
 

 

 

 

第 ５ 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10月10日（水）午後６時58分～８時38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、井上参与、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  定刻より少し早いですが、皆さんお集まりのよ

うですので、始めたいと思います。  

 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。  

 資料につきましては、事前に、委員、アドバイザーの皆様に配付さ

せていただいておりましたが、若干の修正が発生しております。新し

い資料一式を改めて用意させていただいておりますので、よろしくお

願いいたします。  

 それでは、以後の進行は会長の金子委員にお願いしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。  

○金子会長  本日は、お忙しいところをお集まりいただきまして、大

変ありがとうございます。  

 北海道胆振東部地震によりまして延期となっておりました第５回市

立札幌病院の役割と経営健全化に関する専門家検討会を開催したいと

思います。  

 ご案内にありましたように、本日の会議はおおむね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、関病院事業管理者に、一言、

ご挨拶をお願いします。  

○関病院事業管理者  本日は、お忙しい中、第５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。  

 本日、第５回目の検討会では、第３回目までにご議論いただいた課

題を踏まえた経営健全化に向けた取り組みについてと、第５回までの

議論を踏まえた最終報告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 - 

  ２．議  事 

○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、ご案内しましたように、一つ目は市立札幌病院の経

営健全化に向けた取り組みについてと、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最終報告についての二つです。  

 最終報告につきましては、大筋でよいということになれば、今回の

検討会をもちまして議論を終了したいと思っております。  

 また、議題には上げていませんでしたけれども、このたびの北海道

胆振東部地震に対する市立札幌病院の対応について、事務局から若干

説明をいただいた後に、議題についても一括して説明を受けまして、

その後に各委員からご意見をいただき、検討会としての意見をまとめ

ていきたいと思いますが、その方向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、そのように進めたいと思います。よろしくお

願いします。  

 ご説明をお願いします。  

○宇都宮経営管理部長 経営管理部長の宇都宮でございます。  

 私から、資料の説明をさせていただきたいと思います。  

 まず、災害対応の状況についてというお手元にお配りしている資料

についてご説明させていただきます。  

 まず、発災当日、９月６日の施設の状況についてでございます。  

 ３時７分に地震が発生いたしました。施設に大きな損傷はなく、入

院患者の皆さんにも特段のけが等はございませんでした。  

 その後、30分程度たちまして、職員が順次参集してまいりまして、

施設の中身、周りを含めて確認いたしました。  

 ５時15分に、院長から、病院の本部を立ち上げて、重症、軽症、中

等症の各ポストの立ち上げ、トリアージポストの立ち上げの指示がご

ざいまして、対応を始めたところです。  

 このときには、中央ホール前の正面玄関の施錠もあけまして、被災

された方がいれば、順次、受け入れ態勢を整えて対応したところでご

ざいます。  
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 その後、状況も落ちつき、当日の外来も行おうということで、中央

ホールに設置しておりましたポストは救急のほうに集約しまして、通

常の外来、診療を行う形で対応したところでございます。  

 電源についてですが、発生直後から非常用自家発電が稼働いたしま

した。市立病院の場合は、全負荷容量で 72時間稼働できる自家発電で

ございまして、１分間の電源遮断の後、円滑に稼働いたしました。  

 商業電力が再開した 14時38分に電力供給があったことから、自動的

に切りかわったという流れでございます。  

 診療体制についてですが、外来、それから、入院・手術と６日から

通常どおり診療を続けておりました。  

 ＤＭＡＴの派遣につきましては、６日には東徳洲会病院、二十四軒

病院へ、また、北海道の本部に調査員を１名派遣しております。  

 ７日には、しらかば台篠路病院、東和病院、啓生会病院、札幌医科

大学等にチームを派遣し、８日、９日には、清田区の避難所２カ所に

も派遣をしております。  

 また、９月16日には、清田区の避難所に精神看護専門看護師を派遣

しまして、10月３日には、むかわ町に災害支援ナースを派遣しており

ます。  

 病院の災害時の患者の受け入れ状況でございますけれども、最終的

には124件です。内訳を下に記載してございますが、人工呼吸器関係で

22件、透析関係で73件となってございます。  

 そのほか、電力確保に不安を生じた病院からの要請などで、人工呼

吸器、透析が必要な患者の受け入れを行っております。  

 また、三つ目のポツにございますけれども、帰宅できずに、当日、

薬が不足してきたという旅行者の対応や、体調を崩した避難者の方々

の対応など、多くの災害関連の医療需要に対応してきたところでござ

います。  

 最後の４番目の食料・医薬品等の確保についてですが、通常の入院

患者さんの給食については備蓄で対応できて、医療品等も３日間ほど

のストックがありましたので対応できたのですが、物流の復旧に時間

を要したため、災害時の協定企業や関連の機関、関連の事業者と連携、
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協議をしながら食料や医薬品等の確保に努めてきたところ、ほぼ支障

なく、適切な医療の提供ができたところでございます。  

 関係者の皆様には、本当に感謝でいっぱいでございます。  

 災害時の状況については以上でございます。  

 続きまして、議題の資料の説明に入らせていただきます。  

 最初に、資料２ですが、これまでの議論で整理した課題に対して改

善の方向性をまとめてございます。目次に①から⑧までございます。  

 最初に、２ページの地域からの紹介患者についてでございます。  

 これまでの検討会での経営課題としましては、返書の徹底、医療機

関のニーズの把握、ドクター・ツー・ドクターへの対応、予約枠の拡

大、市立病院における情報の発信についての五つがございました。  

 それぞれについて説明いたしますが、まず、３ページの返書の徹底

についてでございます。  

 現在の流れについて、左にフロー図をつけてございます。  

 患者、医師、医療機関から紹介を受け付けて、受診という流れにな

ります。受診のときに、まず、翌日までに事務返書を送付しておりま

して、これは100％送付しております。  

 その後、外来治療、入院治療、それから、治療が終わり、退院と流

れていくわけですが、その間、２週間の間にドクターから紹介してい

ただいた医療機関へお礼を差し上げたり、２週間の間に判明した検査

の所見をお送りいたします。また、この期間で退院できた場合には、

紹介をいただいた医療機関に逆紹介をしておりまして、そのときには

診療情報提供書を送付しているところでございます。  

 左下に、２週間以内に返書できない理由を２点記載しておりますが、

治療方針が決まるまでに時間がかかったとか、紹介を受けた診療科か

ら別の診療科に変わってしまったという場合で、返書は約 84％という

状況になっています。  

 課題・改善策についてですが、これまでも院内に返書のルールはあ

ったのですが、診療科ごとの特徴があり、その周知の徹底がなかなか

できていなかったところがあります。  

 返書がされていなかった部分につきましては、改めて、抽出、調査
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分析を行いまして、ルールの再検討、明確化が必要ではないかとして

おります。  

 続きまして、４ページの医療機関のニーズの把握についてでござい

ます。  

 これまでの取り組みとしましては、医療機関に対するアンケート調

査を実施し、医療機関との情報交換ということで、訪問したり、来て

いただいたりということを年間に延べ83回ほど行っております。  

 このような取り組みについては、今後も継続して実施し、ニーズや

課題の把握、改善を行っていくこととしております。  

 次の断らないドクター・ツー・ドクターの取り組みでございます。  

 この取り組みについては、全職員向けに院長講話を年に２回行って

おります。また、診療科各部長とのヒアリングも２回行っていまして、

その場で確認させていただいております。そして、平成28年８月には

専用ダイヤルの設置などを行っております。  

 その後、運用状況を調査し、流れの確認、検証も行っております。  

 今後の取り組みにつきましては、そのような状況の確認、検証を踏

まえて、不応需の場合の理由を分析、報告する体制について整える必

要があるのではないかとしております。  

 続きまして、５ページの外来予約枠についてでございます。  

 外来の予約がとりにくいということで、現状を確認する上で、下の

ような表にまとめさせていただきました。  

 診療科ごとに、予約枠、紹介患者数という数字が入っておりますが、

網かけになっているところは、予約枠に対して紹介患者数が多いとこ

ろとなっております。泌尿器科、眼科、形成外科、皮膚科、呼吸器内

科等となっております。  

 このように、予約枠を上回っている診療科もございますので、実態

を確認した上で、予約枠の調整なども必要かと思っております。  

 また、状態の安定した患者さんを地域のクリニックでお願いするな

ど、総量を減らしての調整も今後検討の必要があると考えております。 

 次に、６ページでございますが、ホームページを表示してございま

す。  
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 市立病院のホームページですが、内容的にいろいろなものが輻輳（ふ

