
第 ４ 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

日 時  平成30年８月８日（水）午後７時00分～８時36分 

場 所  市立札幌病院 ２階 講堂 

出席者  委 員 ４名 

     荒木委員、金子委員（会長）、今委員、平本委員、 

     アドバイザー ２名 

     笹本アドバイザー、田中アドバイザー 

     市立札幌病院 

     関病院事業管理者、向井副院長、菱谷経営管理室長、 

     事務局 

     宇都宮経営管理部長、仁木医療品質総合管理部長、 

     武井経営企画課長、松本業務改善支援課長、 

     桝谷企画担当係長、田中業務改善支援係長、 

     PｗCコンサルティング合同会社 



 - 1 -

  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、事務局を担当いたします経営企画課の武井でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。

 資料については、机の上に一式配付させていただいております。一

部修正がありましたので、そちらをお使いください。

 それでは、以後の進行につきましては、会長の金子委員にお願いい

たします。どうぞよろしくお願いいたします。

○金子会長 それでは、第４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、皆さん、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、

ありがとうございます。

 ご案内にありましたように、本日の検討会はおおむね１時間30分を

考えております。

 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。

 本日は、お忙しい中、第４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３回目では、救急医療や地域への逆紹介など８項目の経営

課題についてご議論していただきました。本日の第４回目の検討会で

は、先日行われました病院部会での意見をご報告するとともに、第３

回目までの専門家検討会の議論を取りまとめたいと考えております。

 委員、アドバイザーの皆様におかれましては、ぜひ忌憚のないご議

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いたします。

  ２．議  事 
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○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、今ご紹介ありましたように二つございます。一つは、

先日行われました平成30年度第１回市営企業調査審議会病院部会の意

見についてです。もう一件は、今までの第１回から第３回目までの専

門家検討会における検討内容の取りまとめについてです。

 最初に、市立札幌病院の事務局から一括してご説明をいただき、そ

の後、各委員からご意見をいただいて、検討会としての意見をまとめ

ていきたいと思いますが、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 それでは、そのように進めたいと思いますので、よろし

くお願いします。

○宇都宮経営管理部長 それでは、私から資料の説明をしたいと思い

ます。

 まず、議題の一つ目の市営企業調査審議会病院部会の意見について

でございますが、お手元に別紙２－１、別紙２－２というＡ３判の資

料を２枚配付させていただいていると思いますが、この資料をもとに

病院部会では説明し、意見をいただいたところでございます。別紙２

－１は、中間報告ということで、この検討会の１回目から３回目まで

に出た主な意見を記載しているものです。別紙２－２につきましては、

１回目から３回目までの資料が膨大な量になりますので、それを要約

してまとめたものです。この二つをもって、病院部会で説明いたしま

した。

 その中で出た意見につきましては、お手元の資料２で内容をご説明

したいと思います。

 まず、３の議事次第の（３）病院部会委員の意見（要旨）について

でございますが、項目ごとに整理しております。

 まず、最初の項目として、逆紹介の促進などについてでございます

けれども、委員からは、積極的に逆紹介をすることは、患者の選別、

拒否になるのではないかとか、次のポツですが、役割分担の理屈はわ

かるけれども、市民から見ると拒否のための口実と受け取られかねな

いのではないかなどの意見をいただきました。
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 その一方で、上から一つ目ですが、役割のところで一つの病院で医

療を完結させる時代から、今は国の政策として急性期、回復期、慢性

期などそれぞれの役割に応じて医療を行う時代に変わってきているの

で、そうした中で市立病院がどういう役割を担うのかを考えていかな

ければならないのではないか。

 二つ目のポツですが、単価2,000円未満という言葉がどうもひとり歩

きしている。患者を拒否するというイメージになっているけれども、

診察をして薬の処方のみといった患者を多く診ることは、病状がもっ

と重くて本来診るべき患者さんを診ることができないのでは、逆に市

民の病院としては問題ではないか。

 さらには、次のポツですが、病状が安定している患者さんは地域の

クリニックと市立病院が連携して地域にお願いすることで必要な医療

を安心して受けることが可能になるのではないかという意見をいただ

いたところです。

 二つ目の項目として、民間病院との競合等についてでございますが、

一つ目のところで、民間病院の経営を圧迫するべきではないという意

見があるけれども、市立病院は、本来、独立採算で経営する必要があ

り、赤字になってはならない。また、次のところで、構造上、どうし

ても利益が出ず、民間病院では担えない部門については、その部門に

税金を補助として入れて、そういうことが必要だということを丁寧に

説明すれば市民は納得してくれるのではないかという意見をいただい

たところでございます。

 次の項目として、市民意見の聴取についてまとめております。

 計画策定に当たっては、パブリックコメントだけではなく、アンケ

ート調査やワークショップなどで市民の意見を聞いてはどうかという

意見をいただいております。

 今後、次期中期経営計画をまとめる中では、病院部会での意見も聞

くし、市議会での議論も踏まえて、素案をまとめた上でパブリックコ

メントを行うという趣旨を部会ではお伝えしたところでございます。

 次の項目で、ほかの医療機関や市民への情報発信についてですが、

広報紙などの活用をもう少し考えてみてはどうかという意見をいただ
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きました。

 これは、まだまだ検討の余地があると思うので、工夫したいという

お答えをしたところでございます。

 次のポツですが、機器の共同利用を促進することについてですが、

空き情報などを確認できるようにしてはどうかというご意見もいただ

きました。

 市立病院では、ドクター・ツー・ドクターで空き状況を確認するよ

うなことも今やっているということをお伝えしております。

 次に、患者サービスの観点から電話予約のことについていただいた

ものですが、電話で予約をしたときに大分待たされたとか、地域の医

療機関はどこがいいのかを尋ねたときに、診療科ごとに紹介できるク

リニックのリストなどがあればいいというご意見もいただきました。

 現在、市立病院では、地域連携センターの中に専門の相談窓口で対

応しているところですが、うまくつながらなかった事例もあったのか

なと反省する部分もございます。

 次の項目として、コスト削減についてでございますけれども、人件

費についてふえてきた理由がわかれば削減の方向性もわかるのではな

いかというご質問がございました。

 これは、ふえた理由として、共済掛金の制度見直しや職員の処遇改

善などの要因なのでなかなか難しい旨をお答えしたところです。

 次に、どのような節減策を検討しているのかということに対して、

例えばということで、委託費の仕様の見直しなどを検討していきたい

旨、回答しております。

 最後に、その他のところですが、ちょうど市営企業調査審議会病院

部会の委員が任期満了を迎えるものですから、次の新しい委員には、

これまでの議論を理解できるように事前に説明する機会を設けたらい

いのではないかというご意見もいただきました。

 また、最後のページの一番最後ですが、地方独立行政法人への移行

について専門家検討会で議論がされているのかという意見もいただき

ました。

 まずは経営基盤を強めるのが喫緊の課題だと考えておりますので、
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この検討会では議論をしていないという回答をしたところです。

