
H30(2018).07.30 病)経営管理部 

 

１「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」の設置目的 

  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こと 

 

２ 専門家検討会の構成員（◎は会長） 

  （市営企業調査審議会病院部会） 

    荒木 美枝 北海道看護協会 専務理事 

   ◎金子 貞男 柏葉脳神経外科病院 理事長 

    今  眞人 札幌市医師会 副会長 

    平本 健太 北海道大学大学院経済研究院 研究院長・経済学院長・経済学部長 

  （アドバイザー） 

    笹本 洋一 北海道医師会 常任理事 

    田中 繁道 渓仁会グループ 最高責任者、渓仁会 理事長 

  （札幌市 参与） 

    井上 貴裕 千葉大学医学部附属病院 副病院長 

 

３ 検討内容（別紙２－２参照） 

〔第１回（４月 17 日）〕 

(1) 市場環境分析（札幌医療圏の需要分析）  

高齢者疾患は増加傾向にあるが、過剰病床地域であり増床の見込みはない 

  (2) 周辺病院分析（医療圏内の疾患別シェア分析） 

    眼科、皮膚科、乳房系疾患の割合が高く、呼吸器、循環器、消化器系が低い 

 

〔第２回（６月 19 日）〕 

(1) 役 割 

①地域医療支援病院として（地域の医療機関のバックアップ） 

②高度急性期病院（地域完結型医療を支えるため不採算部門も含め高度急性期を担う） 

③医療計画を支える病院（５疾病４事業及び在宅医療を 33診療科の総合力で支える） 

④人材育成（医師などの人材育成を支援） 

 

 (2) 経営状況（H25-H29 比較） 

  平成 25 年度は収支均衡していたが、その後、10 億円を超える収支不足が継続する 

 

〔第３回（７月 11 日）〕 

(1) 経営課題 

（入院）・地域からの紹介 ・救急医療 ・入院期間 ・手術件数 

（外来）・外来患者 ・外来単価 

（費用）・人件費 ・薬品 ・医材 ・委託料 

 

 

４ 主な意見（１回目から３回目の意見を項目ごとに再整理） 

〔役 割〕 

  ○不採算部門である救急医療や精神科の救急、小児医療、周産期医療は非常に大きな役割である。 

  ○「最後の砦」として、「市民のための」という内容が必要である。 

  ○公立病院の役割は地域性を抜きにしては語れない。医療資源が充実している札幌市においての公的病

院の役割を示すべき。 

○政策的医療や集学的医療を担うことを役割に記載したほうがいい。 

 〔人材育成〕 

 ○人材育成の部分には、研修医の受入の他に、専門医の育成を入れたほうがいい。 

○市立大学看護学部が隣接しているので、その視点も入れたほうがいい。 

○訪問看護ステーションへの人材派遣など、在宅医療の分かる看護師の育成についても入れてほしい。 

〔地域からの紹介〕 

○地域の医療機関と連携を強化していくためには、逆紹介も進めなければならない 

○紹介患者の新患者予約を入れる枠が少ないのは、外来が混雑しているため。地域の医療機関で診るこ

とのできる外来患者は地域へ逆紹介して、余裕を作ることが大切である。 

〔救急医療〕 

○救急の入院患者をどう確保していくかが経営にとって重要。 

〔外来患者〕 

○単価 2,000 円以下の外来患者が多すぎる。外来患者を地域に戻して、入院患者をもっと受入しなけれ

ば経営は改善しない。 

〔医療機器〕 

○医療機器の稼働率が平均を下回っているのは、ある意味、無駄な検査をしていないということではな

いか。稼働率を上げる方策としては、地域の医療機関との共同利用を、もっと進めてはどうか。 

〔経費〕 

○委託費の割合が大きすぎる。清掃など仕様を見直しできる部分があるはず。 

〔経営改革の方向性〕 

○民間病院の経営を圧迫してまで改革するべきでない。 

  ○改革は、単に人件費削減を行うのではなく、医療の質を高め、職員のモチベーションが高まる方向で

行ってもらいたい。 

 

５ 今後の予定 

今後の専門家検討会では、これまでの専門家検討会での３回の議論及び今回の市営企業調査審議会病院

部会での議論を踏まえ、経営健全化に向けた方向性をまとめて、11月ごろに市営企業調査審議会病院部会

に報告する。 

  

専門家検討会の検討状況（中間報告） 

別紙２－１ 



H30(2018).07.30 病)経営管理部 

 