くそう）して記載されております。患者家族向けの情報を広く市民向

け、医療関係者向け、企業向けなど、各情報が非常に探しにくい状況

になっておりますので、連携医療機関や患者の皆さんが求めている情

報をストレスなく得られるような工夫が必要ではないかとしておりま

す。  

 ７ページですが、今まで説明したものを改めて整理しております。  

 返書方法の改善として、ルールの再定義、周知を行う、定期的な医

療機関のニーズ調査を継続して行い、ドクター・ツー・ドクターにつ

いては応需状況を確認する仕組みをつくり、地域連携の予約枠を拡大

する、広報の強化としてホームページの改善などを行うこととしてお

ります。  

 下のほうに、目標値を定めております。  

 平成29年度の実績は、紹介患者数が１万2,255人です。直近の状況を

真ん中に記載しておりますが、 29年実績に比べて、推計値ですが、約

350ほど伸びると見ております。  

 それを踏まえて、計画期間の６年後の平成 36年度の到達目標を 1万

5,000人としております。  

 続きまして、８ページの救急医療についてでございます。  

 検討会で整理された課題ですが、救急由来の入院患者数が少ない。

救命救急センターのドクター・ツー・ドクターの応需が72％である、

原則、断らない医療の実現に向け、受け入れ体制の整備などが必要で

はないかということです。  

 現状を改めて整理しまして、９ページに患者受け入れのフロー図を

まとめております。  

 市立病院は、救急での受け入れ窓口を二つ設けております。上が３

次以外の救急、下は救命救急センター、３次救急でございます。  

 上のほうの流れは、３次以外の救急、直接、時間外等で来院される

方を含めて、まずは臨床研修医と指導医が当たりまして、そこで診た

後に、臨時入院病床に行きます。臨時入院病床は 18床あり、稼働率は

98％です。そして、翌日、副院長、理事等で診療科を決めて、転床す
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るという流れになっております。病棟に直接入る場合もございます。  

 下の３次の場合ですが、救命救急センターで受け入れて、その後、

状態が落ちついた後、ＩＣＵ、ＨＣＵに入院という形になります。  

 急性期を脱したら病棟に転棟となるのですが、病棟のほうで重篤化

した場合には、再びＩＣＵ、救急のほうでその患者さんを診る流れに

なっております。  

 救急患者の受け入れ拡大に向けた今後の取り組みを10ページに記載

しております。  

 １番目として、不応需時の対応の強化でございます。  

 不応需の対応状況については、３次救急と３次救急以外で表にまと

めておりますが、情報の共有は、３次については、救命救急センター

の中ではされていたのですけれども、院長まで上がるような仕組みに

はなっていませんでした。  

 それから、不応需の内容についてはそれぞれ分析できていたのです

が、事後フォローについては、救命救急センターの場合は、事故等で

紹介でない部分も多いものですから、全体的には事後フォローをしな

い場合が多いということで未実施となっておりました。  

 二つ目のベッドコントロールの強化ですが、病院全体のベッドコン

トロールの強化が必要ではないかということです。現在、救急を除く

部分でのベッドコントロールの一元化を実施しておりますが、救急も

含めた形でやる必要があるのではないかとしております。  

 目標数値ですが、救急車の搬送件数について、平成 29年度の実績で

は3,156件でございました。  

 目標数値の定め方ですが、中等症の搬送人員の平成28年度から29年

度の伸び率が 4.1％でございましたので、その 4.1％を６年分延ばした

形になっております。現状のシェア分を将来にわたっても市立病院で

支えていくという考え方です。  

 続きまして、11ページの手術件数についてでございます。  

 これまで整理された課題としては、市立病院の手術件数は年間およ

そ7,000件で、手術件数については、手術室の部屋数や、麻酔科医等の

人的制約がありますが、黒字の病院と比べるともう少し効率的な運用
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や、件数をふやす余地がないのかを検討する必要があるということを

課題として整理しております。  

 12ページに、実際の手術室の使用の実績をまとめてございます。  

 市立病院は、手術室全部で11列ございますが、スタート時は原則８

列稼働を基本に動かしておりました。  

 12ページは月曜日の状況を記載しております。手術室名のＯＲ07と

ＯＲ10というところが稼働していません。本来はＯＲ13も８列稼働の

場合は稼働しませんが、臨時として外科が入っておりまして、９列目

として稼働している状況です。ごらんのとおり、稼動している列は高

稼働で運用しているのが見てとれるかと思います。  

 続きまして、13ページです。  

 13ページは水曜日の状況ですが、９列でスタートをする曜日でござ

います。稼働しない部屋としては、本来であれば、ＯＲ06とＯＲ10と

12の３カ所の予定ですけれども、臨時が入っておりまして、この曜日

は実際に10列で稼働しているということです。  

 説明が前後しましたが、グラフの網のかかっているところは麻酔等

で時間を要しているところで、白抜きのところが実際の手術をしてい

る時間となっております。ごらんとおり、稼働率は非常に高稼働でな

いかと思います。  

 ただ、実際にはあいている部屋もある状況です。  

 そこで、14ページですけれども、手術室を稼働するためには人員体

制が必要ということで、その人員を説明しております。  

 現在、市立病院の人員体制は、これは看護師ですが、左にあるとお

り、常勤で38名、非常勤で３名の合計41名となります。  

 実際の勤務体制がどうかというと、真ん中にございますが、管理業

務として師長が１名、平日日勤で29から32名というのは、１列当たり

三、四名が必要でして、８列だと32名程度ということです。  

 また、平日の夜勤対応を２人、土・日勤務分の週休で四、五名いる

ということを考えて、この人数をカウントすると約40人ということで、

８列稼働ぎりぎりの人員体制という状況でございます。  

 15ページですが、手術件数の増加に向けた今後の取り組みです。  
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 ごらんのとおり高稼働ではございますが、予定枠の消化率としては

86.6％となっております。  

 また、列の増加の検討をするに当たっては、やはり人員体制の強化

が必要になるだろうということで、麻酔科医や看護師配置の増加など

を含めて検討する必要があるとしております。  

 目標値の考え方ですが、１日2.5件程度増加すると見て、年間で600

件程度ふやすということで、目標数値を7,600件としております。  

 16ページは病床稼働率についてでございます。  

 今まで検討された課題ですが、１月にベッドコントロールを一元化

し、強化をして改善を図ってきています。  

 病床稼働率を向上させるためには、曜日ごとの病床稼働率を平準化

する必要があり、月曜からすぐに稼働率が上がるよう工夫する必要が

あるということで、現状について、次の17ページにまとめてございま

す。  

 グラフにありますように、水曜日の稼働率は91.3％と高い一方、日

曜日の稼働率は76.9％と、14％ほどの差がございます。  

 改善策としては、金曜手術枠の有効活用を挙げております。現在、

金曜手術枠の消化率は77.1％となってございます。  

 稼働率の平成36年度までの到達目標ですが、 90％としています。こ

れは、火曜日から金曜日までの稼働率88.9％、91.3％．90.2％、88.5％

の４日間の平均で約90％になります。１週間通して90％を目指すとい

う目標でございます。  

 続きまして、外来患者について、18ページでございます。  

 これまで整理された課題ですが、病状が安定し、地域の医療機関で

症状や状態に応じて適切に対応できる患者さんも中にはいるというこ

とで、地域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。 

 外来機能の適正化をすることで、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るようになるだろうということです。  

 高度急性期病院としての役割を十分果たすためには、逆紹介を進め

て、外来機能の改善をする必要があるとしておりました。  

 診療科別の外来の状況につきまして、次のページにまとめておりま
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す。  