 病院部会での意見は以上でございます。

 次に、１回目から３回目までの専門家検討会における検討の内容を

資料３にまとめておりますので、そちらをもとに説明してまいりたい

と思います。

 まず、めくっていただいて、目次があります。

 市立札幌病院を取り巻く環境、これまでの市立札幌病院の取り組み、

市立札幌病院の役割、そして、経営状況、経営課題という形で構成し

ております。

 ２ページ目は、市立札幌病院を取り巻く環境についてです。

 今後、75歳以上の後期高齢者の人口がふえていくことが見込まれて

います。それに伴って、高齢者に多い疾患の需要が高まっていくと予

想されております。

 次に、３ページの真ん中のところの丸ですが、高齢者人口の増加は

救急医療の需要増にもつながり、特に中等症の増加が見込まれること

から、３次救急以外の救急医療の需要が高まることが想定されるとい

うふうにまとめております。

 次に、４ページですが、これまでの市立札幌病院の取り組みとして、

医療計画で求められる５疾病、４事業の充実強化に向けて役割を担っ

てきているということで、まず、５疾病では、例えば、がんの診療連

携拠点病院になっているとか、精神疾患の部分では、精神科救急・身

体合併症を診られる道内唯一の病院であるということ、また、４事業

及び在宅医療のところでは、救急医療としては市内５カ所の３次救急

を担う病院であることや、災害医療の分野では災害拠点病院になって

いる、周産期医療の分野では道央圏唯一の総合周産期母子医療センタ

ーである、在宅医療では後方支援病院として協力参加をしている旨を

記載しております。

 その次の丸ですが、平成29年５月からは、札幌市医師会の２次救急

輪番制のバックアップとして、３次救急以外の受け入れも拡大してい

るとまとめております。

 めくっていただいて、５ページです。
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 それらを受けて、市立札幌病院の使命・役割についてまとめており

ます。

 使命を一つ、役割を三つ記載しておりますが、使命としては、市民

のため、最後のとりでとして地域の医療機関を支えるとしております。

 三つ目の丸で、市立札幌病院は地域医療支援病院として、さらには

高度急性期の病院として、地域の医療機関との役割分担、連携強化を

進めながら、地域完結型医療を推進することが市民のための医療につ

ながるという理念をもとにまとめております。

 次に役割分担の三つですが、まず、その使命を受けて、地域医療支

援病院として地域の医療機関を支える、二つ目として、高度急性期病

院として地域の医療機関を支える、三つ目として、北海道・札幌市の

将来の医療を担う人材を育成するという三つを役割としてまとめたと

ころでございます。

 役割①では、これまで、紹介患者や救急患者の受け入れなど、地域

の医療機関の支えになってきているとともに、在宅医療においても後

方支援病院として対応しております。三つ目では、引き続き患者を断

らずに受け入れる最後のとりでとしての役割を担うことが重要である

という説明をしております。

 役割②の高度急性期病院のところでは、政策的な医療のほか、総合

病院として集学的な治療も提供してきている。引き続き、医療機関が

集積している札幌圏における高度急性期病院としての役割を果たして、

地域の医療機関とともに地域完結型医療の提供を進めることが重要で

あるとしております。

 役割③では、研修医の育成や看護師などの医療従事者の育成にもこ

れまで取り組んできておりますけれども、引き続き、専門医の育成や

隣接する市立大学看護学部との連携、それから、訪問看護ステーショ

ンへの人材派遣など幅広い分野で人材を育成していくことが市立病院

の役割だとしております。

 次に、７ページですが、ここから経営状況について記載しておりま

す。

 二つ目の丸で、現状としては、平成26年度以降、10億円を超える収
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支不足の状況になっているという説明をしています。

 次の丸で、外来患者数については、平成26年には一部の診療科にお

いて原則紹介制を導入し、延べ外来患者数は減少してきているという

説明をしております。

 次の８ページで、しかしながら、外来化学療法など高度な治療を進

めてきており、単価が上昇し、外来収益は増加に転じているとまとめ

ております。

 次に、９ページの入院の部分ですが、入院患者数については、新入

院患者数は増加してきているけれども、平均在院日数が短くなってい

て、延べ入院患者数は減少してきております。

10ページですが、入院期間の適正化の取り組みにより単価は上昇し

てきているものの、延べ入院患者数が伸び悩んでいて、入院収益につ

いてはほぼ横ばいであるとまとめております。

 しかしながら、平成30年１月に診療科別の病棟を廃止し、ベッドコ

ントロールを強化したことにより、病床利用率が向上し、今後、延べ

入院患者数の増が見込まれるとまとめております。

 次に、11ページですが、そのような財政状況を受けて、まず、経営

課題としての認識をまとめております。

 まず最初の丸ですが、市民が安心して医療サービスを受けることが

できるようにするためには、市立札幌病院としての役割を全うする必

要がある。将来にわたって持続可能な確固たる経営基盤を持たなけれ

ばその役割を全うすることはできないとしております。

 しかしながら、収支不足が続いていて、平成29年度には一般会計か

ら27億円を借り入れている状況で、財務体質の改善は喫緊の課題とな

っております。

 一方で、数値のみにとらわれた改革は、医療関係従事者のモチベー

ションの低下を招き、医療の質の低下につながるおそれもあるとして

おります。

 その次の丸ですが、経営改善に向けては、増収策と経費削減の取り

組みのバランスが大切である。

 その次の丸で、市立札幌病院の役割を確実に担うことにより、医療
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の質が向上し、結果として収支構造の改善にもつながる。

 現在の市立札幌病院の状況を見ると、例えば、地域の医療機関に任

せるべき外来患者を抱えており、そのことによって医療資源を費やす

ことで、地域の医療機関では担うことの難しい入院治療や検査など高

度急性期病院としての役割を十分に果たしていない側面も散見される

とまとめております。

 以上のことから、その次のページから経営課題や改善の方向性をま

とめたという流れになっております。

12ページから８項目にわたって課題と改善の方向性を記載しており

ます。

 まず一つ目として、地域からの紹介についてですが、丸の二つ目で、

紹介したにもかかわらず返書がない、ドクター・ツー・ドクターの紹

介患者が断られた、紹介患者の新患予約を入れられる枠が少ないなど、

地域の医療機関の不満の声があることから、返書率の改善、逆紹介の

強化、定期的な地域の医療機関に対する満足度調査の実施などに取り

組む必要があるとまとめております。

13ページには、救急医療について記載しております。

 課題認識として、真ん中の丸ですが、救急の受け入れ状況を見ると、

一定程度の不応需があるのはやむを得ないとしても、救命救急センタ

ーのドクター・ツー・ドクターの応需が72％となっており、さらなる

改善が必要な状況であるとしております。

14ページに行きまして、救急医療については、最後のとりでとして、

原則、断らない医療の実現に向けた体制整備が必要ではないかとまと

めております。

15ページに、３点目の課題として、手術件数を挙げております。

 市立病院は、年間で約7,000件の手術をしておりますが、同規模の病

院と比較すると1,500件ほど少ないという状況です。

 最後の丸のところですが、手術件数は手術室の部屋数や麻酔科医の

人数などに制約されるところもあるけれども、より効率的な手術室の

運用などについて検討し、手術件数をふやす余地がないのか検討する

必要があるとまとめております。
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16ページに、４点目として病床稼働率について記載しております。

 二つ目の丸のところで、曜日ごとの病床利用率の平準化が必要にな

るということと、次の丸で、土曜日、日曜日の稼働率が低いのは、院

内の受け入れ体制や患者の希望に寄り添った結果というところもあり、

やむを得ない状況であるという認識はするけれども、月曜日からすぐ

に稼働率が上がるような工夫が必要ではないかとまとめております。

17ページから、外来の部分の記載です。

 ⑤外来患者の課題として、最初の丸ですが、外来患者さんの中には、

病状が安定して地域の医療機関で適切に対応できる患者さんもいるの

ではないか。再診と処方箋のみの安定期の患者さんも相当いると思わ

れるので、地域への逆紹介を進める必要があるのではないかというこ

とです。

 その次の丸ですが、外来機能の適正化によって、さまざまな医療資

源を入院等に効率的に活用することができます。

 次の丸ですが、高度急性期病院としての役割を十分果たして外来機

能の改善を進める必要があるとまとめています。

18ページでは、⑥として外来化学療法についてまとめております。

 外来化学療法室の稼働率については100％を超えておりますが、ホル

モン治療を含んでいるので、病床の空き時間にはまだ余裕があると思

われるとしております。

 その次の丸では、効率的な運用に向けて工夫をする必要があるので

はないかとまとめています。

 次に、19ページです。

 ⑦検査機器についてですが、高額な検査機器を有効活用するために、

地域の医療機関との共同利用の促進など、引き続き検討する必要があ

るとしています。

 最後に、20ページの経費についてです。

 ここでは委託料を挙げておりまして、同規模の黒字病院と比較する

と、各費目について５％ほど高くなっております。

 その原因については、次の丸のところで医療収益が低いためである

としていますが、清掃業務の委託など、経費の適正化に向けては引き
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続き検討することが望まれるとまとめております。

