししたいという立場であろうと考えており

ます。ですから、安定している患者さんを紹介していただいた医療機

関ないしはご自宅のそばのかかりつけの先生のところにお帰しすると

いう立場でやらせていただきたいと考えております。ひいては、それ

が地域医療支援病院の一つの役割だと考えておりますので、そのよう

にご理解いただければと思います。

 決して単価が安いから診ないということを申し上げているわけでは

なくて、私どもが考えているのは、あくまでも容態が落ちついている

患者さんを地域の医療機関にお戻しして、あいているところに、さら
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に地域の医療機関でお困りになっている患者さんを引き受けてみたい

というのが私どもの原点でございますので、どうぞその点は誤解のな

いように捉えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○今部会長 ありがとうございました。

 よろしいでしょうか。

○名本委員 はい。

○今部会長 ほかにございますか。

○早坂委員 専門家検討会の検討状況の資料を読ませていただきまし

たが、全体的に非常に難しい問題が並列されているというか、役割と

経営を両立させるのがいかに難しいかということが書かれていると思

います。

 例えば、分析をしていく中で、今、関事業管理者からもお話があり

ました単価の問題は、確かに2,000円というのがひとり歩きしそうです

が、再診時に引き続き市立札幌病院に来ているケースもあれば、5,000

円払って、この先生だったらということで、ずっと来ている患者さん

もあると思いますので、そこの分析も必要だと思います。あるいは、

落ちついた患者さんというのは何科の比率が高いのか、内科なのか、

眼科なのか、よくわからないですが、この辺の精査ですね。この方々

の比率が高いというのではなくて、この方々はこの方々として対応し

て、ほかの外来の紹介をふやすためにはどうしたらいいのかというこ

とも考えなければならないと思います。診療科目ごとの外来患者の数

は、もちろん先生１人当たりが診る患者数は決まってくると思います

が、でこぼこがかなりあるのであれば、そこをどう改善していったら

いいのかということも検討の一つだという気がしています。

 また、ここの文章ではなかなか読み取ることができないのですが、

医療機器の共同利用ということも出ていまして、地域の医療機関との

共同利用をもっと進めてはどうかという言葉になっていますが、果た

してこれはスムーズに共同利用ができる状況なのか。地域の医療機関

からＣＴ、ＭＲＩを含めて紹介したときに、果たして２週間後、３週

間後という話になるのか。あるいは、ここの曜日については紹介のと

ころを多少あけていますという情報を出しておけば、ほかの医療機関
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側から確認できると思います。医療機関対医療機関という間であれば、

そういう情報の共有は意外と簡単にできるという気がしていますし、

そういうことをしていくと、医療機関同士の連携がもう少しスムーズ

に行くと思います。

 先生方が市立札幌病院を紹介したいといったときに、なかなか紹介

しにくいとか、外来が混み過ぎているとか、そういう状況を他の医療

機関の先生方に見せる、あるいは、病院側がドクター・トゥ・ドクタ

ーの中で公表するということを積極的にやっていってはどうかと思い

ます。そういう機能は持たれていたと思いますが、それをもっともっ

と進めていくことが必要という気がします。

 また、患者目線、市民目線という話が出ていましたが、確かにその

とおりだと思います。一つは、札幌市民の方々に対して、市立札幌病

院の機能、先生方、取り扱っている疾患、外来から診察あるいは手術、

入院といった一般的な患者が民間病院に行くのであれば何となくわか

っているようなことを、市立札幌病院もきちんとやっています、ある

いは、さらにこういう機能を担っていますということを、私は毎月で

もいいと思いますが、なぜ広報さっぽろに載せないのかと思っていま

す。各部署の先生方が、あるいは事務局も含めて、今、市立札幌病院

は頑張っているという姿を見せられるように、情報の伝え方はもっと

もっと工夫してやっていってもいいという気がしています。

 ご意見はいかがですかというときに、アンケートという大がかりな

方法も一つですが、はがき１枚で意見を出すと市立札幌病院のどこか

に意見が行くのかなというチャンネルも市民向けには必要という気が

していました。

 意見ばかりになって恐縮ですが、よろしくお願いします。

○今部会長 ありがとうございました。

 診療報酬単価の低い患者の分析、情報の共有と発信というご要望、

ご意見がございましたが、お答えいただけますか。

○宇都宮経営管理部長 １点目の分析の件ですけれども、確かに、単

価だけではなく、中の診療行為として、実際に経過を見る上で、高度

急性期疾患として必要なところもあれば、しっかり地域にお願いでき
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る部分もありますので、中身をしっかり分析することは大切だと改め