 このページは、長期処方患者の割合を示したもので、処方箋を出し

ている患者さんのうち、31日以上の方はちょっと薄い網がかかってい

て、濃くなるほど、61日以上、91日以上となっております。  

 上から下に向けて外来の処方箋を出している診療科が多いというこ

とになります。  

 ごらんのように、循環器内科や糖尿病・内分泌内科が多くなってい

て、長期処方の割合も多い状況になってございます。  

 今後の取り組みについてですが、20ページにまとめてございます。  

 症状が安定してきている患者につきましては、逆紹介を進めていく

ということで、これまでも取り組みをしておりまして、院内会議にお

いて情報の共有をし、院内にポスターを張り、院内放送も行い、患者

さんにはチラシも配布したり、市民への周知もしてきたところですが、

引き続きしていく必要があると考えているところです。  

 長期処方の患者さんに対する評価指標ですけれども、現在、平成29

年度実績として61日以上の患者さんの割合が39.1％となっております。

直近では５％ほど落ちておりますが、そこから 36年度までには10％ほ

ど落として25％ほどに持っていければという指標を立てております。  

 続きまして、21ページの外来化学療法についてでございます。  

 今後、外来化学療法対象の患者さんは増加するものと考えられます

が、現在の稼働状況を見ると、空き時間については余裕があると思わ

れますことから、効率的な運用に向けて工夫する必要があるとしてお

ります。  

 具体的には、22ページに稼働状況をグラフで整理してございます。  

 ごらんのように、14時、15時を過ぎた午後の後半はほぼ稼働してい

ない形になってございまして、まだ余裕があると思います。  

 また、スタート時ですが、 15分ほどずれていっているところがあり

ます。これは、医師の診察に約15分かかってスタートがずれるとか、

早期採血枠は10枠ございますが、そのうちの５枠を化学療法で使用し

ております。その関係でスタートの時間が決まってくるという状況で

ございます。  
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 改善の方向性としましては、今後、患者数増への取り組みと、化学

療法の効率的な運用、ベッドの効率的な運用について、例えば、早期

採血枠の拡大などを図っていってはどうかということを記載しており

ます。  

 目標数値の決め方ですが、現在、化学療法加算で平均すると1.2回転

となっているのですけれども、それを1.5回転としまして、目標を5,500

件と置いてございます。  

 続きまして、23ページの検査機器についてでございます。  

 稼働率の低い高額な検査機器があるため、有効活用について検討す

るということで、24ページに機器の稼働状況をまとめております。  

 ベンチマークの病院との比較ですが、ＣＴ、ＭＲＩはほぼ同じ水準

と見てとれるのですが、ＰＥＴ－ＣＴだと約半分ということで、ＰＥ

Ｔ－ＣＴに課題があると理解しているところです。  

 ＰＥＴ－ＣＴの使用状況について、下のほうに８月６日からの１週

間の枠を例示させていただいています。ごらんのように、網かけのと

ころが埋まっているということですが、この週のＰＥＴ－ＣＴの稼働

率は44％ほどとなっております。  

 25ページの検査機器の有効活用に向けた今後の取り組みです。  

 現在も、ＰＥＴ－ＣＴの連携を推進するために、医療機関への訪問・

説明を行ったり、医療機関への広報紙の「かざぐるま」に問い合わせ

先を掲載したり、院内各診療科にも説明し、外来時の検査で使用でき

る場合などを説明し、情報の共有を図っているところでございます。

これらの取り組みを継続していく必要があるということです。  

 目標数値の設定ですが、平成29年度実績で785件ということです。直

近の推計では、約10％伸びまして872件となってございます。そこから、

毎年、今の伸びの半分くらい伸ばしていこうということで、872件から

300件ほど伸ばして、1,200件を目標数値と考えております。  

 最後に、委託料についてです。  

 委託料は、医業収益に占める割合が同規模の黒字病院に比較して高

くなっているということです。委託費の適正化に向けましては、仕様

の見直し等を行っていく必要があるとしてございます。  
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 目標値については、厚生労働省の公立病院の委託費比率が９％でご

ざいますので、そちらを目標に掲げてございます。  

 最後に27ページでございますけれども、これまで説明してまいりま

した取り組みの数値目標について、今後、どのように管理していくの

かということで、参考までに、現在の数値目標の管理の仕方について

記載しております。  

 目標の設定につきましては、長期では現在の新ステージアッププラ

ン（中期経営計画）がございます。その中で、数値目標として、紹介

率とか手術件数とか病床利用率など18項目を決めております。  

 単年度の目標としては、予算・決算がございます。項目としては１

日平均の患者数などがございまして、予算につきましては、毎月、目

標を設定し、進捗管理もしているところでございます。  

 また、計画以外での経営改善の取り組みは随時行っておりまして、

経営健全化会議を立ち上げて、実施項目や数値目標を設定しておりま

す。項目につきましては、３次救急以外の受け入れ拡大などというこ

とで13項目を設定しておりました。  

 実際の進捗管理でございますが、現状把握と改善ということになる

のですけれども、院外の進捗管理としては、市営企業調査審議会の病

院部会を年２回ほど行っておりますし、市議会の定例会と特別委員会

での質疑、議論等をさせていただいております。  

 院内においては、事業管理会議を毎週行っていますが、その中で、

入院患者数、病床利用率、収益などを毎月報告し、部長級会議の運営

会議や理事者会議などでも月次の報告をさせていただいております。  

 また、診療科部長と院長とのヒアリングを年２回ほど実施し、その

中でも数値の確認をさせていただいておりますし、全職員向けの院長

講話、「けいえい通信」などを全職員に発信してございます。  

 少し長くなりましたが、検討会で改善の方向性としてまとめたもの

は以上でございます。  

 続きまして、資料３になりますが、今ご説明した内容につきまして、

前回の検討会で１回目から３回目までの議論をまとめて報告をしまし

たけれども、それに今ご説明した改善の方向性を加えて整理したもの
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です。一部、変更や追加した部分もございますので、簡単にご説明し

たいと思います。  

 まず、３ページをごらんください。  

 この部分では、前回の検討会のときに、災害医療の記載が不十分な

ので、もう少し記載したほうがいいのではないかという意見がありま

した。  

 そこで、丸の上から３行目の「特に」から、今回、北海道胆振東部

地震もございましたので、そのことを記載し、重要な役割を担ってい

るという３行を追加させていただいてございます。  

 それから、４ページですが、使命の二つ目の丸で、「公的病院は、

救急医療、災害医療」というように、「災害医療」を入れております。 

 それから、役割の②の一つ目の丸も同じで、「救急医療」の次に「災

害医療」を追加させていただいております。  

 続きまして、実際の取り組みの11ページです。  

 前回の記載は課題で終わっていたのですが、11ページの下にござい

ますように、今後の取り組みという形で整理をしております。内容は、

今、資料でご説明させていただいたことをまとめて記載しております。 

 今後の取り組みについては、例えば、救急医療については、15ペー

ジに、今後の取り組みと真ん中あたりにありまして、不応需時の対応

の強化、16ページのベッドコントロールの強化などを記載しておりま

す。  

 以上、手術件数、病床稼働率、外来患者等、全ての項目について今

後の取り組みを記載しておりますが、今ご説明した資料の中身をまと

めて記載しております。  

 また、最後の27ページです。  

 今は総括のところが白紙になっております。こちらは、金子会長に

総括を記載していただこうと考えておりますが、きょう、皆さんのお

手元に１枚お配りしていますので、後ほど会長からご説明していただ

ければと思います。よろしくお願いします。  

 28ページと29ページにつきましては、名簿とこれまでの検討の経過

などをまとめております。  
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 長くなりましたが、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。  

 ただいまご説明のあった二つの議題につきまして、ご質問、ご意見

をお願いしたいと思います。  

 まず最初に、資料２の市立札幌病院の役割と経営健全化に関する専

門化検討会第５回をごらんください。  

 この内容は、今までの４回までに行われた現状分析、問題点、これ

からの改善策という３部作になっているわけですけれども、それぞれ

の項目についてご質問、ご議論をいただきたいと思います。  

 最初の２ページからの改善の方向性の①地域からの紹介患者に関し

まして、ご意見、ご討議をお願いしたいと思います。  

 いかがでしょうか。  

 今後の課題、取り組みということで書いてありますが、これは、今

までの現状分析から考えられた課題、改善策だと思います。この点に

関してはいかがでしょうか。  

 私から質問ですが、２週間以内に返書を出しているということです。

これは、外来で１回切りで終わった方も２週間以内ということですか。

それも入れて84％ということですか。  

 入院された患者さんに関してはちょっとおくれてもいいと思います

が、外来だけで終わった患者さんに関しても数日おくれるということ

ですか。その日のうちに返書を書いているということではないのです

か。  

○宇都宮経営管理部長 お答えします。  

 まず、受診があったら、事務返書は100％しております。そして、内

科系と外科系で異なると思いますが、例えば外科系ですと、入院して

手術が必要であれば、その状況について返書をいたします。また、外

来等で済んで、継続して外来を続けるようであれば、経過の中でその

状況を２週間以内に返書することになろうかと思いますけれども、今

のお話のように１回で終わったとなると、その１回で終わった内容に

ついて、紹介のあった医療機関にその状況をお返しすることになって

おります。その部分も含めて84％ということになります。  
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○金子会長  外来で返書をする場合は、患者さんに持たせるのではな

