
 

 

 

札幌市営企業調査審議会（平成30年度第２回病院部会） 

 

 

 

 

日 時  平成30年10月30日（火）午後６時30分～８時７分 

 

場 所  市立札幌病院 ２階 講堂 

 

出席者  委 員 10名 

     荒木委員、市川委員、金子委員、河原委員、 

     今委員（部会長）、菅原委員、早坂委員、平本委員 

     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、原田理事、

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、ただいまから、札幌市

営企業調査審議会平成30年度第２回病院部会を開催いたします。  

 本日は、各委員の皆様には、大変お忙しいところをお集まりいただ

きまして、まことにありがとうございます。  

 私は、病院部会の事務局を担当しております経営企画課長の武井で

ございます。  

 病院部会の部会長が選出されるまで、私が本日の進行を務めさせて

いただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

 なお、舛田委員からは、所用のため、本日は欠席する旨の連絡をい

ただいております。  

 委員の皆様には、本日の会議資料を事前にお送りしたところではご

ざいますが、一部修正がございました。改めて、机の上に資料一式と

座席表をお配りしておりますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、初めに、病院事業管理者の関からご挨拶を申し上げます。 

○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、お忙しい中をご出席いただきまして、

まことにありがとうございます。  

 今期の病院部会は、前期から引き続き所属された方が９名、新たに

所属された方が２名、合わせて 11名の委員で構成されることになりま

した。  

 さて、当院は、ほかの医療機関の要請に応えながら、救急医療、周

産期医療、精神医療等の政策医療を提供するとともに、 33の診療科を

要する基幹病院といたしまして、重症の患者に対する急性期の医療を

中心に、ほかの医療機関では対応の難しい合併症を持った患者の治療

に積極的に取り組んでおります。  

 また、地域医療支援病院として、ほかの医療機関との連携のもと、

地域完結型の医療の構築に努めてきましたし、さらに、先日の北海道

胆振東部地震におきましては、災害拠点病院として対応したところで

ございます。  

 本日の部会におきましては、平成 29年度決算の概要及び市立病院の
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役割と経営健全化に関する専門家検討会最終報告についてを議題にさ

せていただいております。  

 委員の皆様におかれましては、それぞれの立場から忌憚のないご意

見をいただければと思います。  

 簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。  

 きょうは、どうぞよろしくお願いいたします。  

○武井経営企画課長  本日は、10月17日に開催されました札幌市営企

業調査審議会の総会以降、初めて開催される病院部会でございます。  

 議題の前に、改めて委員の皆様をご紹介させていただきます。  

 お手元の資料１の委員名簿の順にお名前をご紹介申し上げます。  

 初めに、荒木委員でございます。  

 続きまして、市川委員でございます。  

 続きまして、金子委員でございます。  

 続きまして、河原委員でございます。  

 続きまして、今委員でございます。  

 続きまして、菅原委員でございます。  

 続きまして、早坂委員でございます。  

 続きまして、平本委員でございます。  

 続きまして、水澤委員でございます。  

 続きまして、渡辺委員でございます。  

 続きまして、病院局の出席者をご紹介申し上げます。  

 経営管理室長の菱谷でございます。  

 続きまして、副院長の向井でございます。  

 続きまして、副院長の甲谷でございます。  

 続きまして、副院長の勝見でございます。  

 続きまして、理事の今泉でございます。  

 続きまして、理事の三澤でございます。  

 続きまして、理事の西川でございます。  

 続きまして、理事の原田でございます。  

 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、放射線部長の貴志でございます。  
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 続きまして、検査部長の高橋でございます。  

 続きまして、薬剤部長の後藤でございます。  

 続きまして、看護部長の千葉でございます。  

 続きまして、総務課長の高田でございます。  

 続きまして、医事課長の菊地でございます。  

 以上でございます。  

 それでは、議題（１）の部会長及び部会長代理の選出に移らせてい

ただきます。  

 市営企業調査審議会条例の第６条第３項におきまして、部会に部会

長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定めるとなってお

ります。  

 また、慣例により、部会長代理も置いているところでございます。  

 それでは、部会長、部会長代理の選出につきまして、どなたか意見

はございませんでしょうか。  

 なければ、事務局案を提示したいと思いますが、皆様、いかがでし

ょうか。  

（「異議なし」と発言する者あり）  

○武井経営企画課長 ありがとうございます。  

 それでは、事務局の案を示させていただきたいと思います。  

 部会長には、前期もお引き受けいただいておりました札幌市医師会

副会長の今委員に、また、部会長代理につきましても、同じく前期に

お引き受けいただいておりました北海道医療新聞社常務取締役の早坂

委員にお願いしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。  

（「異議なし」と発言する者あり）  

○武井経営企画課長  それでは、ご異議がないということでございま

すので、今委員に部会長を、早坂委員に部会長代理をお願いしたいと

存じます。  

 それでは、今部会長には、お手数ではありますが、部会長席にお移

りいただきまして、一言、ご挨拶をいただくとともに、今後の議事運

営につきまして、よろしくお願いいたしたいと思います。  
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２ 議 事 

○今部会長 ただいまご指名いただきました今でございます。  

 市立病院の経営の健全化、それから、役割の明確化ということで、

この会議はさらにブラッシュアップしてやっていかなければいけませ

ん。  

 先ほど、６時半に１台、それから６時 35分に１台、皆様もけたたま

しいサイレンの音が聞こえたと思いますけれども、市立札幌病院は、

この時間でも救急を受け入れて、一生懸命働いてらっしゃる市民のた

めの病院であるということを改めて認識した次第です。  

 皆様から、市立病院をどうしたらよくしていけるかという観点から

のご意見を賜りたいと思いますので、ご協力をどうぞよろしくお願い

いたします。  

 では、早速、議事に入らせていただきたいのですが、従前どおり時

間が限られておりまして、大体８時前後までの残り１時間20分くらい

ですので、（２）と（３）を一括してご説明いただいて、その後、討

論、議論、ご質問を受けていきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり）  

○今部会長 ありがとうございます。  

 では、そのように進めさせていただきます。  

 それでは、議題（２）及び（３）につきまして、説明をお願いいた

します。  

○宇都宮経営管理部長 経営管理部長の宇都宮です。  

 私から資料２と３の説明をさせていただきます。  

 まず、資料２の平成29年度病院事業会計決算の概要でございます。  

 資料をめくっていただいて、１ページでございますけれども、平成

29年度決算（１）収益的収支でございます。  

 収益的収支というのは、経営に伴って生じた全ての収益と費用を整

理するもので、１年間の経営成績をあらわすものでございます。  

 まず、収入のところですが、黒くて見えにくいですけれども、診療

収益が190億6,000万円、それから、一般会計の繰入金は、救急などの

部分を繰り入れていますが、それとして 19億1,000万円、それから、そ
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の他の収益として、特別室や文書料で17億4,000万円、合わせて227億