 以上、これまでの１回目から３回目までの議論のまとめでございま

す。

 資料の説明は以上でございます。

○金子会長 どうもありがとうございました。

 ただいま、二つの議題について一括してご説明いただいたわけです

が、今ご説明のあった議題についてご質問、ご意見をお願いしたいと

思います。

 二つに分けてお願いしたいと思っておりますが、まず一つは、先日

行われました第１回市営企業調査審議会病院部会での意見についてで

す。

 ご質疑、ご意見がございましたらお願いいたします。

 部会長の今委員にまとめていただいたわけですが、いかがでしょう

か。

○今委員 市民委員の方々からは、機能分化とか役割分担ということ

ではなく、市立病院であるのだから、いつでも受け入れてくれという

意見が出ました。ただし、今の国の政策として、病院完結ではなく、

エリアとして地域完結型の医療を担っていくということですので、そ

こをきちんと説明していただいて、ご理解をいただいたのではないか

と思います。

 ただ、情報公開の場で、市民へのアピールをもう少し進めていった

らいいと思いました。

 最後に、経費削減はいいけれども、人件費に手をつけるのは最終手

段であるというご意見がございまして、これは非常に真っ当ななご意

見だと思いますし、市立病院のポテンシャルを落とさずにやっていた

だこうということはしっかりとご理解いただいたのではないかと思い

ました。

○金子会長 病院部会に出席された方はご存じかと思いますけれども、

部会に出席されない田中アドバイザーから、これに関してご意見はあ

りますか。

○田中アドバイザー 事前の配付資料にはなかったものですから、初
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めて読ませていただいております。

 まず、第１回市営企業調査審議会病院部会となっておりますけれど

も、この委員は何年か継続されているのですか。

 何を聞きたいかというと、もし初回でないとすれば、いかに今まで

の市立病院の説明が不足だったかがわかると思います。

 （３）の病院部会委員の意見のところで、患者の選別拒否になるの

ではないかとか、いまだに2,000円未満でも患者さんが多く来るのであ

れば信頼を得ているあかしではないかというのは、今の医療の情勢、

動きがわからない方であれば、市民感覚として全うな意見だと思いま

す。そうではなくて、もう数回出ていて、なおかつこういうご意見が

出るというのは、僕には信じがたいです。

 手稲渓仁会病院でも、地域連絡協議会と言いまして、周辺の住民の

方との連絡会があって、もう何年も続いていますけれども、その方た

ちに、医療のあり方としてこういう方向で行きますと言ったときに、

同じような意見がたくさん出ました。しかし、こういう説明を何回も

繰り返しているうちに、こういう意見は出なくなります。その流れと

してはわかったということで、あとはどうするかという問題が当然出

てきますが、その辺はどのように考えているのか、また、どのように

答えたのでしょうか。

 今委員からは、今の医療は地域完結であって病院完結型ではないと

いう説明をされて、十分に理解されたようだということでした。１回

聞いてわかっていただけるのであれば、もっと前に理解していただけ

たのではないかと思います。

○今委員 こういう意見がもっともっと出ていたのです。何回かやる

ことで、ここら辺まで収束してきたということです。最初はもっとご

理解いただくのが困難な状況であったと私は認識しています。これで

も、市民のご意見は大分変わってきました。

○田中アドバイザー そういう意見を全くゼロにはできないのでしょ

うけれども、もっと時間をかけて、もっと説明する機会を設けてやっ

ていかなければいけないと思います。この方たちが第１回目から何回

参加されているのかわかりませんが、医療に関係ない方もいらっしゃ
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るわけですね。当然、１回聞いただけでは理解してくれないと私は思

います。ですから、かなり時間をかけてやっていかなければだめだと

思います。

 今後、アンケートや市民の意見を聞く必要があるということが出て

いますが、現場の事務の方や医者は、広報紙で周知したりアンケート

をとっても、こういうものはなかなか理解してもらえないと実感して

いるはずです。時間と手間暇をかけないと理解はしてもらえないと思

うので、私としては歯がゆい思いでこれを見させていただきました。

○金子会長 第１回というのは、今年度の第１回目であって、このメ

ンバーで会議を開くのは何回目かになっています。その辺をご説明く

ださい。

○宇都宮経営管理部長 病院部会の委員は２年間の任期になっており

ます。今回は今年度の第１回目ということですが、これまでに５回ほ

ど開催しております。

 別紙１に病院部会委員の一覧をつけておりますけれども、市民委員

となっているところは、その都度、公募でかわりますので、２年ごと

に委員の一部がかわっていくことになります。

 また任期満了に伴って、次の委員にかわるときにはしっかり説明し

てもらいたいというご意見をいただいたのですが、まさに、これまで

５回、６回と説明し、徐々に理解していただいていると思うのですけ

れども、認識がしっかり落ちていなかったために今回の議論になって

いると思いますので、次の新しい委員の方々には、その部分は事前に

丁寧に説明していきたいと考えております。

 また、部会の中だけではなくて、札幌市内の患者さん、市民の方々

に対する情報発信もまだまだ工夫していかなければならないと思って

おりますので、これから検討していきたいと思います。

○関病院事業管理者 私から補足させていただきます。

 市民委員の方々からいろいろなご意見を頂戴して、それに対して真

摯に答えていくというのは、こういう審議会の一つの責任だろうと考

えております。その都度、市民委員からいろいろな意見を頂戴するの

ですが、それぞれ真摯に答えていって、先ほど今委員がおっしゃいま
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したように、最初のうちは、ここに書かれているだけではなくて、本

当にさまざまな意見をいただきます。

 市民委員の方々には、市立病院なのに、なぜ市民がかかったらだめ

なのだという非常に強い気持ちが持たれていまして、それは逆の意味

で私どもの病院を応援してくれているのだなと私は捉えております。

とは言うものの、私どもとしても、より重症な患者さんを治していく

のが私どもの使命であるということを繰り返し、繰り返し説明させて

いただいて、かなり理解していただいて、この状況になったというの

が私の本当の気持ちでございます。

 先ほど、部長からも説明しましたが、任期が２年ということですか

ら、やっと理解していただいたかなというところで新たな市民委員に

かわられるので、全く同じことの繰り返しということが今まであった

のですが、今後はそういうことがないように、市民委員の方からも事

前に説明してほしいという希望が強かったので、そのような体制をと

っていきたいと考えております。

○田中アドバイザー 私が言いたいのは、何回も出席されている委員

でさえもこのような意見が出るということです。ここには有識者の方

たちが選ばれているのでしょうけれども、それにもかかわらずこうい

う意見が出るということは、病院の窓口であったらもっと辛らつな意

見を、この間、たくさんいただいているのではないかと思うのです。

それにどう対応してきたということが患者さんから口コミなどで伝わ

っていかないとだめなのだろうと思います。

 私どもの例で申しわけないですが、手稲渓仁会病院も、随分偉くな

ったものだ、敷居が高くなったと言われている時期がありました。で

すから、市立病院についても、市民の病院なのにどうしてなのかと先

ほどありましたけれども、それをどう理解していただくかということ

だと思います。むしろ、医者の側よりも受け付けなどで物すごい言葉

を受けている可能性が十分あるので、それにどう対応してきたのかを

市立病院全体として共有していくようなシステムがないと、どんな経

営改善の話をしても進まないと思います。そういうところから始まる

のだと思っているのです。
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○平本委員 前回の部会を欠席して、大変申しわけありませんでした。