くて、郵送するということですか。  

○宇都宮経営管理部長 郵送することにしております。  

○金子会長 ほとんどが郵送なのですね。  

○宇都宮経営管理部長 はい。  

○金子会長 ほかにありませんか。  

○笹本アドバイザー 北海道医師会の笹本でございます。  

 今、医師の働き方改革で、勤務環境をどう改善していくかというこ

とが大変議論されております。その中で、改善効果が非常に大きいも

のの一つに、医療文書を分散して医師以外の方に書いていただいて、

医師本来の取り組みに集中していただきたいということが委員会の中

でかなり検討されておりますので、この文書も含めて、病院の中全体

で、各職種の人たちと役割分担ができないか検討しております。どこ

かにしわ寄せが行っても、またその人が大変ですから、うまく分散し

て、効率よく取り組んでいただきたいと思います。  

○金子会長  今のご意見は、必ずしも医師が返書を書くわけではなく

て、医療補助者とか、これはいろいろな言い方がありますが、その方

に書いてもらって医師がチェックするという方法で進んでいるのです

か。  

○向井副院長  既に医療秘書の方はかなり入っていますので、返書な

どについてはほとんど医療秘書の方に書いていただいておりますし、

診断書などの文書もほとんど医療秘書に書いていただいています。現

在も分業はかなり進んでいる状況だと思います。  

○金子会長  分業が進んでいて、必ずしも医者が全部を書いているわ

けではないということですね。  

 そのほかにございますか。  

 医療機関のニーズ把握と断らないドクター・ツー・ドクターへ向け

た取り組みということで、今度は応需状況を把握する仕組みを構築し

ということです。不応需の場合は、その理由を分析し、報告する体制

を整えて、100％応需を目指すということです。  

 これに関してはどうでしょうか。  
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 平成28年８月から専用のダイヤルを設けられたということですが、

それはどういうふうに広報されているのですか。ホームページなどで

広報しているということですか。  

○関病院事業管理者  ホームページでも案内しておりますし、先ほど

申し上げた広報｢かざぐるま」を医療機関に年間３回か４回郵送するの

ですが、その中にドクター・ツー・ドクターの電話番号などを入れて

おります。  

○金子会長  ドクター・ツー・ドクターの電話番号に直接かかってき

た件数はかなり多いのですか。  

○関病院事業管理者  最初のころは、月に30件か40件ぐらいだったの

ですが、最近、徐々にふえております。最近はほぼ80件から90件前後

のドクター・ツー・ドクターの依頼があります。  

○金子会長  それは、窓口があって、そこからドクターへつないでく

れるということですね。  

○関病院事業管理者  はい。ドクター・ツー・ドクターですとおっし

ゃれば、その日に担当する者が決まっていますので、そこにダイレク

トにつながるようにしています。  

○金子会長 効率よくやっているということですね。  

 ドクター・ツー・ドクターは、一回断るともう来ないということで

すので、100％受け入れるということで頑張ってもらいたいと思います。 

 次に、外来枠の拡大についてです。  

 これは、紹介患者数にでこぼこがあってちょっと気になるのですが、

これに関してご質問、ご討議はございますか。  

 例えば、緩和ケアですと、ことしの６月で紹介患者がゼロというこ

とは、病棟はどうなっているのですか。患者さんはほとんどいないと

いうことですか。  

○向井副院長  私は緩和ケア内科の事務取扱をしているのですが、院

内から発生している悪性腫瘍の患者さんがたくさんありまして、終末

期の方はほぼ満床です。６床のベッドがあるのですが、全て満床で使

われております。  

 また、今のところ、外からの依頼を受けられる状況にないというこ
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とです。  

○金子会長  ですから、必ずしもゼロではなくて、院内の患者で十分

賄えているということですね。  

 そのほか、これに関して何かご意見、ご質問等はありますか。  

（「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。  

 ホームページの改善、いろいろな工夫をするということですが、最

近のホームページをごらんになったアドバイザーはおりますか。わか

りやすくするということです。  

 これは、専門家にホームページを改善してもらったのですか。それ

とも、病院の中でされているのですか。  

○宇都宮経営管理部長 お答えします。  

 今のホームページは、職員がレイアウトを考えて、一部は外注に出

しますけれども、そういう形でつくっています。  

 また、この見直しについては、ある程度知識のある方に相談しなが

ら進めていければと思っております。  

○金子会長  ホームページの閲覧数は何件くらいあるのですか。それ

はカウントできていますね。  

○宇都宮経営管理部長  申しわけありません。今、手元に数字を用意

しておりません。  

○金子会長 カウントはされていますね。  

 皆さんも自分の病院でホームページをつくっていると思いますが、

ホームページに関して、ご質問、ご討議はございますか。  

（「なし」と発言する者あり）  

○金子会長 それでは、次に移ります。  

 地域からの紹介増に向けた今後の取り組みということで、今までの

ようなことをまとめてあります。このまとめに関して、ご質疑、ご討

議はありますか。  

（「なし」と発言する者あり）  

○金子会長  それでは、地域からの紹介増に向けた取り組みに関して

は、了解したということでよろしいですか。  
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（「異議なし」と発言する者あり）  

○金子会長 次に、８ページの救急医療に移りたいと思います。  

 最初に経営課題があって、９ページに現在の救急患者の受け入れフ

ローがありますが、こういう形で受け入れているということです。こ

の拡大に向けて、今は３次救急と３次救急以外という二つのラインで

行っています。例えば、３次救急のベッドが 38床あって、稼働率が46％

ということですが、在院日数はどのくらいなのですか。最長でどのく

らいの方がおられるのですか。  

○松本業務改善支援課長  平均在院日数ですが、ＩＣＵで今年度の４

月から９月までで10.5日、ＨＣＵで19.3日、ＣＣＵは34.7日と、ちょっ

と長目になっております。  

○金子会長 最長でどのぐらいの方がおられるのですか。  

○松本業務改善支援課長  最長は、今はちょっと即答できません。済

みません。  

○金子会長 数カ月に及ぶ方はいるのですか。  

○松本業務改善支援課長 はい。  

○金子会長  それは、どうして救命救急のベッドにいて、一般病棟に

移れないのでしょうか。どういう理由があるのですか。  

○関病院事業管理者  かなり長くなった患者さんはいらっしゃるので

すが、人工呼吸器の管理が必要ということと、血液浄化法も必要だと

か、いろいろな合併症を有している患者さんですので、なかなか一般

病棟で診ることができる状況まで落ちつかないというのが現場からの

意見です。そういう患者さんを一般病棟で見られる体制がまだ整って

おりませんので、そこは今後の課題かと思っております。  

○金子会長 そうですね。  

 ただ、救命救急センターで１カ月以上というのは、ちょっと違和感

があります。  

○関病院事業管理者 おっしゃるとおりだと思います。  

○金子会長 これからの検討課題ということですね。  

 渓仁会病院はどうですか。  

○田中アドバイザー  正確な数字はつかまえていませんが、１カ月以
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上というのはまれですね。そういう人たちは、患者自身の問題とか、