1,000万円の収入がございました。  

 それに対して費用ですが、給与費として 114億7,000万円、材料費の

薬品や医療材料として60億2,000万円、経費の内訳としては、委託料や

修繕費に35億5,000万円、減価償却費その他の費用として総費用で231

億9,000万円となりまして、右上のところに吹き出しがございますが、

純損失が５億1,000万円ということで、５億円ほどの赤字となります。 

 下のほうで前年度との比較をしておりますけれども、総収益としま

しては、前年度に比べて４億7,000万円がふえてございます。主なもの

として、診療収益で４億3,000万円です。  

 費用としては、対前年で１億5,000万円が減ってございまして、主な

ものとして、経費で１億8,000万円の減となってございます。  

 また、下のほうに特別利益とございますが、それを合わせると、一

番下の囲みでございますけれども、前年度と比較して、６億 2,000万円

が改善いたしましたが、結果としては、純損益、赤字部分が５億 1,000

万円となっている状況でございます。  

 次に、右の２ページでございますが、資本的収支でございます。  

 こちらは、建物や医療機械などの整備費用とその財源の借入金の返

済などを整理する部分でございます。  

 建設改良費の内訳は真ん中ほどに記載してございますが、病院整備

として、老朽化施設の改修などで３億円ほど、それから、耐用年数を

超えた医療機器等の更新で４億円ほど、合わせて建設改良費として７

億円がございました。  

 棒グラフの左に建設改良費の７億円がございますが、その財源とし

て、ほぼ100％充当できる分として６億3,000万円の企業債を発行して

おります。  

 右に長く書いてある企業債元金償還金の 23億4,000万円は、過去に借

り入れた企業債の返済部分ですが、大きいのは、平成７年に北１条か

らこの桑園地区に本院を移転した部分の借り入れ分の返済が主なもの

で、その一部が一般会計から補助をしていただいている分です。一般

会計負担金として16億1,000万円です。  
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 収支不足額が右上の吹き出しのところで、７億 8,000万円となってご

ざいます。  

 めくっていただいて３ページでございますけれども、今ご説明した

収益的収支と資本的収支、当該年度で現金の支出、それから、収入の

ない経費がございますが、損益勘定留保資金と言います。それが右に

矢印で入ってきています。それから、その下に過年度分の内部留保資

金という前年度までの資金残がございまして、そこまでの合計が三角

の19億5,000万円ぐらいになるのですが、それに長期借入金という一般

会計から借り入れている 27億円を足しまして、年度末の資金残として

は７億5,000万円ほどとなってございます。  

 ４ページでございますけれども、患者数と病床利用数でございます。 

 平成29年度の一番左側に病床数を２列で記載してございますが、平

成29年４月から12月までは747床、ことしに入って１月から３月までが

703床ということで、44床が減ってございます。これは、８階東の１病

棟分を休止して減っている部分です。  

 ただ、入院患者数でございますけれども、①にございますように、

19万7,176人で、右の網かけの②のところに 2.8％増とございます。病

床を減らしておりますが、昨年に比べて入院患者数が2.8％ふえており

ます。  

 下に行きまして、外来でございますが、外来患者数につきましても、

対前年で0.5％増の38万9,888人となっております。  

 過去からの推移などの詳しくは、専門家検討会の資料で後ほどご説

明したいと思います。  

 その裏の５ページの決算総括表は、先ほどグラフで説明したものを

数字でまとめた表ですので、後ほどごらんください。  

 以上が決算の説明でございます。  

 続きまして、資料３の市立札幌病院の役割と経営健全化に関する専

門家検討会の報告書の説明をさせていただきたいと思います。  

 この報告書は、７月 30日のこの部会で中間的に報告させていただい

たものですが、時間が経過していることと、新たに委員になられた方

もいらっしゃいますので、全体を通して簡単に説明したいと思います。 
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 ７月30日の中間報告から加えられているのは改善の方向性の部分で

ございます。  

 １ページをごらんください。  

 市立札幌病院を取り巻く環境ですが、最初の丸の２行目に、 75歳以

上の後期高齢者の人口が増加していっているとあります。二つ目の丸

の２行目で、今後、それに伴い、高齢者に多い疾患の需要が高まるも

のと予想していると書いています。  

 ２ページ目の中段の丸ですが、さらに、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、３次救急

以外の救急医療の需要が高まることが予想されているとしています。  

 めくっていただいて、３ページでございます。  

 こちらに、これまでの市立札幌病院の取り組みをまとめております。 

 １行目の後段ですが、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、これまでその役割を担ってきております。特に、災害

医療につきましては、９月６日の北海道胆振東部地震の発生で、その

重要性が改めて認識されたのではないかと考え、ここに重要な役割を

担っていると記載してございます。  

 ５疾病、４事業の部分は下に記載してございますが、５疾病として、

がんについては、地域がん診療連携拠点病院として、精神疾患につき

ましては、精神科救急・身体合併症を担う医療機関として、道内で唯

一の病院となります。救急医療につきましては、市内に五つある３次

救急の医療機関であり、災害医療につきましても、地域災害拠点病院

と位置づけられておりまして、北海道のＤＭＡＴの指定医療機関でも

ございます。周産期医療につきましては、母子医療センターとして、

道央圏で唯一の病院となっております。在宅医療につきましては、後

方支援体制に参加をしているという形でございます。  

 次の丸のところですが、平成 29年５月からは、２次救急輪番制度の

バックアップとして、３次救急以外の受け入れの拡大も行ったところ

でございます。  

 ４ページは、使命と役割についてでございます。  

 使命といたしましては、市民のため、最後のとりでとして、地域の
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医療機関を支えるということです。  

 丸の三つ目ですが、市立病院は、地域医療支援病院として、また、

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、それによって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のもと、三つの役割を整理してございます。  