 私も、資料２を拝見しまして、今、田中アドバイザーがおっしゃっ

たのと同じようなことを感じました。

 同じようなことというのは、委員の方ですらこういう意見を言うと

いうこともそうですが、病院というところは、あまねく体に不調のあ

る患者を受け入れるところだという大前提のようなものがあって、そ

の中で高度急性期に特化していると、必ずしも全ての患者さんに対し

て門戸を開くべきではないということをなかなか一般の方に受け入れ

ていただきにくいと思います。そこについては、今後、地道にご理解

をいただくしかないのだろうと資料を見ながら感じました。

 もう一つ、民間病院との競合、税補塡の是非というところも、真っ

向から対立する二つのご意見があるわけです。この専門家検討会でも

いろいろな議論が出ておりますけれども、まさに市立病院の役割、使

命というところから考えたときに、どういう立場であるのかというこ

とをある程度表明し、多少赤字が出ても仕方がないというより、民間

では担えなくて、構造上どうしても利益が出ない部門については税金

を投入することに納得してもらえるのではないか。もしそういう立場

でいくのであれば、そのことをきちっと情報開示した上で、この部分

についてはどうしても採算がとれないけれども、このことで札幌市な

いしは札幌圏全体の医療水準が上がり、結果的には市民の効用が増大

しているのだということを、地道に繰り返し何度も説明していくこと

が必要なのだろうと思いました。

 意見というより感想になりましたが、そんなことを感じました。

○金子会長 荒木委員は出席されておりましたが、どういう印象でし

たか。

○荒木委員 何年かたっていくうちに、状況が大分わかってこられた

市民委員が多いように思いましたが、どうしても市民として市立病院

は自分の病院だから自由に受診ができるようにという思いを持ってい

るのだと感じました。

 ただ、田中アドバイザーがおっしゃっているのはもっともで、市民

教育といいますか、住民たちへの今の医療のあり方というのは、どこ
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の病院もそうでしょうけれども、きちんと説明していかなければいけ

ないと感じております。

 私も、現場にいたときは、患者さんから大変お叱りを受けてまいり

ました。どうしてこんな状態でほかの病院に移らなければいけないの

か等の意見がたくさんありましたけれども、その都度、その都度、現

場の者がそれぞれに対応してやってきた経緯がありますので、恐らく

市立病院も地域連携室などできちんと説明を繰り返していらっしゃる

のではないかと思います。

 そういうご意見も踏まえながら、病院全体で全職員がどうやって患

者さんに向かっていけるのかということも、市民から意見を聞くこと

で考えていけるのではないかと思いました。

○金子会長 笹本アドバイザー、どうでしょうか。

○笹本アドバイザー 過去の病院部会の議事録を拝見したのですけれ

ども、多くの市民の方から、市民感情からのたくさんのご発言があっ

たことは十分承知しております。

 その中で、道内には21の２次医療圏がありますけれども、地域で唯

一の基幹病院という地区も多くありまして、そこでは市民が病院を支

えるような活動をしております。一方、札幌市のように医療資源が豊

富なところは、ここが唯一ではなくて、その中で高度医療を担ってい

かなければいけないような地域は、それぞれ役割が異なると思うので

す。そこら辺のことを市民の方にも理解していただいて、市立札幌病

院としてのあり方をはっきりさせることが重要ではないかと考えてい

ます。

○今委員 現場の人間や現場の医療機関が機能分化とか患者さんの病

院へのかかり方を説明するというのが普通なのでしょうか。

 ようやく厚労省が患者さんの医療機関へのかかり方を次年度から考

えようと言いましたけれども、これは誰の責任でやるのが当たり前な

のでしょうか。現場なのでしょうか。

○田中アドバイザー 今委員と２人でディスカッションをしても始ま

らないでしょうけれども、今まで医療制度が変わるごとに国が何をや

ってくれたのかということです。何もやっていないわけです。結果的
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に、僕たちがやっていかないと、住民の方はどういう制度になったか

もわからないし、特定医療費の制度も全然知らないのです。これは、

僕たちが悪者になって説明していかなければならないわけです。今、

国、行政に何かを要求したって何もやってくれないことはもはやわか

っているわけですから、今さらそういう議論してもしようがないと思

います。

 私はいつも周りの人に言っているのですが、本当に必要なものであ

れば、私たちは法律までつくれると思っているのです。そういう思い

でやっていかないと、医療なんて変わっていかないです。

 国の押しつけでやらされている面もないわけではないですけれども、

地域医療支援病院の説明だって、どこが動き出したかという実態は、

関事業管理者も今委員も十分ご存じだと思います。行政もなかなか協

力してくれません。例えば、行政に対して区役所の窓口に置いてくれ

と言っても置かせてくれません。

 それは、医師会にも責任があるし、僕たちの責任もあると思います。

全員がやるべきだと思います。

○今委員 ここで議論することではないのですけれども、行政に対し

てのたゆまないアプローチは絶対に必要だと思うのです。それで、今

回、ようやく厚労省が動いたということもございます。現場の人間だ

けではなくて、ここもそういうことの発信の場だと思いますので、意

見を言わせていただきました。行政のほうもしっかり責任を持ってや

っていただきたいと思います。

○金子会長 今のご意見は、どちらももっともなので、どちらがどう

ということではないのですけれども、私が出席していて持った印象は、

こういうことを特に強くおっしゃられた方は病院に対する不信感が強

いのです。先生たちは病診連携と言うけれども、そんなことができる

のですか、それは机上の理論でしょうという言い方なのです。ですか

ら、実態として、病診連携をきちんとしているということを病院がき

ちんと示して、地域連携のクリニックへお願いするにしても、きちん

とした形で説明して、納得いただけるような病診連携をその方にお見

せしなければいけないと思うのです。



 - 17 -

 それは、一つは病院の責任だし、行政がどう言うかということもあ

ると思うのです。

 もう一つ、非常に気になったのは、外来診療で単価が2,000円以下の

患者さんはクリニックにお願いすべきだという意見があったのです。

そのときに、2,000円という言葉がひとり歩きしまして、安いからだめ

なのかという話になったのです。我々の説明の仕方も含めて、2,000円

という単価は、ちょっと病院に来ていただいて、処方をして、「お元

気ですね」と言われて帰っていく人のことであって、そういう人は必

ずしも高度医療施設で診る必要がないという言い方はおかしいけれど

も、ほかのクリニックにお願いしてもその方の病状には全く影響がな

いのだろうと思うのです。しかし、患者さんとしては、単に来たとし

ても、お元気ですかと言われる一言が大切なのだという言い方をする

のです。ですから、病院と患者さんの意識のギャップも大きな問題だ

と思うのです。

 もう一つ、医療費が重なるということも、我々一人一人が保険料を

払っているわけですから、患者さんの負担は多くても３割です。トー

タルとして医療費が上がるということは、残りの７割が使われている

ということです。トータルの医療費を削減したいということは、自分

が払った保険料の７割がどう使われるのかということを、保険料を納

める者としてきちんとフォローする必要があるということも理解して

いただかなければいけないと思うのです。

 そういう意味での広報というか、病院のこれからのあり方をいろい

ろと教えていただけた病院部会だったと思っております。

○田中アドバイザー 2,000円未満の患者さんがこんなにいるというこ

とは、僕がこの検討会で言ったのだと思いますが、一般の方々に2,000

円という言葉だけを言ってしまったら、今のような話になると思いま

す。それを説明するのが医療を本業とする私たちの役割なのです。2,000

円というのはどんな意味があるのかということを説明しないで2,000円

をひとり歩きさせてしまったら、当然、感情的になって、安いから来

るなと言うのかという話になると思います。そこを私たち医療人がど

う説明していくかという責任があるのだろうと思います。そこを認識
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していかなければだめだと思います。