て感じました。ありがとうございます。

 ２点目の機器の共同利用については、お話にもありましたが、市立

札幌病院でも、ドクター・トゥ・ドクターといいますか、ここの医療

機器があいているかということを問い合わせていただいて、すぐに答

える用意はあります。何週間先ということではなくて、あいていると

ころをすぐにお知らせする用意はございます。

 ３点目の定期的に市立病院の役割、状況などをＰＲ広報したほうが

いいということですが、確かに、そこはまだまだ弱いところがあると

感じております。少し工夫させていただきたいと思います。

○今部会長 広報さっぽろの活用を積極的にお願いしたいということ

ですが、私は自治医のレポートというか診療報酬を持ってきました。

３割の人と１割の人で大分違うのですが、ざっくばらんに言いまして、

３割の方で請求点数600点前後の方は、初診料をお払いになって、胸部

写真を撮って処方箋料、これくらいのつくりになっていました。１割

の方は検査なり何なりということでございますので、やはり分析は必

要になってくるという気がしました。

 紹介する側の実感としましては、ＣＴ、ＭＲＩは数日以内にきちん

と入れていただいておりますので、そこに関しては非常に感謝してお

ります。

 続きまして、あと２方がご発言になっておりませんので、お願いし

ます。

○渡辺委員 渡辺です。

 ステージアッププランで目標を掲げることはもちろん重要ですけれ

ども、平均在院日数のところが気になっていまして、平成28年度は11.5

日で、29年度は11.4日と減っているのです。ここに疑問を持ったので

すが、在院日数の目標を掲げるとはどういうことなのでしょうか。

 患者として入っても日数まではわからないですし、市立札幌病院で

診ていただきたいといって診療を受けた患者をこのような日数ではか

れるものなのでしょうか。

 これは、がん患者も該当すると思うのですが、手術をした後に、結
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果的に長くなるというか、予定よりも日数がかかった場合はどうなる

のでしょうか。日数ではかられるのがすごく気になりました。

 実は、私は、６年前にがんになりましたが、手術は順調にいきまし

て、現在は元気です。ただ、思いがけない要因があって、数日間でし

たが、入院が延びたのです。ですから、何かあったときに負担になっ

てしまったら、次に何かあったときに市立札幌病院を選ぶのだろうか

と思うのです。私がかかったのはほかの病院でしたが、そのときに全

幅の信頼を寄せられる医師に出会いました。ですから、何かあったと

きにはその病院に行こうと思っています。

 市民というのは、病院というより、医師との信頼関係がすごく重要

な気がするのです。私自身、その精神面の支えはすごく助かりました。

患者というのは、医師の言葉一つ、表情一つ見逃さないのです。読み

取ろうとするのです。そういう患者がほとんどだと思います。

 これからも市立札幌病院の専門家検討会が開かれると思いますが、

市民の目で見ていた私がそういう体験をしたということも踏まえてお

話し合いをしていただきたいと思います。

 そこで、６月19日の第２回検討会資料に出ている基本理念を見て、

本当に安心しました。「“やさしさ”をもって診療に専心する」とい

うのは、当たり前のことですが、この委員会に参加させていただくよ

うになってから、私の中では数字だけが走っていたのですけれども、

患者としてどうだったかと考えたときに、このようなことを思いまし

た。

○今部会長 平均在院日数については、市立札幌病院の責任ではなく

て国の方針ですが、そのことが１点と、患者目線では医師の一挙手一

投足に注目しているので、そこを再確認してやっていこう、それは基

本理念にもあるのでというご要望です。

○金子委員 平均在院日数に関しては、おっしゃるとおりで、ご不安

になるのはごもっともです。

 例えば、脳梗塞という病気であれば、何日ぐらいで全快するという

のは、今までの多くのデータがあるので、その平均値でＤＰＣの入院

日数は決まっています。もちろん、患者によっては、合併症がある方
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もいますので、延びたり、短くなったりするのです。ですから、在院

日数が短くなるということは、素早くきちんとした治療ができたあか

しだと思います。そのために、クリニカルパスと言いますが、この病

気に関してはどういう治療をするかという一定のルールを決めるので

す。それでやれば、いい治療が素早くできるという方法です。

 これは子どもが生まれるときもそうですが、この前、イギリス王室

のキャサリン妃は、ほとんど入院しないで帰りました。日本は１週間

ぐらい入院します。どちらがいいか悪いかは難しいのですけれども、

入院日数が長いからいい、短いからいいというわけではなくて、この

病気に関してはこのぐらいが理想的な治療期間であるということを目

標にされていると思います。ですから、余りご心配は要らないような

気がします。

○今部会長 関事業管理者から追加はありますか。

○関病院事業管理者 ご意見をありがとうございます。

 在院日数に関しては、金子委員の説明のとおりだと思います。

 また、今、渡辺委員がおっしゃられた医者との信頼は非常に大切だ

というご意見は、私も本当にそう思います。一人の信頼できる医師と

患者さんがいい関係を築くということが医療行為を行う者にとっては

理想形ではないかと思います。

 その中で、誤解されては困るということをもう一度申し上げますけ

れども、がんの患者さんにしても、定期的なフォローアップはきちん

としたところで絶対にすべきですし、安定すれば年に１回くらいの検

査でも大丈夫ですという場合もあります。がんは慢性の疾患になりつ

つあるので、年に１回、信頼できる医師のところにかかって、検査を

受けて、大丈夫ですからまた来年に来てくださいねという循環で、そ

の１年間はかかりつけの先生のところで診察していただくというダブ

ルの主治医といいますか、地元の主治医、こういう大きな病院の信頼

できる主治医という２人の主治医があれば鬼に金棒だと思いますので、

ぜひそういう捉え方をしていただきたいと思います。

 私どもも、渡辺委員が言うような患者の希望を理解しております。

○今部会長 ありがとうございました。
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 荒木委員、お願いします。