 役割の一つ目は、地域医療支援病院として地域の医療機関を支える

ということです。一つ目の丸ですが、市立病院は、紹介患者や救急患

者を受け入れて、地域の医療機関を支える。二つ目で、在宅医療につ

きましても後方支援病院として対応している。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だとして

おります。  

 役割の二つ目は、高度急性期病院として地域の医療機関を支えると

いうことです。政策的な医療のほか、集学的な治療をこれまでも提供

してきています。引き続き、高度急性期病院としての役割を果たし、

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

としております。  

 最後の三つ目の役割は、北海道・札幌市の将来の医療を担う人材を

育成するということです。これまでも研修医の育成や看護師などの医

療従事者の育成にも取り組んできております。専門医の育成や隣接す

る市立大学看護学部との連携、訪問看護ステーションへの人材派遣な

ど、幅広い分野で人材の育成をしていくことを市立病院の役割として

おります。  

 次に、６ページから、市立病院の経営状況をまとめてございます。  

 今ご説明した役割を担い、医療を安定的に提供するためには、健全

な経営基盤を確保することが必要不可欠です。しかし、現状では、平

成26年度以降、10億円を超える収支不足の状態となっております。  

 その下からは外来患者数についてですが、平成 26年に一部の診療科

において原則紹介制を導入し、初診患者数は減少で推移しています。  

 次のページですが、述べ患者数につきましても減少してきています。 

 しかしながら、７ページの下のグラフを見ていただきたいのですが、

外来単価が上昇しておりまして、外来収益自体は増加に転じていると
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ころでございます。  

 ８ページから、入院患者について記載してございます。  

 入院患者数につきましては、新入院患者数は増加してきております

が、平均在院日数が短くなってきているのが図 10で見てとれるかと思

います。延べ入院患者数としては減少してきているところでございま

す。  

 ９ページですが、入院期間の適正化の取り組みによって単価は上昇

してきておりますけれども、延べ入院患者数が伸び悩んでいることで、

入院収益自体はほぼ横ばいで推移をしてきているところです。  

 下の折れ線グラフで病床稼働率の推移を記載しておりますが、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

ことによって病床稼働率が向上してきており、今後、延べ入院患者数

の増が見込まれるとしております。  

 10ページですが、経営課題の認識を改めてまとめております。  

 一つ目の丸からですが、市民が安心して医療サービスを受けるため

には、先ほど説明した役割を全うし、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なりません。しかしながら、平成 26年度

以降、収支不足が続いており、平成 29年度には、資金収支の悪化によ

り、一般会計から27億円を借り入れるなど、財務体質の改善は喫緊の

課題であるとしています。  

 次の丸ですが、一方で、数字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につながり、医療の質の低下にもつなが

るおそれがあります。  

 次の四つ目の丸ですが、経営改善に向けては、増収策と経費節減の

バランスが大事です。中でも、まずは収入の確保対策を進めることが

重要としております。  

 次の丸のところで、役割を確実に担うことにより、医療の質が向上

し、結果として収支構造の改善につながる。しかしながら、現在の病

院では、例えば地域の医療機関に任せるべき外来患者を多く抱え、そ

のことに医療資源を費やすことによって、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
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に果たせていない側面があるとしています。  

 そこで、それらの経営課題を踏まえた今後の取り組みとして、次の

ページからまとめているとしています。  

 項目としては、全体で８項目がございます。  

 最初に、入院の①地域からの紹介についてでございますが、課題の

二つ目の丸です。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など、地域の医療機関に不満の声

もあるとの課題認識でございまして、下に今後の取り組みとして５点

をまとめてございます。  

 一つ目は、返書の徹底として、返書率 100％を維持するため、返書を

していない事例の把握と発送を促す仕組みを検討する必要があるとし

ています。二つ目は、医療機関のニーズの把握として、アンケート調

査を定期的に行うとしています。三つ目は、断らないドクター・ツー・

ドクターへ向けた取り組みとして、応需状況の把握や、不応需の場合

の理由を分析、報告する仕組みの構築が必要としています。四つ目と

して、外来予約枠の拡大に向けた検討です。五つ目として、情報の発

信の強化です。  

 以上の五つをまとめてございます。  

 続きまして、14ページの②の救急医療についてでございます。  

 救急についての課題ですが、横の棒グラフの一番上に市立病院がご

ざいますが、救急由来が９％とありまして、グラフの一番下が全国の

同規模の病院ですが、 16％ということで、救急由来の入院患者が少な

いという課題認識を持っています。  

 また、その下の丸ですが、救命救急センターのドクター・ツー・ド

クターの応需が72％ということで、さらなる改善が必要な状況として

おります。  

 15ページです。  

 真ん中辺に記載しておりますが、原則、断らない医療の実現に向け、

受け入れ体制の整備が必要だとして、今後の取り組みとして二つをま

とめてございます。  

 一つ目として、不応需時の対応強化ということで、やむなく不応需
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に至った病院については、断った理由などをちゃんと説明するなど、

フォローを実施する必要があるとしています。  

 二つ目として、16ページになりますが、救急病棟を含めた病院全体

のベッドコントロールの強化が必要だとしています。  

 続きまして、17ページの③の手術件数でございます。  

 課題の一つ目の丸ですが、市立病院は、年間約 7,000件の手術をして

ございますが、同規模の病院と比べるとまだ少ない状況にあるという

課題認識のもと、今後の取り組みのところで２点まとめてございます。 

 一つとして、手術予定枠の見直し、使用頻度の低い手術枠もあると

いう認識から、検討する必要があるということです。  

 二つ目として、手術室のことを「列」と呼びますけれども、稼働列

の増加ということで、18ページの一番上の行に記載してございますが、

麻酔科医や看護師配置の増強など、体制の強化を検討する必要がある

としております。  

 次に、④の病床稼働率についてですが、グラフにございますように、

曜日ごとの病床稼働率の平準化が必要ということで、土曜、日曜のど

うしても稼働率が下がっている部分への対応でございます。  

 今後の取り組みとして下に記載してございますが、週末入院が可能

な疾病を金曜日に実施できる手術など、検討を行う必要があるとして

おります。  

 19ページからは、外来の取り組みについてでございます。  

 ⑤番目は外来患者としてございます。  

 課題のところですが、病状が安定し、地域の医療機関で適切に対応

できる患者を多く抱えていることで、高度急性期病院として期待され

る医療が十分に提供されていない状況だとしています。これが課題認

識で、今後の取り組みを20ページに記載してございます。  

 取り組みとしては、３行目に記載がございますが、逆紹介を進め、

医療資源の再配分を進めるということです。また、地域の医療機関の

情報を提供するとともに、必要なときに市立病院と地域の医療機関が

連携していることなどを引き続き丁寧に説明していく必要があるので

はないかとしています。  
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 21ページは、⑥外来化学療法についてでございます。  