 もう一つ危険なのは、紹介率の話もありまして、紹介状を持ってこ

なければ診ないという言い方になってしまうのですけれども、目の前

に来た患者さん、あるいは、電話で今行きたいと言っている患者さん

を、うちの病院は紹介状がないと診ませんと断ってしまったら、いろ

いろな意味で問題が出てきます。そこをどうするかは、現場で考えて

ほしいのです。上層部も含めて、現場の人がどう説明するかという対

応を考えなければいけませんし、それを共有していかなければいけな

いと思います。

○金子会長 同じようなことでもう一つ、在院日数を短縮するという

ことも、早く追い出されるのかと思われるのだと思います。医療に携

わる者と受ける方とのギャップが非常に大きいのだなとしみじみ感じ

ました。

 病院部会で出された意見には教えていただくことがたくさんあった

と思いますが、向井副院長から何か意見はありますか。

○向井副院長 今の医師の働き方改革の問題とも絡んできておりまし

て、医師は時間外がどれぐらいできるかという働ける時間のキャパシ

ティーの問題があります。外来の患者さんが非常にふえてきて、病棟

の患者さんも全部診るということになると、幾ら時間があっても医師

一人の診られる時間は決まっています。もし病棟のほうに非常に力を

入れるということになると、外来をどれぐらい診られるのかを考えて

いかなければいけないのです。外来ばかりに時間がとられてしまうと、

病棟を見る時間がなくなってしまうので、それは本末転倒ではないか

とい思います。それは、今後考えていく必要があると思います。

○金子会長 関事業管理者、何かご意見はございますか。

○関病院事業管理者 病院部会の中で本当にいろいろな意見を頂戴し

たのですけれども、先ほど金子会長がおっしゃられたとおりだと思い

ます。先ほど田中アドバイザーがおっしゃったように、病院の中で当

たり前のように言われている診療単価や在院日数の問題を市民にスト

レートに申し上げてもなかなか理解していただけないというところが

ジレンマのようにあるのです。
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 先ほどから聞いていますと、現場でやりなさいというのはなかなか

難しいのではないかと思います。私どもとしては、そういう患者さん

に対して地域連携室でいろいろな説明をさせてもらうという取り組み

はもう始めているのですけれども、それでもなかなか納得していただ

かない人はある一定の確率でいるということは理解していただきたい

と思います。

○金子会長 それでは、この件についてはここで打ち切りまして、次

の議題に参ります。

 次の議題は、資料３になりますが、第１回から第３回までの専門家

検討会における検討内容の取りまとめについてです。これに関するご

討議をお願いしたいと思います。

 かなり広範囲にわたりますので、資料３の目次にⅠからⅤまであり

ますけれども、それぞれについてご討議をお願いしたいと思います。

 まず、Ⅰの市立札幌病院を取り巻く環境についてです。

 これに関しては、今まで討議していただいたとおりですが、ご質疑

等はありますか。

（「なし」と発言する者あり）

○金子会長 特になければ、ここに書いてあるように取りまとめてよ

ろしいですか。

（「異議なし」と発言する者あり）

○金子会長 次に移ります。

 ４ページのこれまでの市立札幌病院の取り組みについてです。

 これについては、先ほどご説明がありましたように、５疾病、４事

業、あとは救急について説明がありましたけれども、本検討会でこの

ように討議したということで取りまとめてよろしいですか。

 何かご意見はございますか。

○荒木委員 先ほど、市立札幌病院で担っているところで出ていた周

産期や精神の救急というあたりで努力しているというところももう少

し入れていくといいと思います。採算が合わないのが見える、見えな

いという話になるのかもしれませんが、そういうところも受け皿とし

てしっかりやっているデータがあったほうがいいと思いました。
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○金子会長 周産期母子センターの活躍と精神のことですね。それを

もう少し強く主張したほうがいいのではないかということですが、関

事業管理者、それに関してはどうですか。

○関病院事業管理者 ありがとうございます。

 この中に、周産期や精神科を受診した年間の患者さんの数を出した

ほうがいいというご意見ですので、ぜひそのように取り組ませていた

だきたいと思います。

○金子会長 それでは、Ⅱのこれまでの市立札幌病院の取り組みにつ

いては、このとおり取りまと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 それでは、次に進ませていただきます。

 Ⅲの市立札幌病院の使命・役割についてです。

 これは、いろいろと議論のあったところですが、５ページと６ペー

ジについて、ご議論をお願いいたします。

○田中アドバイザー 内容に関しては問題ないと思うのですけれども、

一つ質問があります。

 最後のとりでとして、断らない医療をするということですが、もし

断りがあった場合は、誰がどのようにチェックして、どう対応してい

るのですか。

 僕の経験では、ドクター・ツー・ドクターで断った場合、まず、私

たちの耳には入ってきません。医者というのは、自分が査定される感

じになるので、まずは言ってきません。事務系を通じて断られた場合

は、医者がこういう理由で断りましたということは伝わってくるので

すが、ドクター・ツー・ドクターの場合は情報が全然ないと言ったほ

うが正しいと思います。

 断りについては、僕が副院長時代に「不応需発生報告書」の報告制

度を立ち上げたのですが、なかなか上がってきません。診療科によっ

ては正直に上がってくる例もあるのですが、ここではどのようにされ

ているのでしょうか。

○関病院事業管理者 非常に難しい問題ですけれども、ドクター・ツ

ー・ドクターでかかったときに、こういうことは余り大っぴらに言い
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たくはないのですが、看護師が大体把握できます。どこそこの病院の

先生の話ということは大体つかめるので、その情報を地域連携センタ

ーの職員がつかんで、その患者さんがどうなったかをその日のうちに

調べるのです。そして、受診している、予約しているということが把

握できるのです。

 今まで、ドクター・ツー・ドクターで、一般の外来の中で電話でや

りとりをして断わった事例が３件か４件出てきましたので、私からそ

の医者に直接電話をして、院長室に来てもらって、なぜそういうこと

をしたのかという話を聞かせてもらいました。

 もう一つは、その医者から、どこの病院の先生からの依頼だったか

も聞いて、私からその病院の先生に電話をさせてもらって、まことに

申しわけありませんということまでしました。

 ただ、最近は、そういうことをやっていると負担が大きいというこ

ともありますし、そういう報告がなくなってきたので、今はやってお

りませんけれども、１年ちょっと前くらいまではやっていました。

○田中アドバイザー 難しい問題なのです。

 うちには渉外担当の者がいて、いろいろな病院を回って歩いている

と、向こうから情報が回ってくるのです。実は、こういうことで断ら

れたとか、某医師はこんな態度で接したとか、そういう情報を得て、

院長から診療科の部長に言うというようなことをしています。

 これはサジェスチョンだと思って受けとめていただきたいのですが、

どこかでほかの先生に会ったときに、実はこの間断られたのだけれど

もと言われることが間々あるのです。そこは、現場で、いい意味で牽

制し合うようなシステムをつくっていかないとだめだと思っておりま

す。

○金子会長 ほかにいかがでしょうか。

○笹本アドバイザー ５ページですが、使命の二つ目の丸で、公的病

院は、救急医療、周産期医療、小児医療や精神科救急とありますけれ

ども、救急医療と周産期医療の間に災害医療をぜひ入れてほしいと思

います。

 前のページの５疾病、４事業の中に入っているのですが、ここは地
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域災害拠点病院ですし、ＤＭＡＴも出していて、災害医療に関しては