医療提供側の問題とか、何かない限りはご家族とも相談して対応して

いるのが現状かと思います。  

 ＣＣＵの30日というのもちょっと長いと思います。  

 今言われたのは平均ですよね。  

○金子会長 平均ですから、もっと長い人がいるということです。  

 それから、３次救急と３次以下の救急を合わせて救急とするという

考えはないのですか。窓口を一本化するということですね。  

○関病院事業管理者  そうですね。窓口を一本化したほうが受け入れ

はしやすいし、送るほうも送りやすいと思います。将来的なビジョン

としてはそういうことを考えておりますが、マンパワー的にちょっと

厳しいかと思います。  

○金子会長 わかりました。  

 将来ビジョンとして、受け入れを一本化できるよう検討したいとい

うことだと思います。  

 そのほか、救急患者の受け入れに関するご質問、あるいはご討議は

ございますか。  

（「なし」と発言する者あり）  

○金子会長  それでは、どんどん移っていきますが、次は手術件数で

す。  

 手術件数は、以前検討されたように、他の同規模の病院に比べて件

数がちょっと少ないのではないかというご指摘がありまして、月曜日

と水曜日の手術の状況をお示しいただいたわけです。手術室の看護師

さんと麻酔の体制も含めて示されて、今後、手術件数を増加させたい

という意向ですけども、これに関するご質疑、ご意見はございますか。 

 実際に手術室13部屋あって、全室が全て埋まっているということは

余りないのですか。  

○関病院事業管理者  番号は13まで振っていますが、手術室そのもの

は11室です。通常、全室が埋まっていることはあり得なくて、臨時の

手術の受け入れのために１部屋ないし２部屋は必ずあけているという

状況です。  
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○金子会長  具体的に手術をふやしたいということですが、現状の問

題として、予定手術が入らないということはあるのですか。  

○関病院事業管理者  調整会議の中で調整しながら、うまく仕分けを

しながらやっていますので、予定手術が入らないということはありま

せん。  

○金子会長 臨時手術が入らないということはどうですか。  

○関病院事業管理者  たまにあります。どうしてもその日にできない

ので、あしたに回してくれというような調整はします。  

○金子会長  調整会議で大きな問題になることはないのですか。けん

かと言うほどではないですが、科によっては、どうしても手術をしな

ければいけないとか、いろいろあると思います。それはうまくいって

いますか。  

○関病院事業管理者  年間に１回ぐらいは、けんけんがくがくになる

ことはあります。それ以外は、皆さん、調整を受け入れてやってくれ

ています。  

○金子会長  そんなにきつきつでやっているわけではないということ

ですね。  

○関病院事業管理者  現在の麻酔科のドクターの数とか看護師の数な

どを考えますと、今ぐらいがちょうどいいといいますか、みんな、暇

ではなくて、結構きつきつでやっているのではないかと捉えています。 

○金子会長  手術件数をふやすためには、やっぱりマンパワーをもっ

とふやさなければならないということになるわけですか。  

○関病院事業管理者 そう考えています。  

○金子会長  それが、これから手術件数をふやすためのベースライン

としての課題だということですね。  

○平本委員  次のところにある病床稼働率とかかわると思いますが、

いわゆる病床の平準化が進むと、手術室の使用のでこぼこも平準化し

ていくと思うのです。  

 絶対数をふやすという意味で今おっしゃったマンパワーの増加は避

けて通れないと思いますが、一方で、病床の稼働率の平準化に伴う手

術室の稼働率の平準化がまず先にあって、その上で最終的な絶対量を
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ふやす形でのマンパワーの増加ということが手順ではないかと思いま

す。  

 そういう点をご考慮いただいた上で改善いただくといいのではない

かと感じました。  

○金子会長  まず、患者さんの絶対数をふやした上で、その中で手術

患者さんの数もふやしていくということですね。  

 そのほか、手術件数に関するご質疑、ご討議はありますか。  

 確かに、これは簡単にさっとふえるものではないと思いますので、

手術件数だけを取り上げてもなかなか大変だと思います。  

 何か質問はありませんか。  

（「なし」と発言する者あり）  

○金子会長 それでは次に、病床稼働率です。  

 病床稼働率は、この一、二年で７割台だったものが８割になってき

ているということです。それは、病床を減らしたということも意味し

ているわけです。  

 いずれにしましても、病床稼働率に関しましては、ベッドコントロ

ールを一元化してきちんとされるということで、曜日ごとの稼働率の

高低をなくすよう努力されたいということですが、この件に関してご

意見、ご質問はありますか。  

○荒木委員  ベッドコントロールルームの一元化ということで、ベッ

ドコントロールを担当する人の権限がかなり大きくないと難しいので

はないかと考えています。  

 これから救急のほうともあわせてコントロールしていくとなったと

きに、手術室の調整会議ではないですが、病室の争いが起こってくる

と思うのです。いかがでしょうか。  

○関病院事業管理者 ありがとうございます。  

 ベッドコントロールに関しましては、確かに強い権力を持たせない

とうまく調整ができないと思いますし、非常に重大なポジションだと

思いますので、そういった権限を付与することも考えたいと思います。 

○金子会長 現時点ではどうコントロールされているのですか。  

○関病院事業管理者  現在は、１人、ベッドコントロールの担当者が
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看護部の中におりますが、その人を看護部全体でサポートするという

感じになっています。そして、いよいよ困った場合は、副院長ないし

私のところに来て、何とかしてくれという話になります。  

○金子会長  渓仁会病院は、どうやってベッドコントロールされてい

るのですか。  

○田中アドバイザー  私どもも、一元管理しようとか、いろいろな経

緯があったのですが、結論的には全部を看護部に任せています。  

 僕は、依頼があった場合、空いているベッドがあったら入れろと言

うのですが、彼ら、彼女らはどう考えるかというと、あしたのベッド

まではもう塞がっていますという考え方です。前は２日目までと言っ

ていましたが、僕はあしたまででないとだめだと言っていまして、そ

こは、今でも押し合いへし合いやっています。  

 結局、あした入る患者さんがいても、退院する患者さんも全部は見

えていないと思います。市立札幌病院もそうだと思います。医者が回

診すると、いきなり退院するなどと言い出すのです。ですから、空い

ているベッドを埋めても問題になることはないのではないかといまだ

に思っています。  

 手稲渓仁会の場合は、看護部とのやりとりだと思います。  

○関病院事業管理者 ありがとうございます。  

 田中アドバイザーがおっしゃられるとおり、私どものところも、入

院させるベッドがなくなったら困るということで、数日先のベッドま

で確保しようという動きもありましたが、そういうことをやっている

と、稼働は落ちますし、入院が必要な患者さんを入院させられないと

いうことになると、機能的にどうなのだという話になってしまいます。

ですから、今、空いているベッドは空いていると考えて、入れてくれ

というふうにお願いしています。  

○金子会長  どこの病院もそうですが、医者は余り関係しないほうが

いいというのが原則だと思います。看護師に全て任せるというのが一

番いいだろうと個人的に思っております。  

 一応、そういうことで、稼働率を上げるということです。  

 曜日間の落差を防ぐというのは、手術件数との兼ね合いなのでしょ
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うか。  

○関病院事業管理者  17ページのグラフのとおりで、土・日に帰りた

いという患者さんも結構いまして、そういうものはある程度認めてし

まうのです。特に、回診などをしながら、土曜日に帰ろうかなどとい

う話になると、ご家族が迎えにくる都合もあって、患者さんのほうか

ら訴えられることが多いのです。  

 ただ、こういう病院になってきますと、ＤＰＣの入院期間Ⅱの中で

退院ということになって、これでもかなり改善したほうですが、土曜

日まで待てないので、金曜日に帰ってくださいとか、月曜日までに退

院してくださいとか、パスを使いながらやると、ある程度はコントロ

ールできると思っています。  

 あとは、ここのグラフにあるように、入院する患者さんが少ないも

のですから、土・日にかけて入院させておくためには、金曜日の手術

をちょっとふやしたほうがいいかと考えております。  

○金子会長  やはり、土・日に入られるのは救急患者ですね。ですか

ら、救急患者からの入院をふやすということを考えないと、どうして

も土・日は埋まらないような気がします。  

 いずれにしましても、患者さんの希望で、土・日にいる必要がない

のに、月曜日の朝に帰ってくれというのも問題ですから、いろいろな

問題があると思います。  

 それでは、稼働率に関しては、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 次に、外来患者です。  

 ここで一番問題になったのは、長期処方の患者さんをどうするかと

いうことです。  

 これで見ると、例えば、90日以上の処方というのは100日超えの処方

ということですか。  

○向井副院長  これは、コンピューターの関係で 99日までしか処方で

きないので、91日以上、99日未満の方です。  

○金子会長  そういう方が、科によってかなりばらつきがあるという

ことです。どういうふうに説明されますか。  
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 これも、この前の検討会でいろいろ問題になったように、院内の複