 外来化学療法につきましては、課題の二つ目の丸に記載してござい

ますが、病床の空き時間についてはまだ余裕があるという認識を持っ

ております。  

 22ページにグラフを記載してございます。午後はまだ枠があるので

はないか、それから、朝早くから稼働する余裕があるということで、

21ページに戻っていただいて、今後の取り組みのところですが、早期

採血枠を拡充し、開始時間を早められないか、運用を工夫することも

必要であるとしてございます。  

 23ページをお開きください。  

 ⑦として、検査機器についてでございます。  

 稼働率の低い検査機器について、地域の医療機関との共同利用の促

進などを引き続き検討する必要があるとしております。  

 24ページに現在の取り組みを記載していますが、現在も、稼働率の

低いＰＥＴ－ＣＴの連携を推進するため、医療機関へ訪問して説明し

たり、広報誌「かざぐるま」に問い合わせ先を記載したり、院内の関

係の診療科に説明をしているところですが、引き続き丁寧に進めてい

かなければならないとしております。  

 最後に、25ページの経費についてでございます。  

 経費については、給与費、材料費、委託費ですが、それぞれ黒字の

病院と比べて低い状況になっているのが見てとれます。  

 今後の取り組みのところに記載してございますが、給与費について

は、構成要素を分けて分析すると、患者当たりの職員数や給与単価に

つきましては同程度となっています。要は、投入している人的資源よ

りも収入が低いという形です。  

 それから、26ページになりますが、材料費につきましては、価格交

渉や共同購入品、ジェネリック医薬品への切りかえなどを継続して進

める必要があります。また、委託費につきましても、仕様の見直しな

どを行いまして、経費の適正化をさらに進める必要があるとしてござ

います。  

 検討会のご報告の内容については、以上でございます。  
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○今部会長 ありがとうございました。  

 この検討会は、28ページの名簿にございますように、委員と外部委

員のアドバイザー、それから、参与として、千葉大学医学部付属病院

副病院長・病院長企画室長、かつ、医療コンサルタントの方にも参加

をいただきまして、いろいろな観点からこのまとめができたわけでご

ざいますが、金子専門家検討会会長の大変なご努力のもとにまとめら

れたものでございます。  

 金子会長、何か補足などがございましたらお願いいたします。  

○金子委員  皆さんで検討した結果は、今のご説明にあったとおりで

す。特に追加することはございませんけれども、 27ページの総括が私

どもの意見ですので、どうぞ読んでいただければと思っています。  

○今部会長 ありがとうございました。  

 それでは、ただいまご説明にありました件で、（２）と（３）に関

しまして、まず、（２）平成 29年度決算の概要について、ご質問、ご

意見がございましたら承ります。  

 従前どおり、皆様にご発言をいただきたいので、１回のご発言は３

点ぐらいの項目におまとめになってご質問、ご意見をいただければと

思います。  

 では、（２）決算の概要について、いかがでしょうか。  

 前年度に比べては改善ということでございます。  

（「なし」と発言する者あり）  

○今部会長  それでは、また何かございましたら後で承りたいと思い

ます。  

 （３）市立病院の役割と経営健全化に関する専門家検討会最終報告

につきまして、ご意見、疑問点等がございましたら承りたいと思いま

す。  

○水澤委員 金子委員、検討会の皆様、お疲れさまでした。  

 報告書を読ませていただきまして、気がついたところや、対案があ

ればと考えてみましたので、それを言わせていただきたいと思います。 

 最初に、４ページのⅢの市立札幌病院の使命・役割から、戦略性を

感じませんでした。新たな事業領域の開拓を展望した戦略が必要だと
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思うのですが、どうもそれがよく見えませんでした。  

 報告書を読んで、市立札幌病院の外部環境の変化は、１ページから

２ページのⅠの市立病院を取り巻く環境の中で述べられていることは

わかりました。また、内部環境の変化としても、Ⅳの市立病院の経営

状況で挙げていることもわかりました。  

 これらを受けて報告書では、市立札幌病院の事業領域、難しい言葉

ではドメインと言いますが、戦略を中心とした事業領域をどう定めて

いるかというと、地域医療支援病院とか、高度急性期病院とか、医療

を担う人材育成の病院となっていますが、言い方を変えると、「病気

になった人の病院」を事業領域（ドメイン）としていると見えます。

これでは、これからの支出の削減にはきっと限界があると思いますの

で、経営改善にはならないと思います。  

 この報告書には、増収となる新規分野が見当たらないと私は思いま

した。ということは、健全な経営基盤を確保するという目標達成に疑

問があると思ったというのが一つです。  

 そこで、私は対案も考えてみました。  

 単純化して考えていくと、今、市立札幌病院の外部環境の変化とし

てどんなものがあるのかと考えたときに、今、病気の予防や健康維持

の関心が非常に高くなっていますから、そういう領域を追加する必要

があるのではないかと思うのです。  

 それから、内部環境の変化としては、やはり経営の健全化です。  

 そして、市立札幌病院の戦略としてのドメインの中心に、「病気に

なる前の人と病気になった人の病院」というように事業領域を設定し

直してはどうかと思います。そうすると、新規の事業として、病気に

なる前の人も対象にすることができます。  

 これにより、増収となる新規分野を見つけることができます。例え

ば、私は前にも言ったことがありますが、人間ドック等が該当するの

ではないかと思うのです。  

 新規分野としては、新たな投資が少なく、今ある市立札幌病院の資

源をそのまま活用できるものが理想だと思います。そのような新病院

戦略が必要なので、ぜひ新戦略を考えてほしいという気がしました。  
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 ２点目は、報告書の４ページの市立札幌病院の使命のところの「最

後のとりで」という言葉に違和感がありました。最後ということは、

後がないととれるのです。患者目線では、他の選択ができないという

ようにとれるのではないかと思います。「最後のとりで」というのは、

病院の覚悟としては非常にわかるのですが、これは病院目線ではない

かという気がしました。  

 これも対案を考えてみたのですが、事業領域を「病気になる前の人

と病気になった人の病院」というように考えて使命を設定すると、い

ろいろな病院の例を見てみましたが、今、大切なのは信頼される医療

です。そういう意味で、「説明と同意による医療」とか、「納得され

る結果を得られるために最善を尽くす医療」とか、「かかってよかっ

た病院」とか、そういう使命ではないのかと思いました。そうしろと

いうことではなく、参考までに申し上げます。  

 ３点目は、この報告書では、長期借り入れ返済の計画が示されてお

りませんでしたが、今後どのような予定が想定されているのかを教え

てほしいと思います。  

○今部会長 ありがとうございました。  

 ３点がございました。新規分野の開拓について、最後のとりでとい

う意味の解釈、それから、長期借り入れの返済の計画でございます。  

 ご回答をお願いします。  

○宇都宮経営管理部長 ３点がございました。  

 まず最初に、長期借入金の返済について、今回、説明の記載がなか

ったということです。  

 今回、専門家検討会の中で示していただきました改善の方策を受け

て、改めて病院内でそれを消化し、何をどのようにやっていくのかを

再度検討し、来年度の平成 31年度からスタートする次期中期経営計画

をまとめる予定でございます。  

 今の経営計画は平成30年度で終わりでございますので、 31年度から

の計画の中で、27億円を借り入れた分について、返済をどのようにし

ていくのか、長期収支を積算シミュレーションしながら検討したいと

思っております。  
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 その計画につきましては、今年度中に策定を予定しておりますので、