非常に貢献しておりますので、ぜひ入れていただきたいと思います。

 また、同じ内容が役割②の高度急性期病院等指定地域の医療を支え

るの一つ目の丸で、市立病院は、救急医療、周産期医療、小児医療や

精神科救急とありますので、ここも救急医療と周産期医療の間に災害

医療を入れていただきたいと思います。

○金子会長 実際にそういうことに担われているので、改めて入れて

もらいたいということですね。

 それでは、市立札幌病院の使命・役割については、これでよろしい

でしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）

○金子会長 それでは、次に移りたいと思います。

 Ⅳの市立札幌病院の経営状況についてです。

 これも、いろいろなご説明がありましたけれども、この件に関して

ご質疑等をお願いします。

○田中アドバイザー これも質問ですけれども、繰入金は29億円でし

たね。それは収入の中に入って、さらに10億円の赤字ということです

か。ということは、市から40億円が出てきているということですか。

○宇都宮経営管理部長 経常収支の部分では、一般会計からは19億円

の繰り入れをいただいております。資本のほうでもいただいているの

ですが、ここの収支で関係しているのは19億円分ですので、それがな

ければ、その分を足した分が赤字になると見ていただければと思いま

す。

○金子会長 要するに、一般会計から19億円の補助金が入っていると

いうことで、それがなければ29億円の赤字になるということですね。

○田中アドバイザー 10億円の意味がわからなかったのですが、何と

言いましたか。

○金子会長 収入と支出を合わせて10億円の赤字ということで、収入

の中には繰入金が入っているということです。

○田中アドバイザー 埋めるために入っているのですか。

○金子会長 そうではなくて、もともと救急医療や周産期医療など…
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…。僕が説明するのはおかしいですね。どうなっていますか。

○田中アドバイザー 繰入金が救急医療や小児医療に入っているので

すね。僕は29億円という数字を覚えているのですが、10億円というの

は何でしたか。

○宇都宮経営管理部長 救急医療や未熟児養育医療や精神科医療とい

うそれぞれの赤字部分や政策的な部分で経常経費として19億円入って

います。それ以外に、資本的収支と言いますが、例えば、平成７年に

大通から桑園に移転してきましたけれども、そのときの建設費の元利

償還分の資本費部分の負担をしていただいておりまして、それが約16

億円ございます。それを足してということでございます。

○田中アドバイザー 僕もこういう委員会に初めて出させていただい

て認識するようになったのですけれども、そのあたりは広報などで全

部出ているのですか。繰入金が幾らで、それを入れて赤字が10億円だ

ということも出ているのですか。

○宇都宮経営管理部長 市立病院で作成しているホームページに財務

状況を出しておりますし、広報紙にも出しております。繰入金はトー

タルでこのくらいあって、それを入れてもまだ不足していて赤字だと

いう説明もしております。

○田中アドバイザー そこで質問ですが、冒頭にあった病院部会委員

の方にもこの中身を全てお話しされているのですね。

 今までの話からトータルで約45億円が市から入っているという説明

をしているのですね。35億円なのですか。

 そもそも16億円出ていて、そのほかに繰入金が19億円ですね。それ

だけで25億円ではないですか。

○向井副院長 もともと手持ちの資金残が何十億円かあったのですが、

毎年の赤字でだんだん減っていって、その分がマイナス10億円になっ

て、いよいよ資金がなくなったということです。ですから、市からも

らっているわけではありません。

○田中アドバイザー 資本的収支とは何なのかわかりません。

○宇都宮経営管理部長 札幌市の公営企業の財務は、収益的収支と資

本的収支の二つに分かれています。収益的収支が医業収入と医業外の



 - 24 -

収入で、通常の経常経費の収入、支出の差し引きで、そちらに救急医

療や未熟児養育医療や精神科医療という部分について、一般会計から

の補助金の形でトータル19億円をいただいております。

 また、収益的収支のほかに資本的収支というくくりがありまして、

例えば、高額の医療機器を購入したり設備を新しくつくったりという

ときに建設改良事業をするのですが、その財源として企業債という形

で銀行などから借り入れをします。それを借り入れて償還するという

経理を資本的収支で行います。

 本来であれば、収益的収支のほうで内部留保が生じて資金が出れば、

資本的収支のほうで企業債の元金を返済してもそれを十分返していけ

る構造になるのですが、そこまでいっていないため、一般会計から元

金部分の支払いに対しての補助金ということで、それが先ほど申し上

げました16億円です。企業債の元金償還分に対する補助金ということ

でございます。

○田中アドバイザー いずれにしても、35億円が出ているということ

ですね。

○宇都宮経営管理部長 トータルして35億円ということになります。

○田中アドバイザー そして、さらに10億円の赤字だということです

ね。

 その辺は、部会の委員の皆さんは知っているのですか。

 普通の感覚だったら、目の玉が飛び出るほどの金額ですけれども、

それに税金が使われているとなったら、市民委員はそれでいいのかと

思うと思いますが、その辺は納得済みですか。

○宇都宮経営管理部長 病院部会では、予算の策定のときと決算がま

とまったときに、その状況についてご説明しておりますので、この２

年間の中で説明し、理解をいただいているところでございます。

○笹本アドバイザー 追加で質問です。他会計繰入金で35億円という

ことで、市立札幌病院くらいの規模の病院の他会計繰入金として、多

い、少ないを含めて、現状ではどのように評価をされているのでしょ

うか。

○宇都宮経営管理部長 経常経費での補助金、資本的収支に対する補
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助金については、総務省で一般会計からの繰り入れの基準が出されて

いて、企業会計の中で賄うことができない経費については一般会計か

ら補助できるとなっております。そして、救急医療の赤字分が一般会

計から補助されたりしております。

 ほかの病院との違いですが、それぞれの地域なり病院の規模によっ

て赤字の度合いや賄える経費は異なってきますので、そこの比較は特

にしていないのですが、総務省のルールに基づいてやっていることは

確かですので、同規模の病院で同じことをしていれば、それほどの差

はないのではないかと考えております。

○田中アドバイザー 今のお金のことについて、ここで働く医師を含

めて、職員の皆さんは知っているのですか。

 うちの病院でしたら、この金額を聞いただけで、もっと働けと尻を

たたきます。

○宇都宮経営管理部長 病院内で経営状況わかりやすく説明するため

に、けいえい通信というＡ４判２枚くらいのものをパソコンのイント

ラや掲示板のような形で張り出して、今の経営状況はこのくらいの赤

字ですとか、今はこういうふうに好転しましたとか、一般会計からこ

ういう形で補助していただいておりますなど、その都度、トピックの

形で知らせております。

○金子会長 経営状況は、そういうことだということですね。

 次に、11ページから、Ⅴの市立札幌病院の経営課題についてです。

 この中には、入院、外来など小さい項目がたくさんありますが、ま

ず、12ページの入院の項目の地域からの紹介について、ご質疑等はあ

りませんか。

（「なし」と発言する者あり）

○金子会長 それでは、13ページの救急医療の課題に関するご質疑は

ありますか。

 先ほど、田中先生から、受け入れられなかった二十数％に関して、

きちんとしたデータをとっておられるかという話がありましたが、こ

れはとっておられるのですね。

 ドクター・ツー・ドクターではなくて、３次救急で25％ぐらいの方
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が断られているということですね。１次、２次は90％以上受け入れて