数の科にかかっている患者さんの場合はどういうふうに説明するかと

いうのは、それぞれの先生のお考えがあると思いますので、難しい問

題も含んでいるかと思います。  

○向井副院長  今、院内で、長期処方の患者さんを中心として、逆紹

介を患者さんにご説明して、逆紹介の専用窓口みたいなものをつくっ

ております。医師が話していると時間ばかりかかってしまうものです

から、医師からそちらの窓口に渡すようなことを動機づけてもらって、

患者さんに粘り強く何回も話をしていこうかと考えております。  

 また、今、国のほうでもかかりつけ医をつくりましょうという話が

たくさん言われていますので、「市立札幌病院がかかりつけ医」とい

うわけには絶対にいきませんので、身近なところにかかりつけ医をつ

くってもらうように患者さんに説明して、高度急性期は当院で、ふだ

んのことはかかりつけ医にという運動をしていきたいと考えておりま

す。  

○金子会長  専用の逆紹介の窓口をおつくりになられているというこ

とですね。わかりました。  

 これに対して、何かご意見、ご質問はありますか。  

（「なし」と発言する者あり）  

○金子会長 それでは次に、外来化学療法についてです。  

 この稼働率はホルモン療法を除くと1.2回転であり、それをふやすと

いうことです。これに関するご質問、ご討議はありますか。  

 現在、外来でできる化学療法を入院でしているケースはかなりある

のですか。それとも、入院でなければできない患者さんは入院させて、

外来は外来でというすみ分けがきちんとできているのでしょうか。  

○向井副院長  全て把握しているわけではないですが、例えば、リウ

マチの関係で言うと、外来でできるものを入院でやると、ＤＰＣ上、

非常に大きな得点があるものですから、あえて入院でやっているもの

もございます。  

 あとは、血液内科などについては、初回の化学療法はどうしても入

院でやらざるを得ないですし、その後、副作用や合併症なども多いも
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のですから、体力がある人については外来でやっていきますが、入院

でやらざるを得ないということも多々あります。  

○金子会長  そうすると、結局、先ほど平本委員がおっしゃったよう

に、患者さんの絶対数をふやさないと、外来化学療法も増加しないと

いうことになるわけですか。  

 今の中でやりくりして外来患者の化学療法をふやすということは、

それほど大きな期待が持てないということで、化学療法の絶対数がふ

えないとしようがないということでしょうか。  

○関病院事業管理者  おっしゃるとおり、絶対数をふやさない限り、

患者さんの化学療法室の件数はふえないだろうと思っております。  

○金子会長  いずれにしても、患者さんの総数をふやさないと、しよ

うがないということになるわけですね。  

 次に、７番目の項目の検査機器に移りたいと思います。  

 一応、ＣＴ、ＭＲＩはベンチマークと大体同等だけれども、ＰＥＴ

－ＣＴに関して当院は非常に少ないということですね。  

 ただ、これも先ほど向井副院長からお話があったように、ＣＴやＭ

ＲＩに関しては、入院ですると包括になりますし、外来ですると外来

でお金を取れるわけです。入院ベッド、外来でのＣＴ、ＭＲＩの総数

としては他の病院と同じであるけれども、入院と外来の比率はどのぐ

らいなのでしょうか。  

 例えば、入院でやってしまうと、全部からお金を取れないわけです。

包括の中に入るからです。  

 だから、例えば手術予定の患者さんは全て外来で同月ラインでやら

せてもらってということができれば、件数が同数でも病院の収益とし

てはいいですし、患者さんに対する負担も、同月であればまとめて高

額医療になりますから、負担にならないと思うのです。  

 工夫は必要という感じがしますが、それはどうなっていますか。  

○宇都宮経営管理部長 お答えします。  

 ＰＥＴ－ＣＴについては、ほぼ100％が外来での件数でございます。 

○金子会長 ＣＴ、ＭＲＩはどうでしょうか。  

○向井副院長  ＣＴ、ＭＲＩについても、予定のものはほとんど外来
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で行っているのですけれども、救急で入院してしまって、当日にＣＴ

を撮ってから入院という例もあるものですから、全てを外来でやるわ

けにはいかないということもあると思います。  

○金子会長  そういう事情だと思いますが、ＰＥＴ－ＣＴの患者さん

をふやすために、いろいろと広報をしていただければと思います。  

 今、札幌にＰＥＴ－ＣＴは何台ぐらいあるのでしょうか。  

 ふやせる余地といいますか、ＰＥＴ－ＣＴに必要な患者数と札幌市

内のＰＥＴ－ＣＴの数と関係はどうなのでしょうか。  

○今委員  ＰＥＴ－ＣＴの保険適用という話になると思いますが、こ

れはＰＥＴ－ＣＴと同じで考えていいのでしょうか。  

 そうすると、レントゲン検査、ＭＲＩ、画像診断や血液、超音波な

どその他の検査などで、転移、再発の診断が確定できない患者さんに

適用ということになってくると思います。  

 これは、ほかの検査のＣＴとかＭＲＩ、内視鏡で診断できない患者

さんがこれだけふえるぞという需要推計をされているのでしょうか。  

 といいますのは、社会保険の支払基金の審査員をやっていますと、

ＰＥＴ－ＣＴの保険適応が非常に厳しくなってきていると実感してい

ます。この需要推計がどのようになされていて、これだけふやすぞと

いうのは、ほかの検査でわからなかった患者さんたちがこれだけいる

ぞともとれなくはないのですが、どのような形で推計されたのか、教

えていただけますか。  

○宇都宮経営管理部長 お答えします。  

 この推計の仕方ですが、現在、院内の他の診療科に外来で検査ので

きる項目、状態等を説明して、今年度に入ってから伸びた分として、

平成29年実績と直近の状況ということで 785件が872件にふえたとなっ

ています。  

 この伸び率が11％ほどあるのですけれども、このような取り組みを

続けていって毎年10％伸ばしていくのはなかなかきついだろうという

ことで、毎年、その半分程度の６％ずつ伸ばして頑張っていこうとい

う推計値でございます。  

○金子会長 よろしいですか。  
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○今委員 このようにいくと、いいなと思います。  