その案がまとまりましたら、この病院部会でご説明をして、どのよう

な形で返済をしていくのかをお示しできると思っております。  

○関病院事業管理者 ご質問をありがとうございました。  

 今、水澤委員から言われた、病気になった人、病気になる前の予防

について病院として何をやるのかというお話だったと思います。これ

は、地域医療支援病院の役割の一つとしてちゃんとうたわれておりま

す。地域の住民に対して啓発・啓蒙活動をしなさいということで、既

に行っているのですけれども、市民公開講座を行いながら、患者の啓

発、予防はこうやりましょうとか、昨年も行いましたけれども、ずっ

と健康で食べるためには誤嚥を防ぐ体操をしましょうとか、私どもは

そういった公開講座等もやっておりますので、ご指摘のとおり、予防

というのは今後大切になると思っておりますので、引き続きやってい

きたいと思っています。  

 それから、「最後のとりで」というのがどうもしっくりこないなと

おっしゃられましたが、私も少しそう思っているのです。なかなかし

っくりこないところがあるのですが、私どもの職員としては、先ほど

水澤委員がおっしゃったように、この後はないという覚悟でやるのだ

と、職員全員が同じ気持ちにならなければいけないということで、わ

ざわざこういうフレーズをつくってみました。本来、私が理想として

いるのは、マグネットホスピタルといいますか、いろいろな人がくっ

ついてくる病院でありたいと思っていますけれども、その中でも、そ

こで働く職員に対しては、後がないのだということで、最後のとりで

というフレーズを盛り込みたいと思いましたので、これを使わせても

らうことにしました。  

○今部会長 水澤委員、よろしいですか。  

○水澤委員  戦略のところで、やはり啓蒙だけでは収入にはならない

ので、新規分野を見つけないと増収にならないと思います。経費の節

減はそんなにできるわけがないわけですから、そう考えると、今の赤

字を返済するためには、どうしても新規分野を開拓することが必要に

なります。そのためには、今ある資源を活用して、投資を極力行わな
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いでやらないと赤字対策にはならないと思います。そういうつもりで

言ったので、ぜひ考えてほしいと思います。  

○今部会長  ありがとうございます。今ある資源の中でということで

すね。  

 私も、この間、提案させていただいたのですが、認知症関連の患者

の激増ということがございまして、その患者たちを診断するには、画

像診断、ＳＰＥＣＴとかＰＥＴという特殊なものも必要になってきて、

機材の活用、それから、診療科の先生たちにお願いをして、診断して

いって、治療方針をつけていただいて、また戻していただくという形

で習慣もできるのではないかということをご提案させていただいて、

ご検討いただいているので、さまざまな角度から市立病院にプラスに

なるような提案をここでもご提案いただければと思います。一つの方

策として承ります。  

○水澤委員  私は何度も言っているのですが、人間ドックというのは

だめなのですか。  

○関病院事業管理者  人間ドックに関しましては、いろいろと検討さ

せていただいているところですけれども、そういった対応がとれるか

どうかも含めまして、いろいろと考えてみたいと思います。  

 ただ、１点、外してはいけないポイントがあります。当院は、札幌

市内にある唯一の自治体病院ですので、先ほど水澤委員がおっしゃっ

たように、例えば、がんの患者で早期の人を見つけるという意味合い

ではそういった対応も一つの手かと思っていますけれども、ほかの一

般的な健康診断に関して人間ドックを行うのは、地域医療支援病院と

しては対応ができないと思います。あるポイントを絞ってやるという

分にはできるのではないかと考えておりますけれども、まだ検討段階

で、やるやらないは、ここではお答えできないと思います。  

○今部会長 ありがとうございました。  

 続きまして、ご質問を承りたいと思います。  

○市川委員 私からも２点ほどお尋ねをしたいと思っています。  

 この報告書の内容を熟読させていただきまして、大変真剣な検討が

なされ、すばらしい報告書ができ上がったと思っております。  
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 そこで、このようなすばらしい報告書を具体化していくためには、

何といっても、これだけ大きな組織で、医療という特殊性のある組織

ですね。事務部門と医療従事者との関係等を踏まえると、いかにして

現場の人たちがこれらの内容を認識して具体的に動いてくれるかとい

うことが大事になります。もちろん、ポジションによって動き方は違

います。経営の視点で動く管理者もいれば、医療従事者であれば、い

い仕事をして、できるだけ一生懸命頑張って、よい医療によって経営

基盤の強化を図っていくという動きに当然なろうかと思います。  

 そういう視点からお聞きしたいのは、管理者と現場の医療従事者と

の意思疎通あるいは連携は具体的にどのように図られているのかとい

うことです。例えば、こういうことで意思疎通を図っていますとか、

今後、さらにこういう点を考慮して、現場と上層部あるいは管理部門

との連携を図って、これらの徹底に努めたいという方策があるのであ

れば、教えていただきたいと思います。  

 ２点目は、この報告書は非常にいいのですけれども、今後、具体的

にどうするか、現状分析をしっかりなされて、方向性をきちっと出さ

れたと思います。今後、平成 31年度から６年にわたって新たな計画を

進めると聞いて思います。もちろん、それだけではなくて、これらを

具体化していくためには、赤字に陥ったのが平成 26年からだというこ

とで、私は、赤字が全て悪いとは思いません。これは、10ページに書

かれているとおりでして、市立病院の持つ特殊性を踏まえて、市民が

そういう立場に納得するのであれば、必ずしも数字にこだわることは

ないと思います。しかしながら、目標として掲げているわけで、いろ

いろなことを掲げる場合に、これを達成していくために、組織論とし

ては、期限の設定をぜひお願いしたいと思うのです。例えば、こうい

う目標はいつまでにやろう、年内までに達成しようというものもある

でしょうし、赤字を何とか転換するということになると、長期ですね。

５年、10年なのか、これを目標として詰めて、掲げて、その目標に向

かって職員が一丸となって歩んでいくということが目標を達成する場

合に非常に重要になってきますので、そういう視点をぜひ採用してい

ただければ幸いだと考えております。  
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○今部会長 ありがとうございます。  