いるということですが、大切な３次救急で４分の１は断られていると

いうことです。これは、どういう理由で断らざるを得なかったのか、

きちっと把握しているのですね。

○宇都宮経営管理部長 把握しております。

○菱谷経営管理室長 13ページの下のほうにも、不応需の主な理由と

いうことで、一件一件全部整理しておりますけれども、それを把握し

た上で、主なものをまとめて記載させていただいております。

○金子会長 救急医療の課題について、ほかにご質疑はありませんか。

（「なし」と発言する者あり）

○金子会長 次は、手術件数についてです。

 同じような規模の病院に比べて、年間で1,500件ぐらい少ないという

ことですけれども、その課題についてこれからいろいろと取り組んで

いくということです。これに関して、ご質疑等はありませんか。

 手術件数を上げると言っても、なかなか難しいと思いますけれども、

どういうふうにお考えですか。

○関病院事業管理者 手術室と麻酔科の医者の問題がありますので、

そう簡単にはふやせないだろうと考えております。

 年に２回ほど、各診療科に割り当てている手術の枠があるのですが、

それについて、データをもとに見直しをかけている最中です。診療科

にもデータを示して、今のままの枠組みでいいのかということを各診

療科から提案してもらうというスタイルをとっております。

○金子会長 オーバーフローして、手術ができないこともあるという

ことですか。

○関病院事業管理者 時間外まで入っていってしまうとか、決められ

た枠の中ではどうしてもこなすことができないため、ちょっと先送り

にして、待ち時間が少し長くなってしまうということがないわけでは

ないです。

 そういうところを効率よくやるためには、診療科別の枠組みをとっ

かえひっかえしながら待ち時間を少なくするという工夫の余地はまだ

あるのではないかと考えております。
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○金子会長 それは、これからの検討課題ということで、恐らく次の

議題になると思います。

 ④の病床稼働率に関して、ご質疑はありますか。

○荒木委員 これは、予定の入院件数ということで示していただいて

いるのですけれども、外来で来て、その日に急に入院が必要になった

とか、臨時の患者さんは救急対応でも別のカウントになるのでしょう

か。臨時で一般病棟に入る人たちの件数はどのような処理をされてい

るのでしょうか。この稼働率の中に入っているのでしょうか。

○関病院事業管理者 救急は救急で、これは一般病床ですけれども、

各診療科で見て、きょうすぐに入院というものもこの中に入っていま

す。

○金子会長 これを見ますと、前のほうはベッド利用率という計算の

仕方で、④はベッド稼働率という計算の方法なのですが、これは統一

した方がいいのではないでしょうか。

 利用率と稼働率では計算方法が若干違います。稼働率だと100％にな

り得ることがありますけれども、利用率は絶対に100％は行かないです。

これから統一してやられたほうがいいと思います。

○田中アドバイザー ベッドコントロールを一元管理して、科ごとの

病棟にはしないというのは一つのアイデアで、そうやっていらっしゃ

るほかの病院の話を聞いたことがあるのですけれども、弊害はないの

ですか。

 これは、特に看護部から物すごい批判が来るのではないかと思いま

す。眼科を診たり、外科を診たり、腹を診たり、頭を診たりというこ

とで、これは稼働率がそれほどでもないから少ないかもしれませんけ

れども、いかにも全部でやっているように表現されていますが、実際

にそういうことがたくさん起きていますか。

○関病院事業管理者 基本的には、一つの診療科で二つの病棟という

取り決めで運用しているところです。ですから、主病棟と副病棟とい

うくくりでやっています。

 ベッドコントロールがまだなれていない最初のころは、田中アドバ

イザーがおっしゃるように、いろいろな病棟に診療科の患者さんが散
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らばったこともあって、ひどい場合には一つの診療科で七つの病棟を

かけ持ちしたこともあったのですが、今は大分おさまってきています

ので、なるべく二つの病棟に収束しようとしております。

 ただ、そこの病棟にベッドがない場合は、やむを得ないので、ほか

のところに入れる可能性はあります。

○田中アドバイザー ここの救急はどういう形でやっているのかわか

りませんが、救急病棟というのは非常にいいクッションになると理解

しています。病棟で受け入れられない場合は、救急に一晩でも入って

いただいてということは当然やっていると思います。

 これは、手稲渓仁会でも既にやっていますが、かなりの反発があっ

て、ある意味ではリスキーなのです。リスクマネジメントが大変では

ないかと思うのですけれども、その辺はどうですか。

 特に答えていただかなくても結構ですが、リスクマネジメントは十

分にしたほうがいいという話です。

○金子会長 ほかにいかがですか。

○田中アドバイザー 手術件数が限定されるということになれば、当

然、外科系の入院患者は制限せざるを得なくなってしまいますので、

病床稼働率はどこかで頭を打つことは想像にかたくないです。その辺

はどのようにお考えですか。

○関病院事業管理者 それも先ほどお答えしたとおりで、今、非常に

待たせている外科系の診療科に関しては、枠組みを変えてうまく調整

するといった対応をせざるを得ないと考えております。

○金子会長 ほかによろしいですか。

（「なし」と発言する者あり）

○金子会長 次は、２の外来です。

 先ほどお話がありましたように、2,000円という言葉は余り使わず、

慢性期で、濃密な診察の要らない方とすべきであるというご意見でし

た。

 いずれにしましても、そういう方は地域連携でクリニックへ送って、

定期的な診察ということで１年に１回くらいは見るとすればいいので

はないかと思います。
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 このことに関してはいかがでしょうか。

（「なし」と発言する者あり）

○金子会長 次に、化学療法に移ります。

○田中アドバイザー この文章を書いた方は、治療時間が短いホルモ

ン療法を含んでいるということで、化学療法室の稼働を考える上では

問題だと理解しているのだと思いますが、この数字は出ておりますか。

○桝谷企画担当係長 外来化学療法の稼働は83％になっております。

○田中アドバイザー １ベッド１人ですか。

○桝谷企画担当係長 そうです。

○田中アドバイザー ということは、午前中に時間かかって化学療法

やった人のところのベッドは午後に空きますね。

○桝谷企画担当係長 1.5回転ぐらいは回っております。

○金子会長 外来の稼働率はどういう計算されるのですか。85％とい

うのは、ずっといるわけではないですね。

○桝谷企画担当係長 外来化学療法の加算があった件数の比率で出し

ております。

○金子会長 では、稼働率とはちょっと違いますね。

○桝谷企画担当係長 はい。

○金子会長 回転率とは違って、その日のうちに一つのベッドを何人

が利用していただいたかということですね。

○桝谷企画担当係長 そうです。回転率とは異なります。

○金子会長 １ベッドで1.5回転ということですね。

○桝谷企画担当係長 約1.5回転です。

○金子会長 次に、検査機器の部門に移ります。

 今後の課題としては、共同利用を十分に考慮した方法をとりたいと

いうことです。これからの課題ですけれども、一般的には、他の病院

に比べて利用回数が多くはないということですね。

 これに関してはいかがでしょうか。

（「なし」と発言する者あり）

○金子会長 次に、３の経費に移ります。

 課題として、給与費、材料費、委託費の占める割合が同規模の黒字
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病院と比較して５％高くなっているということをこれから検討したい