○金子会長 ほかになければ、次に委託料に移らせていただきます。  

 これも、普通のベンチマークの病院と比べて当院の委託料が若干高

目であるということで、この経費をもう少し抑える努力をするという

ことです。例えば、医療事務や設備管理などの仕方の見直しを行うと

いうことでよろしいですか。  

 そういうことでやってもらいたいと思います。  

 それから、マネジメントの評価指標はこのようにされているという

ことです。  

 それでは、市立札幌病院の役割と経営健全に関する検討会で出され

た現状、問題点、改善策に関して、総括してご意見などはありますか。 

○荒木委員  マネジメントのところで、院内のいろいろなことが書い

てあるのですけれども、これを見ると、非常にトップダウンの方法の

ように感じました。もっとやっているのかもしれませんが、各部署で

どう取り組んでいるのかということや、この場でやっているような経

営の健全化に向けてということをいろいろな部署で話し合って、それ

が管理職の方たちがディスカッションするような場に出てきているの

か、そのあたりが見えてこない感じがします。  

 前回、田中アドバイザーも同じようなことをおっしゃっていたよう

な気がするのですが、それがちょっと見えないと感じました。  

○関病院事業管理者 ありがとうございます。  

 ここに挙げておりませんでしたけれども、多職種が集まった医療の

質向上プロジェクトというものがあります。医師、看護師はもちろん

入るのですけども、薬剤師、リハビリ、栄養士といったいろいろな人

が入って、医療の質を上げる取り組みを行っていくというプロジェク

トがあるのです。  

 そこには、その現場でやっている者たちがいろいろとディスカッシ

ョンしながら、取り組みをそこで報告しながら、この数カ月の間にこ

れだけの診療報酬が算定できましたというお話をしていただいて、去

年に比べてこれだけ上がっているねという評価を行っているところで

す。  
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○金子会長 ありがとうございました。  

 田中アドバイザー、全体を通して何かありますか。  

○田中アドバイザー  今のことですが、結果を見ているのです。結果

ではなくて、目標を立てて、そこにどうやって到達するのかという議

論を現場あるいは上層部でやっていかなければいけないと思います。

結果を見て、こうだったねというのもいいのですが、それならそれで、

どうしようかという話が出てこないと、マネジメントと言わないので

はないかと思っています。  

 ですから、先ほど荒木委員がおっしゃったように、トップダウンも

そうですが、ボトムアップも当然必要です。  

 また、各部署の各職種が集まって議論すると、自分のところでは何

をやればいいのかが見えてこないのではないかという気がするのです。

それもまた各部署でやらなければならない議論かと思うのです。これ

は、やり方がいろいろあるので、どれが正しいのか、僕自身もわかり

ませんけれども、一応、そんな考えを僕自身は持っております。  

○関病院事業管理者 田中アドバイザー、ありがとうございます。  

 目標設定といいますか、取り組みを始めたときの目標設定としては、

ほかの病院と比べてみて、どのくらいのところまで算定できるのかと

いうことと、実際の自分たちのところに来ている患者さんの件数など

を調べまして、算定でこれぐらいだったらこの件数くらいは行けるね

というのをある程度の目標にして取り組みを始めました。  

 それは、口腔ケアにしてもそうですし、嚥下にしてもそうですが、

そういうところである程度やった段階でまた振り返ってみて、もう少

しフローを変えればもっと算定できるというものを現場から上げても

らってやっていくスタイルで行っていました。  

 ですから、私どもとしては、一応、それもボトムアップになってい

るのではないかという気持ちではいます。  

○金子会長 そのほかにございますか。  

○笹本アドバイザー  今までは言わなかったのですが、診療報酬の算

定についてです。以前、外来患者の構成割合を見たときに、診療報酬

の算定が低い方が数多くいらっしゃるのではないかという話があった
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のですが、かなりの算定漏れがあるのではないかという気がします。  

 多くの先生は、診療に熱心であって、何が算定できて、何が算定で

きないということはかなり難しいので、なかなか理解されていない方

がいるのではないかと思います。特に、ここは若い先生も多くいらっ

しゃいますから、一つは、その人たちに多く知ってもらうということ

と、もう一つは、これは算定漏れか、算定できていないのか、あるい

は過剰かというのは、事務的にはすごく難しい作業なので、専門の方

を育てていかなければいけないと思います。これは大変なことですが、

決してできないことではないと思いますので、収益を上げるという意

味だけではなくて、先生方の実績に見合った報酬が得られるように、

そこら辺も考えていただきたいと思います。  

 それは、この文章に載せなくてもいいと思いますので、要望という

ことでお願いいたします。  

○金子会長 そのほかにございますか。  

○今委員  外来患者数と検査機器に絡むことですけれども、認知症患

者さんの診断及び治療方針の決定、逆紹介という件でございます。  

 北海道には18の国が認めた認知症疾患医療センターがございまして、

身体合併症を含む認知症患者さんを開業医の先生たち等から受けてい

るのですが、認知症の診断というのはいろいろなツールがありますが、

そこだけでは判断できない脳疾患が絡む脳血管性の認知症というもの

もございますので、必ず、ＭＲＩ、ＣＴ等の診断機器を持っていると

ころで最終的に診断していただき、治療方針を決定していただきたい

という医師会としての希望がございます。  

 今申し上げたとおり、医療センターという名前をつけなくても、例

えば、地域医療支援病院として、地域からの開業医の先生からの認知

症の診断の依頼を今後受けていただける可能性があるかどうかという

ことをこの場でお伺いしたいのです。  

○金子会長  認知症について、多くの機器を使って正しい診断をして

いただきたいということですね。  

○向井副院長  現在も、地域医療室を通して、市内の医療機関から脳

のＳＰＥＣＴなどの依頼は受けておりまして、なぜか、それが査定さ
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れてしまって、うちの病院が損害をこうむっているということがない

わけではないのですが、認知症の患者さんの検査などについては、そ

ういう画像的なものについては、地域医療室を通じて検査をお引き受

けしているところでございます。  

 また、診断につきましても、神経内科、また、精神科は、今、マン

パワーの問題が若干あるのですが、受けられないことはないです。正

式な手続を踏んでいただければ、地域医療室を通してもらえれば可能

であるというふうに思います。  

○今委員  ご存じでしょうけれども、 2025年に65歳以上の５人に１人

は認知症になるという推計が出ておりまして、診断と治療に関しては

これから数が激増すると思いますので、その辺もぜひご検討いただけ

たらと思います。  

○金子会長 よろしくお願いします。  

 時間が迫ってきましたので、次に移りたいと思います。  

 資料３として、今回の専門家検討会に関する報告書の原案がござい

ます。これは、今までの総まとめということですけれども、先ほどご

説明がありましたように、追加項目が何点かございます。  

 これに関して、ご質疑、ご討論はございますか。  

 例えば３ページですが、今回の胆振東部地震があって、災害救急拠

点病院としての考え方というのは、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  次のページの市立札幌病院の使命、役割ということで、

２番目の丸の公的病院は救急医療、災害医療云々というものも追加さ

れました。これもよろしいですか。  

（「異議なし」と発言する者あり）  

○金子会長  その次の役割①ですが、市立札幌病院は、地域の医療機

関からの紹介患者や緊急車等で搬送される救急患者を受け入れるなど、

地域の医療機関を支えているということも追加されていますが、よろ

しいですか。  

○笹本アドバイザー  前回、これを入れてほしいというふうに要望し

て、今回入れていただいて、本当によかったと思いますし、まさか、
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こんな地震が起きるとは思っていませんでした。ありがとうございま

した。  

○金子会長  次の追加項目は、11ページの入院の今後の取り組みです

が、今、検討会で検討された事項がそれぞれ書かれています。 11ペー

ジ、15ページ、ベッドコントロールの問題その他が追加されています

が、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  もう一度、きちんと読んでいただきたいのですが、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報告としては、

大筋はこれでお認めいただけますか。  

（「異議なし」と発言する者あり）  

○金子会長  それでは、この報告書は大筋でお認めいただきましたの

で、私と事務局との調整で、これに最終報告を追加させていただきた

いと思っておりますが、よろしいですか。  

（「異議なし」と発言する者あり）  

○金子会長  とりあえず、５回で検討会は終了するわけですが、私の

個人的な総括をさせていただこうと思います。  

 今回の５回にわたる専門家検討会におきまして、委員の皆様、アド

バイザーの先生方、市立札幌病院の職員の方々は、本当に真摯に積極

的にご協力いただき、本当にありがとうございました。  

 おかげさまで、こういう報告書をまとめることができましたことに、

本当に感謝申し上げます。  

 今回の専門家検討会は、ここ数年来の収支不足にある市立札幌病院

の経営を立て直す方策を示すということを最終目的として設立された

ものでございます。  

 検討に先立ちまして、今までご検討いただきましたように、市立札

幌病院の役割、位置づけを再整理することから始めまして、市立病院

の担うべき役割を十分に果たすことこそが今後の経営改善の最も近道

であるということに帰結していると思っております。  

 市立札幌病院の担うべき役割というのは非常に抽象的ですけれども、

札幌市民の目線に立って、札幌市民の幸せを健康の面から保障するも
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のであり、そのために、あらゆる努力を市立札幌病院は惜しまないと