 報告書を具体化するための方策として、管理部門と現場の意思疎通

の方法ということと、現状分析はこれで終了したけれども、その方向

性を明確化して、期限を区切って設定し、きちっとした目標を設定し

ていったらどうだという２点を承りました。  

 いかがでしょうか。  

○宇都宮経営管理部長  ２点ありましたうち、２点目から回答させて

いただきたいと思います。  

 目標を定めて、期限を定めてきちんとやっていかなければならない

ということですが、実は、専門家検討会の中でも、目標数値、期限も

検討されました。例えば、病床利用率なのですけれども、平成 29年の

実績では、一般病床で82.8％でしたが、それを黒字化にするためには

90％が必要なのではないか、それを平成36年までにということも議論

されました。ほかの改善項目につきましてもいろいろと数値の議論が

ございました。それを受けて、今、内部において、現実性がなければ

計画としてまとめることができませんので、どのようにしたらできる

のかということを検討しているところでございます。そして、次の計

画では、数値目標も定めてまとめたいと思っていますので、次回、素

案がまとまったときにはその部分もご説明できると思っているところ

でございます。  

 また、現場と事務部門、管理部門との意思疎通という件ですけれど

も、今、計画の中で、定めました数値目標や、やらなければならない

ことがあります。例えば、今の計画の内容につきましても、事業管理

会議という内部の会議を、毎週、院長、副院長以下の経営層で、どう

いう状況になっているのかという共通認識を持ち、毎月の収入がどの

ぐらいあって、費用がどのぐらいだったかということもあわせて進捗

管理をして、その内容について、管理者から、年に２回ほど、講演の

ような形で全職員を集めて、これから市立病院が向かうのはこういう

方向なのだということを、数値をもとに話しています。  

 それから、年に２回、各診療科の部長ごとのヒアリングをしており

まして、その中でも、計画に基づいた数字とこういうところでは違う、
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ここは病院の方針としては合っているというような意思疎通を図りな

がら経営を進めている状況です。  

 また、事務的には、例えば経営関係で一般会計から27億円借りまし

たという大きいトピックについては、経営通信というものを内部でつ

くって各職員に配付したり、経営層や各診療科の部長までを含めた会

議も月に２回行って、随時、意思疎通をしながら同じ方向を向いてい

けるように努力をしております。  

 そういう仕組みを使いながら、今度の新しくつくる計画の進捗管理

もしていって、何とか経営改善をしていければと考えているところで

す。  

○今部会長 関病院事業管理者、いかがですか。  

○関病院事業管理者 ご質問をありがとうございました。  

 今の宇都宮部長の話の補足ですが、市川委員が心配されたのは、経

営層は危機感を持ってやっているけれども、それが本当に現場の職員

に伝わっているかどうかという質問だったのではないかと思います。  

 今、宇都宮部長が答えたように、いろいろなヒアリングを行いなが

らやるのですが、それは、単に診療科の部長だけではなくて、診療科

に所属している医者は誰でもいいからおいでと言っています。また、

病棟の看護師、師長も含めて全部集めてお話をさせていただいていま

すので、そういった点では、経営者層が考えていることはある程度伝

わっているのではないかと思います。  

 もう一つは、今、医者、看護師を初め、リハビリ、薬剤、管理栄養

士などの多職種が集まっての医療の質向上プロジェクトを行っていま

す。そこの中には、病院として取り組むべき項目がありますので、そ

れに向けて、いろいろな職員がいろいろなところから知恵を出し合っ

て、こういうフローをつくればもっと患者さんのためになるし、ひい

ては診療報酬にもなるということがわかりましたので、そういった取

り組みを行っています。現場からの意見もそこから吸い上げてやると

いうふうにしていますので、トップダウンとボトムアップという両方

からやれるのではないかと思って進めています。  

 ですから、市川委員が心配されたように、現場に声が届いていない
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のではないかということに関しては、今のところ、ちゃんと通じてい

るのではないかと思っています。  

○今部会長  私も、９月の休日に、当院のかかりつけの患者が急性肺

炎から心不全を併発しまして、一気に悪くなったときに、休日にもか

かわらず、市立病院に電話をしました。耳鼻科の当直医の先生だった

のですけれども、とりあえず来てくださいというお話をいただきまし

た。救急を断らないぞという姿勢がはっきり見てとれて、その後、救

命センターの方たちが来て、チームで診療に当たっていただき、本当

に関イズムが浸透しているなと思いまして、現場と管理者の乖離は余

り感じられませんでした。  

 そのほかございませんか。  

○菅原委員 ３点の質問をする前に、今、質問があったことについて、

感想を含めて２点お話しします。  

 １点目は、長期借り入れ返済計画で話が出ていましたが、平成 31年

度から考えるということでした。民間で長期借り入れをするときには、

長期収益計画を立てて、それで借り入れが妥当かどうか、金融機関も

判断しますし、恐らく民間の病院の皆様もそういうものをやられると

思うのです。官と民は違うと言われたらそれまでですが、そう考える

と、これから考えるのでしょうかというのが正直な感想です。  

 ２点目は、「最後のとりで」というのは、まさにここにも書いてあ

るとおり、そういうことがあるのかどうかわかりませんが、たらい回

しということが仮にあったとしたら、最後に責任を持って受け入れて

くれる病院であると。また、今部会長が言われたとおり、そういった

ときに受け入れてくれているというふうに、市民の立場からも断らず

に受けてもらえるという安心感を期待しているということで、検討メ

ンバーの皆さんがそういう思いで書かれたのかなと思います。ですか

ら、私は、「最後のとりで」というのは、覚悟ということなのかと読

んでおりました。  

 続けて、私からの質問の１点目ですが、総括のところです。  

 27ページの４行目ですが、「市立札幌病院が担うべき役割を十分に

果たすことこそが、結果として経営改善への近道でもあるとの考えに
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帰結しました」というのは、読みかえますと、今は赤字ですからでき