ということですが、これに関するご質疑はありますか。

（「なし」と発言する者あり）

○金子会長 それでは、各項目についてご討議をいただきましたので、

それぞれの委員から、全体を通して一言ずつお願いいたします。

 平本委員、お願いします。

○平本委員 先ほど、田中アドバイザーと今委員がされていた行政は

何をやるのかというお話を、おっしゃるとおりだと思って聞いていま

した。現場の田中アドバイザーのお立場からすると、自分たちがやる

しかないけれども、行政に継続的に働きかけていくことも必要だとい

うのは、本当にそのとおりだと思いました。

 ふと考えると、市立札幌病院というのは、札幌市という行政がやっ

ている病院でありまして、市立病院にいろいろな役割を担わせること

がいいかどうかは別ですが、厚生労働省の非常にわかりにくい、しか

も定期的に行われる制度の改革は、素人にはほとんど理解ができない

ことだと思いますけれども、そういうことを市民に対してわかりやす

く発信していくということも市立札幌病院の行政としての大事な役割

ではないかということを感じました。可能であれば、そういうことも

市立病院の役割として担っていただければと感じております。

○金子会長 今委員、最後にいかがでしょうか。

○今委員 市立病院の役割として、地域医療支援病院、高度急性期病

院、それから、政策医療を担っていく病院という三つを柱にしてこれ

から進んでいければいいのだと思いますし、その中で、どうやって収

支を改善していくかということをこれから話し合って行けばいいのだ

ろうと思います。この三つの柱をこれからもしっかり見ながらやって

いかなければいけないと思いました。

○金子会長 荒木委員、どうですか。

○荒木委員 先ほどの田中アドバイザーと今委員のお話を聞いていて、

つい先日に読んだＣＯＭＬ（コムル）の話を思い出しました。患者さ

ん自身がわかりやすいと思う医者にかかって、いい治療を受けられる

ようにということが書かれた本ですが、そういうことから市民にも病
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院へのかかり方や病院の機能の話が広まっていっていると思いつつ、

医療者もわかりやすく説明できるということが非常に大事だと感じま

した。

 今回、この資料をつくるに当たっても、公になるときに言葉の取り

違いがないように、言葉一つ一つを非常に吟味してつくらなければ市

民に伝わらないなと感じておりました。

○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 市立札幌病院の役割については、話が煮詰まっ

てきて、わかりやすくなったと思います。

 本来、医療というのは、医療関係者が提供するだけではなくて、患

者さんにも協力していただいて、患者さんと医療関係者が両輪でやら

なければいけないので、そのことを市民にもっと理解していただけれ

ば、よりよくなるのではないかと感じました。

○金子会長 田中アドバイザー、一言どうぞ。

○田中アドバイザー 私どもも市立札幌病院と同じような思いで日常

の業務に当たっているつもりです。ここに出ていらっしゃる上層部の

方は危機感を持っていると思いますが、もっと一般の職員にも危機感

を持っていただくような方策を考えてやっていければと思っておりま

す。ぜひお願いしたいと思います。

 もう一つは、きょうが４回目の検討会で、これは６回まであります

ね。今後、どういう予定になっているのですか。

 私は先走っているかもしれませんが、市立札幌病院のマネジメント

の仕方が全く見えてこないのですが、職員に対して、こういうビジョ

ンがあるので、こうやりましょう、今年度はこういう数字を目標にし

ましょうというふうにやっているのでしょうか。

 私は、それを今までに一回も見ていませんが、５回目、６回目当た

りに出てくると理解していいのですね。

 ７月分はどうかわかりませんが、４月、５月、６月の目標値といい

ますか、自分たちが目標として上げている数字がどうなっているのか

というものが見えてこないのです。ビジョンのない経営をマネジメン

トしても、一般職員には何をやっていいのかが見えてこないと思って



 - 32 -

います。

 今後、５回目、６回目にどうやっていくのかも含めて、ぜひその数

字を見てみたいと思っています。

○金子会長 菱谷室長、どうですか。

○菱谷経営管理室長 全体を通してということで、お話をさせていた

だきたいと思います。

 本日、冒頭でもいろいろと議論があった市民へのわかりやすい発信

という意味では、委員の皆様からいろいろなお話をいただきました。

例えば、広報紙、ホームページ、窓口、ドクター、事務を含めて、ど

のようにわかりやすい話をしていくかということは、まだまだ検討の

余地があると思いますし、統一していく余地があると思っていました。

 きょうは、１回目から３回目までの検討の中間再確認の位置づけを

させていただいておりまして、第５回目の中心的な話題としましては、

この経営課題を踏まえて、具体的に市立札幌病院はどういう取り組み

の方向性でいくのかということを私どもからたたき台も出しつつ、委

員の皆様にいろいろとご議論いただきたいと思っております。

 それに必要な現在の状況もあわせて情報提供させていただきたいと

思っております。

○金子会長 向井副院長、どうぞ。

○向井副院長 きょうは、大変ありがとうございました。

 私たちは、昔、地域医療支援病院をとろうというときに、逆紹介を

非常に推進して、すごく頑張ってふやしたのです。そのときは、病院

とかかりつけ医の両方の主治医を持ちましょうというスローガンでや

っていきまして、そのときは、職員にも随分浸透していて、逆紹介も

頑張ったのですけれども、地域医療支援病院を取ってしまったから、

そのスローガンが落ち目になってしまって、そういう話は余りしなく

なってしまいました。

 医師会東区支部では、病院とかかりつけ医と２人の主治医を持ちま

しょうという運動をやっているようですが、そういう観点で患者さん

にもお話をして、両方に主治医がいれば安心という形に持っていって、

逆紹介をさらに推進していけるような方向に持っていければいいなと
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思いました。

○金子会長 関事業管理者、一言お願いします。

○関病院事業管理者 きょうは、本当にどうもありがとうございまし

た。

 いろいろなご意見を頂戴しまして、当院としてやれるところをやっ

ていきたいと思います。

 最後に、田中アドバイザーからありました職員たちへの説明はどう

なっているのかというのは非常に重大なポイントだと考えております。

実は、私は、年に２回、全職員向けに講演をしておりまして、病院と

してこういう方針で行くということを説明しております。

 数字目標に関しては、それぞれの診療科ごとにヒアリングをしてお

りますので、それぞれの診療科のデータをもとに、外来患者をもっと

減らしていいのではないか、入院患者はここにもうちょっと力を入れ

たらいいのではないか、診療報酬上、どうやろうかという細々とした

話し合いはしているところです。

 今後、こういう専門家検討会で皆様からいただいたご意見ともう一

つは、市民にわかりやすい説明をするということも平本委員を初めい

ろいろな先生からおっしゃっていただきましたので、これに向けて取

り組みを強化できればと思います。

 きょうは、本当にありがとうございました。

○金子会長 きょうは本当に深い議論ができたと思いますが、これか

ら病院の具体的な目標の数値を提案してもらって、次回、それをもと

に討議できれば、もっといい検討会になると思います。

 次の検討会に関する連絡をお願いします。

○宇都宮経営管理部長 次回の検討会は９月12日の水曜日に開催いた

します。

 先ほどもお話がありました次回以降に何を検討するのかという話で

すが、今回まとめさせていただいた経営の課題に基づいて、それぞれ

の改善の方向性についてまとめさせていただいて、ご議論いただけれ

ばと考えております。

 また、数値目標等の話もございましたけれども、きょうお配りした
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資料２の第１回市営企業調査審議会病院部会の意見についての中にあ

るように、病院部会において、新ステージアッププランの進捗報告と

専門家検討会の検討会の報告をさせていただきました。新ステージア

ッププランの進捗報告は、今の計画で数値目標を持っていて、それが

どこまで進んでいるのか、平成29年度の数字でご報告させていただい

たのですが、次回、できるだけ直近の情報を反映したものをお示しで

きればと考えております。それも含めて、次回、改善の方向性を議論

していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

  ３．閉  会 

○金子会長 以上をもちまして、第４回専門家検討会を終了します。

 どうもありがとうございました。

                         以  上  