いうことであります。  

 市立札幌病院の全職員は、この報告書にありますように、地域医療

支援病院として、あるいは、高度急性期医療を担う市民病院として、

断らない医療を実践し、札幌市民の最後のとりでとして、幸せを守る

という役割を果たすために高い使命感をもって、今後とも活躍してい

ただきたいと思っております。  

 今回の検討は、４月から10月に及ぶ長期にわたっての検討でありま

したけれども、この期間中に、去る９月６日に北海道胆振東部地震が

発生しまして、市立札幌病院が災害拠点病院として発災直後から救急

患者を受け入れ、災害派遣医療チームＤＭＡＴを派遣し、市民と医療

機関に安心を与えることができましたことは、その重要性を再認識し、

今回の数回にわたる検討の方向性に大きな間違いはなかったと思える

ことでありました。  

 この検討会の中で議論された経営課題に関する取り組み事項を確実

に実行し、市立札幌病院の全職員がそれぞれの生きがいを感じる医療

を実践しながら、市民が誇れる市立札幌病院を構築するために、職員

それぞれの自己変革を含めた大いなる改革が進められることを期待し

まして、本検討会の総括とさせていただきたいと思います。  

 最後に、私の個人的な希望でありますけれども、この間、この検討

会は、６年後の改善を目標にいろいろと検討されていますが、事務局

の方には、この検討に関して非常に大きな役割を果たしていただきま

した。ところが、残念なことに、いろいろとお伺いしますと、先生方

や医療専門職の方はここに何年もおられるのですけれども、事務職の

方は札幌市役所に属するということで、数年間で異動されるとお伺い

しました。  

 ６年間の長きにわたる報告をつくりながら、どうしても事務の専門

の方が医療事務職として４年、５年、 10年と残って、その専門性を発

揮していただければ、もっともっとすばらしい改革ができるのだろう

と思っております。  

 いずれにしましても、今回、こういう報告書ができたことは、皆さ
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んの絶大なるご努力とご協力の賜物と思っております。  

 本当にどうもありがとうございました。  

 最後になりましたけれども、委員、アドバイザー、事業管理者から、

一言ずつ、今回の検討会の総括をいただければと思っております。  

 荒木委員からお願いします。  

○荒木委員  十分な力もない中で思ったことを発言させていただいた

状況で、ご迷惑を多々おかけしたかと思うのですが、いろいろと議論

する中で、札幌市の中にある市立病院のあり方が明らかになって、そ

れを市民の皆さんにお示しできるものにできたと思い、よかったと思

っております。また、いろいろな先生方のいろいろなお話を聞く中で、

私の自分の経験の中から、改めて医療のありようを考えさせていただ

く会でした。  

 ありがとうございました。  

○今委員  金子会長、大変お疲れさまでございました。大変すばらし

いものができたと思います。  

 これを踏まえまして、 30日の市営企業調査審議会病院部会で、この

件に関しまして市民委員を交えて共有させていただいて、納得してい

ただこうと考えております。  

 会長、本当にお疲れさまでございました。  

○平本委員 二つあります。  

 一つは、荒木委員もおっしゃいましたが、市立札幌病院の使命と役

割をこの検討会を通じて改めて認識し、共有することで、これから進

む道が一層明確になったと思います。その点に大きな意義があったの

ではないかと思います。  

 もう一つは、きょうも資料２で平成36年度の目標数値が多々出され

ておりまして、目標があることは大いに結構ですけれども、数字だけ

がひとり歩きしないようにしなければいけないと思います。  

 この検討会で一度申し上げたと思いますが、数字の背後にある考え

方や精神をきちんと共有した上で、会長がおっしゃったように、事務

職の方が定期的にかわっていくということもありますので、数字だけ

がひとり歩きをしないということを切に望んで、この任を務めさせて
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いただきましたことにお礼を申し上げます。  

 どうもありがとうございました。  

○笹本アドバイザー  先日、2017年度の公営企業の病院事業決算規模

の速報値が出まして、全国はプラスになっていましたけれども、道内

はかなり厳しいのが現実です。これが我々の現実だと思いますので、

今後、皆さんとともに、身を引き締めて、再建に向かって進みたいと

思います。  

 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。  

○田中アドバイザー  きょうで５回目ですけれども、結構好きなこと

を言わせていただきました。今でも思うのですが、６カ年の計画とい

うのは長いのではないかと思います。特に、数字を出しての６カ年計

画というのは長いのではないでしょうか。  

 ＰＤＣＡサイクルとよく言われますが、それを回しながら変更して

いくということを考えていかないとだめだと思います。これはこれで

いいのですが、最低でも１年ごとの計画を立て、先ほど言いましたト

ップダウンとボトムアップの両方の機能が働くようなマネジメントを

していただければと思います。  

 今後とも、少しでもお役に立つ意見を言えたらと思っていますので、

よろしくお願いいたします。  

○井上参事  貴重な検討会に参加させていただいて、どうもありがと

うございました。  

 私は、市立札幌病院がさらに成長するために、二つのことが必要か

と思っています。  

 まず一つは、横ぐしを刺す機能をさらに強化するということです。

どうしても、この病院は縦割りという印象がありますので、それを変

えていかない限り、こういうすばらしい検討会の報告書をつくっても

変わらないのではないかと思うのです。  

 もう一つは、さらなるトップダウンの強化だと思います。横ぐしと

いうのは、先ほど、救急の件で、会長から、３次とそれ以外の統合は

ないのかという話があったと思いますが、まさにそういうことだと思

いまして、そこも縦割りになっていると思います。ですから、救急科
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とそれ以外の科の融合といいますか、さらなる情報共有などがないと、

ＣＣＵとかＩＣＵの在院日数は改善されないと思いますし、全国的に

見てもあの在院日数は異常値だと思いますので、そういうことも含め

て取り組んでいくということです。  

 また、トップダウンというのは、荒木委員からもありましたけれど

も、ベッドコントロールだと思うのです。短期的にこの報告書の数値

を達成するためにもベッドコントロールは不可欠だと思いますので、

皆様からも出ましたように、看護部を中心に、しかるべきポジション

の方に権限を与えて、バランスのいい方をそこに当てていただくとい

うことです。それがない限り、新入院患者の増加にはつながらないと

思います。  

 先ほど、曜日別の稼働率があったと思いますけれども、水曜日でも

100％まで行かないわけですから、まだまだ入れても入るところはある

と思うのです。断る理由を探すレベルにはまだなっていないと思いま

すので、さらなる成長が期待できると思います。実際にこの取り組み

をどれくらい一生懸命やれるかが重要だと思います。  

 ありがとうございました。  

○菱谷経営管理室長 皆さん、本当にありがとうございました。  

 この４月から議論を始めさせていただきまして、金子会長を初め、

委員の皆様、またアドバイザーの皆様に本当に貴重なご提言、アドバ

イスをいただいたと思っております。  

 この検討会の報告書をもとに、今年度、これから作成します中期経

営計画に適切に盛り込んでまいりたいと思っております。  

 ただ、計画をつくることが我々の最終目標ではなくて、その計画に

きちんと位置づけて、マネジメントをしながら、目標を達成するため

にきちんと実践するということが我々に課された使命なのだろうと思

っております。  

 長きにわたりまして、本当にありがとうございました。  

○向井副院長  長い間、いろいろとご議論いただきまして、大変あり

がとうございました。  

 我々が目指している地域医療支援病院としての役割というところを
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強く後押ししてもらえたのではないかと思っておりますので、今後も

その部分を強くやっていきたいと思いますが、来年の秋には消費税が

また10％に上がるということが待っております。我々の病院としては、

そこも乗り切らなければいけないという大きな波がありますので、ま

た皆様方のお知恵を拝借することもあると思いますが、今後ともよろ

しくお願いいたします。  

○金子会長  それでは、関病院事業管理者に、最後のご挨拶も含めて

よろしくお願いします。  

○関病院事業管理者 皆さん、本当にありがとうございました。  

 第１回目が始まってから約半年間にわたりまして、いろいろと検討

をしていただきまして、本当にいろいろなご意見を頂戴しました。  

 金子会長を初め、委員、アドバイザーの皆様に、改めて厚く御礼申

し上げます。ありがとうございました。  

 皆様方からは、今回もそうですけれども、深い知識と経験に裏打ち

された貴重なご意見を頂戴しました。先ほど、菱谷室長が言いました

けれども、報告書をまとめるだけではなくて、そういったものをきっ

ちりと行っていくことが私ども市立札幌病院に託された使命だと思い

ます。  

 皆様方からいただきましたご意見の内容を市営企業調査審議会病院

部会に報告させていただきまして、そこでまたご意見を頂戴すると思

いますので、その意見も反映しながら、そういったことをもとにして、

私ども職員が一丸となって経営改善の努力をしたいと思っております。 

 本当にご多忙の中、私どものために真剣にご議論をいただきまして、

ありがとうございました。  

 重ねて厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。  

○金子会長 皆さん、どうもありがとうございました。  

 

  ３．閉  会 

○金子会長 第５回専門家検討会の議論を終了し、これをもちまして、

市立札幌病院の役割と経営健全化に関する専門家検討会を終了いたし

ます。  
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 本当にどうもありがとうございました。  

                         以  上   