○荒木委員 私も専門家検討会の委員の一人として検討会に参加させ

ていただいています。

 皆さんからいろいろ出ましたご意見はごもっともだと思いましたが、

病院の機能が分かれてきて、この病院が持つ機能、役割はこうという

ふうに時代が進んできています。私が看護師になった当初は一病院完

結型でしたので、最後まで見て、外来でもずっと通院していただいて

いた時代から、今は、ある一定の段階になったらリハビリの病院に移

ろうとか、一般的には、かかりつけ医を持って、その先生とコンタク

トをとりながら、必要なときには手術ができる病院に行ったりという

ことになると思います。そういうところを踏まえて、市立札幌病院が

どういう役割、機能を持っていくか、それから、市民である私たち、

患者としてかかる私たちはどんなふうに考えていかなければいけない

のかということを、きょうのご意見をもとに考えながら、これからの

会議に出席させていただこうと思いました。

○今部会長 大体一巡しました。時間の関係もありますが、最後にこ

れだけはという委員はいらっしゃいますか。

○水澤委員 経営健全化の面から見ると、この計画の中で増収となる

施策はどういうことが検討されたのか、教えてください。

 私は、以前、市立札幌病院ではやっていない人間ドックをやったら

増収になるのではないかと言いましたが、高齢化社会を踏まえて、在

宅医療支援病院という高齢者向けのことを新たにやるとか、新しい増

収施策を検討されたのかということが１点目です。

 それから、私なりに、政令市の市立病院がどういう経営をしている

か、調べてみました。そうすると、古いデータでしたが、20の政令市

のうちの七つの市立病院は地方独立行政法人化をしている事実がわか

りました。私は福岡市の市立病院を調べてみました。素人なので地方

独立行政法人と公立病院の違いがよくわかりませんでしたが、可能性

の一つとして、地方独立行政法人化の議論もされたのか、教えていた

だきたい。

 もう一つ、増収施策と経費削減施策は車の両輪だと思います。増収



 - 32 -

がうまくいかなければ、経費削減のほうに力を注がなければならなく

なりますが、人件費は最後の手段だと思います。経費を節減する施策

を具体的に教えていただきたい。

 今回の中間報告書では、どこが経費削減施策に当たっているのか、

よくわかりませんでした。最終報告に向けて、どれくらいの金額の削

減施策があって、もしくはどれだけの増収施策があって、最終的に収

支全体がどうなるのかという見通しを、ぜひお示しいただきたい。

○今部会長 増収施策と経費削減の具体的な見える化と、独法化に関

してどうかというお話でした。

○宇都宮経営管理部長 まず、１点目の増収策ですが、委員からお話

がありました人間ドックや在宅医療については、市立札幌病院として

の役割は何なのかということをこの検討会では議論していまして、そ

の役割は、高度急性期という部分で、健診部門を強化して患者数を伸

ばしていく方法ではなく、ここで議論されたのは、主な意見の上から

三つ目に、地域からの紹介があって、その次に救急医療とございます

が、入院の患者さんの入り口としては大きく二つあるので、それぞれ

の機能を強めていく方向で議論されております。高度急性期の役割を

深化することによって医療の質が上がり、結果として患者数がふえて

いくという議論だったと理解しております。

 それから、２点目の独立行政法人化を検討会の中で検討したのかと

いうことですが、そこは検討しておりません。

 それから、３点目の経費についてですが、主な意見として出ている

のは、下のところに経費の項目がありまして、委託費の割合が大き過

ぎるということで、例示として清掃を挙げておりますけれども、委託

費が多うございますので、その中で実際に仕様としてどうかという再

度の見直しの議論が出ております。検討会の中でも、人件費をいじる

のではなく、収入を上げるということでの経営健全化の方策がメーン

に議論されておりました。

○今部会長 ほかにありますか。

○田作委員 最後に要望です。

 実は、私たちの任期はもう切れますので、新しい市民委員なり担当
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委員なりが来ます。そこで、同じ土俵に乗れるように、新任の委員に

は事前学習会をぜひやっていただきたいのです。私は２年前にここに

来たのですが、ちんぷんかんぷんでした。事務方では、そういうこと

をしっかりやっていただいて、第２回病院部会のときに同じ土俵に乗

れるように、しっかり議論できるように、ご協力をお願いします。

○今部会長 非常に大事なことなので、事務局として、同じ土俵に乗

れるよう努力をしてください。よろしくお願いします。

 医療機関の役割分担が非常に重要な時代になってきました。その中

で市立病院のあり方というか、特徴を出しながらやっていこうという

ことで、皆様、これからもご協力をよろしくお願いします。

 そろそろお開きにさせていただきたいと思いますが、最後に、事務

局から何かありますか。

○武井経営企画課長 特にありません。

３ 閉 会

○今部会長 それでは、平成30年度第１回病院部会を閉会させていた

だきます。

 どうもお疲れさまでございました。

                         以  上  