ていないと読めてしまうのですが、病院側としてはどのようなご感想

があるのかということです。  

 ２点目は、民間の同規模の病院と市立病院の違いとはどういうもの

なのかということと、どのように経営されているのかという質問です。 

 ３点目は、１年前か２年前にお話ししたかもしれませんが、病院の

特徴です。あのときは、みんな全部強いのですということで、当然そ

うだと思うのですが、やはり、それぞれの病院に特徴があり、言いか

えれば強みになるのかもしれませんけれども、そういうものも必要な

のかもしれないと思うのです。全部が平均点以上であることは絶対に

必要ですが、その中でも特徴というものが、今後、黒字化していくた

めには必要なのかと思いますので、いま一度、それについてお聞きし

たいということです。  

○今部会長 ３点を伺いました。  

 まず、４行目から行きましょうか。逆説的に読まれて、これはどう

かということです。政策医療の観点からのお話にもなろうかと思うの

ですが、いかがですか。  

○宇都宮経営管理部長  これを読んだ感想ですが、まさに足りなかっ

たのだなと感じています。何が足りなかったかというと、高度急性期

病院として、地域医療支援病院として、地域の医療機関と太い信頼関

係があって、紹介患者、救急患者をちゃんと受け入れることができた

ら、恐らくこういう数字にはなっていなかっただろうということです。 

 ９ページに病床稼働率が示されていますが、月別で、平成28年と29

年の二つを折れ線でつけておりますけれども、稼働率が低いというこ

とは、延べの新入院患者数が少ないということです。稼働率は、28年

度では70％からちょっと上あたりを推移していて、 29年５月に３次以

外の救急の受け入れ拡大ということで、ここを強化して75％を超えて

きております。しかし、まだここまでしか行っていないということで、

地域医療支援病院として、高度急性期として信頼される病院として、

患者数をもっとふやしていかなければならないということで、まだ不

足していたということを言われたのではないかと思っております。  
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 また、２点目の民間の同規模病院との違いをどのように分析してい

るのかということでございますが、なかなか難しい質問かと思います。 

 今回の検討会の中では、公的病院で同規模のところとの比較でして、

公的病院の中でも黒字の病院との比較で分析していただいたところで

す。民間の病院の経営の細かい数字を入手するのがなかなか難しく、

私どもとして入手できたのは公的な病院の数字で、そことの比較とい

う形になっております。  

 また、３点目の特徴でございますが、前回、この場において全てに

強いというお答えをしたということですけれども、ある意味、それが

強みかなと今でも私は思っています。９月６日に震災があって、停電

があったときに、市立札幌病院は、非常用電源がフル稼働して、その

後、72時間の自家発電が可能で、救急の受け入れ、人工透析、人工呼

吸器の他院からの受け入れも全てしながらほかの救急患者も受け入れ、

一般の外来にも対応したというところでは、何かあったときに全てに

対応できるというのがある意味の強みかと思っています。  

 スペシャル的に、例えば、この分野が強いぞという病院がどこどこ

にあるよと言えば、そこに特化した疾病なり病気なりがあれば、そこ

にお任せするのも一つの道で、公的病院としてうちがやらなければな

らないのは、地域と関係を強くして、あらゆる者を受け入れていくと

いう部分でのウイングの広さが強みであり、必要なところではないか

と考えているところでございます。  

○今部会長 関病院事業管理者、ご追加はございますか。  

○関病院事業管理者 ありがとうございます。  

 今、うちの部長が答えたとおりですが、１点つけ加えますと、先ほ

ど菅原委員がおっしゃられたのは、ほかの民間病院との違いは何なの

だというお話でした。仮定の話になってしまうのですが、もし私ども

の市立札幌病院が札幌以外の地域で、ここの病院しか総合病院がない

という場所で、これだけの規模のある病院がやっていれば、高度急性

期だけではなく、全ての医療をやらなければいけないということにな

ります。そういうことからしますと、ほかの医療機能をもっとたくさ

ん持ってやっていかなければいけないという立場になろうと思います。
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そうなると、今、こちらがつぎ込んでいる医療資源をもっと別のとこ

ろにつぎ込むという話になって、金額的にはもっと安くできるのでは

ないかと思われます。  

 ただ、収益から言いますと、ほかのところもないということになる

と、うちにしか来られないとなりますので、仮定の話ですが、札幌以

外であればこういう状況にはなっていないかもしれません。  

 もう一点は、民間の同規模の病院ということになりますと、恐らく、

うちがやっている高度急性期だけではなく、グループとして、回復期、

慢性期、そういったバックベッドをもってのことになろうと思います。

そういった点では、うちとは立場が全く違うと考えています。ですか

ら、私どもの病院が札幌医療圏の中でちゃんとした医療を提供するた

めには、ほかの病院との連携は欠かすことができないと考えているの

です。そうでなければ、私どもは、高度急性期の医療を行いながら、

今までにそういう資格を全部取ってきていますので、ここで治した患

者を引き取っていただくような病院とのつき合いがうまくいかなけれ

ば、うちはだめになると考えています。そういった点で、今、地域連

携をしっかりやろうと考えているところです。  

○菅原委員 ありがとうございます。  

 私は、以前もここで言っていますが、民と官が違うということです。

民と官がイコールだったら、民でもいいし、官でもいいわけですから、

違います。ですから、今言われたような観点から、官としてしっかり

やっていくということだと思います。だからこそ、総括にある市立病

院としての担うべき役割を十分に果たしていくということであり、ま

さに、最後のとりでとしての役割を担っていくということだと思いま

すので、ここに出てきたものをしっかりとされていくということだと

思っていますので、引き続き、よろしくお願いいたします。  

○今部会長 ありがとうございました。  

 ほかにございませんか。  

○河原委員  市立病院は地域医療支援病院ということですが、市民に

現状の役割や取り組みなどをもっと広く知らせてほしいと思いました。

広報さっぽろに、年に数回、特集のように取り上げてもらうことは可
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能でしょうか。そのときに、先ほど出た最後のとりでのフレーズとか、

この表現の反響等も聞けるのではないかと感じました。  

○今部会長  以前も広報の仕方に関しまして問題提起がありましたけ

れども、いかがですか。進捗状況等も含めてお願いします。  

○宇都宮経営管理部長  広報の仕方ですが、今お話にあった広報さっ

ぽろは、紙面の制約があって、競争率が非常に高いのです。  

 実は、ことしの５月号に、市立病院のドクターが表紙に出て、中に

消防の救急隊と救急医療の部分を特集してくれた記事が載っておりま

す。札幌市民の命を守るという観点での特集記事を書いていただきま

した。そのようなものが毎回出るととてもうれしいのですけれども、

なかなかそこまでページを割いてくれない状況でございます。  

 機会を捉えて、市民の方々に印象がつくような形の情報発信をして

いきたいと思っております。  

 また、検討会で指摘があった中で、市立病院のホームページですけ

れども、いろいろな情報が錯綜していて情報を探すのが難しい、見に

くいという指摘を受けておりまして、その部分も改善できたらなとい

うことで、今、検討を進めているところでございます。  

○今部会長  紙面の取り合いは、殴り合ってでも勝つくらいの気持ち

でいかなければいけないと思います。 10億円の赤字のことがマスコミ

にもどんと出ていますし、市立函館とか市立旭川といった例もござい

ますので、ぜひとも市のほうで頑張っていただいて、広報さっぽろを

分捕っていただければということを切にお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。  

 そのほかございますか。  

○早坂委員  細かい話かもしれませんけれども、確認の意味で、何点

か質問をさせていただければと思います。  

 報告書の内容につきましては、非常に細かなところまで検討されて、

課題がかなり明確に出てきていると思います。これを実現していただ

くためには、先ほど来出ていました院内の組織的なところをどうやっ

ていくのか、チーム体制をどうとっていくのか、窓口をどう確定して

いくのか、その窓口からの情報を遅延なく、なおかつ、スムーズに院
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内に流していくためにはどうするのか、こういったことがどんどん進