〔第１回（４月 17 日）〕 

(1) 市場環境分析（札幌医療圏の需要分析） 

高齢者疾患は増加傾向にあるが、過剰病床地域であり増床の見込みはない 

・高齢者人口（H27-H47 増加率）札幌＋29％ 北海道＋8％ 全国＋10％ 

・高齢者疾患（H27-H37 増加率）循環器系（札幌＋14％ 全国＋7％） 

眼科系 （札幌＋13％ 全国＋6％） など 

    ・過剰病床数 12,076 床（基準病床数 21,316 床 既存病床数 33,392 床） 

 

  (2) 周辺病院分析（医療圏内の疾患別シェア分析） 

    眼科、皮膚科、乳房系疾患の割合が高く、呼吸器、循環器、消化器系が低い 

・札幌圏の病床シェア 5.6％ 

・入院患者数割合 合計 5.8％（病床シェアを上回っている） 

（疾患別）眼科 18％ 皮膚科 10％ 乳房 10％・・・呼吸器 4％ 循環器 4％ 消化器 4％ 

 

〔第２回（６月 19 日）〕 

(1) 役 割 

①地域医療支援病院として（地域の医療機関のバックアップ） 

・紹介患者の受入        ・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 

 

②高度急性期病院（地域完結型医療を支えるため不採算部門も含め高度急性期を担う） 

・特定病院群（大学病院に準ずる機能の病院）・がん診療拠点病院・救命救急センター 

・総合周産期母子医療センター（道央圏１病院）・精神科救急・身体合併症（道内唯一） 

 

③医療計画を支える病院（５疾病４事業を 33 診療科の総合力で支える） 

（５疾病）がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、精神疾患 

（４事業及び在宅医療）救急医療、災害医療、周産期医療、小児医療、在宅医療 

 

④人材育成（医師などの人材育成を支援） 

   ・研修医の受入状況（H30 年度）50 人 

 

(2) 経営状況（H25-H29 比較） 

＜経常収支＞  （H25）   8 百万円 （H29）△1,085 百万円 

 収  入   （H25）21,156 百万円 （H29） 22,104 百万円 

 支  出   （H25）21,148 百万円 （H29） 23,189 百万円 

＜延入院患者＞ （H25）  209 千人  （H29）  197 千人  △ 5.7％ 

新入院患者  （H25）   15 千人  （H29）   17 千人  ＋13.3％ 

在院日数   （H25）  12.6 日   （H29）  10.7 日    △15.1％ 

＜延外来患者＞ （H25）  347 千人  （H29）  310 千人  △10.7％ 

 

 

〔第３回（７月 11 日）〕 

(1) 経営課題 

（入院）①地域からの紹介（地域の医療機関の求めに応え支えていく） 

     ・紹介率 79％ 

・地域医療連携病院等へのアンケートの主な結果 

      （満足＆やや満足）84％ （紹介しにくい）7％ （紹介をためらう）30％ 

 

②救急医療（増加する救急医療ニーズに対応する） 

・H29 年 5 月から輪番制のバックアップとして三次救急以外を受入 

・入院患者のうち救急経由の割合９％（同規模病院の全国平均：16％） 

 

③入院期間（入院期間の適正化を進める） 

 ・DPC 入院期間の割合（Ⅲ・Ⅲ超え）24.4％ 

 

④手術（増加する医療ニーズに対応する） 

 ・年間手術件数 約 7,000 件（同規模の黒字病院：約 8,500 件） 

 

⑤その他（入院日を平準化する） 

 ・一般病床稼働率 （水曜日）91.3％ （日曜日）76.9％ 

 

（外来）⑥外来患者（地域への逆紹介を進める） 

     ・2,000 円以下の患者数の割合 26％ 

 

⑦外来単価（高まる医療ニーズに対応する） 

 ・外来化学療法室（ホルモン療法含む）の稼働率 118.4％ 

  １病床あたり 179 件（同規模の黒字病院：189 件） 

 

（費用）⑧費用（医業収益に対する割合の適正化を図る） 

・人件費 58％（同規模の黒字病院：53％）・・・収入が低いため 

※患者あたり職員数・単価は標準的（同規模の黒字病院と同水準） 

・薬 品 19％（同規模の黒字病院：15％） 

・医 材 11％（同規模の黒字病院：10％） 

・委託料 11％（同規模の黒字病院： 6％） 

専門家検討会の検討資料（概要） 

別紙２－２ 