められていくことになると思います。  

 経営状態などを見ますと、非常にマイナスな話ばかりが出ていて、

外来患者数もどんどん下がってきているとか、入院患者数がどうだと

いう話が出てきている中で、赤字だから、みんな何とかして頑張れと

言うと、きっと経営者側の方々の思いよりも、実際に現場で働いてい

る方々のモチベーションにどれだけ影響するのかということがあると

思います。  

 そういったところにも気をつけながら、赤字を少しずつ改善してい

くということだと思います。赤字を改善していく、イコール、市立札

幌病院が札幌市民の中で非常にいいポジションにあるのだということ

を改めて市民に姿として見せていく、その思いでやっていかれたほう

がよろしいのかなという意見を出させていただきます。  

 それから、中の細かな話ですけれども、６ページの初診患者数の推

移のところです。確かに、原則紹介制の中で減少してきているという

ふうになっています。現在、地域医療支援病院でもありますし、初診

時選定療養費の5,000円がかかっていると思うのですけれども、その中

で、昨年、一昨年と見ますと、１万7,768名という初診の患者数です。

ここは、紹介状を持たれている患者と、持ってこない初診時の選定療

養費をお支払いになってやる方々の割合は大体どのぐらいなのかとい

うことと、実際に紹介状なしで来られている方々の求めている診療科

はどこが一番多いのか。それが、中に出てきます予約枠と紹介枠のと

ころの数字が出てくると思うのですが、そういったところで予約枠の

拡大も検討したいという話がありますので、そういったところとも少

しリンクしてくると思います。  

 もう一点は、ベッドコントロールについてです。これは非常にいい

取り組みかと思うのですが、この中の 16ページ目のベッドコントロー

ルの強化のところにつきまして、各病棟へ転棟するルールをより明確

にする必要があると書かれています。今、窓口的に、各病棟でどうい

う対応がなされているのか。入院が決まった段階で、各病棟への配置

をどういう情報の流れとして、それが、今、余りうまくいかないから
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明確にしていくルールが必要だというふうになっていると思います。

この辺の現状をお知らせいただければとい思っております。  

○今部会長 ありがとうございます。  

 選定療養費のあたりについて、どうですか。  

○宇都宮経営管理部長  手元にちゃんとした数字がなくて申しわけな

いのですが、後ほど調べて、個別にでもお話ししたいと思います。  

○今部会長  個別にではなく、次回の会議までにきちっとしていただ

きたいと思います。全体で共有したいので、よろしくお願いします。  

○宇都宮経営管理部長  わかりました。調べられる部分を整理して、

次回の病院部会の中でご報告をさせていただきたいと思います。  

 それから、ベッドコントロールの部分ですが、16ページに記載して

いるのは救急の部分のベットコントロールでして、ことし１月から強

化した一般病棟の部分につきましては、一旦、２次救急で入ってきて、

４階の臨時病床に入れて、その後、翌日に整理をするという形です。  

 そのときに、従前までは、病棟ごとに診療科がある程度決まってい

て、そこに整理をするのですが、ことし１月からは、主病棟と副病棟

という形にして、主病棟が外科で満床であっても、副病床に入ってい

ただくというベッドコントロールは、一般病床では行っていて、そこ

の稼働がうまくいっているので、病床の稼働率自体は上がってきてお

ります。  

 ただ、３次救急で入ってきた患者について、その後、一般病棟への

引き継ぎがうまくいかないケースもあるものですから、そこのルール

を明確化しなければならないと考えています。一般病床と救急もあわ

せてベッドコントロールの強化をできればという考え方の整理として

16ページに記載しております。  

○菊地医事課長  補足をさせていただきます。  

 先ほど、平成29年度の初診で占める紹介率が 70％という話をさせて

いただきましたけれども、残り、救急の占める割合はかなり多うござ

います。  

 選定療養費の件数については、後ほど、改めてということでお願い

いたします。  
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○今部会長 ありがとうございます。  

 改めて、よろしくお願いします。  

 ほかはいかがでしょうか。  

 きょうご発言になっていない平本委員、いかがですか。  

○平本委員  私は専門家検討会のメンバーだったので話しづらい面が

あるのですけれども、冒頭にございました戦略性が少し欠けているの

ではないか、あるいは、総括の４行目の市立病院が担うべき役割を十

分に果たしていないように読めるというのは、多分、そのとおりでい

いのではないかと思うのです。  

 というのは、今回、検討会のメンバーとして入っていて一番重要だ

ったと思うことは、市立札幌病院の使命です。先ほど来、「最後のと

りで」という言葉が何度か出てまいりましたけれども、この使命をも

う一度明確にすることができました。そのことによって、何をすべき

かということが明らかになるとともに、何はすべきではないかという

ことも明らかになるわけです。つまり、地域の医療機関で十分に対応

できるような病状の方については、ぜひ地域の医療機関で担っていた

だくと。高度急性期を通り過ぎて回復期に入った方については、また

逆紹介をして地域の医療機関にお返しする。そういう中で、まさにこ

こにありますような地域完結型の医療が推進されていく、これが札幌

圏における理想的な医療の姿ですし、医療政策もそちらを推奨してい

るということだと思うのです。  

 ところが、一方で、市立病院、または、人によっては市民病院だと

思っている方もいらっしゃると思うので、これは市民のものだと。我々

が税金を払って運営している病院なのだから、市民が利用して何が悪

いのか。それはごく自然な市民感情なのですが、だからといって、ち

ょっとお腹が痛いとか、ちょっと熱があるというときに、どうぞおい

でくださいということを必ずしも市立札幌病院は標榜しないのだとい

うことだと思うのです。  

 ただ、病院側の皆様方はそういうことをなかなかおっしゃれないと

思うので私が申しているのですが、そういった役割分担を明確にして

こそ初めて、市立札幌病院として本来果たすべきことができるように
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なるということが専門家検討会で改めて共有されたということが一番

重要だと思うのです。つまり、やらなくていいことはやらない、やる

べきでないことはぜひ地域の医療機関と協力体制を持ってシェアリン

グをしながら医療を完結させていくということが重要で、そういうこ

とを再認識した上で、今後の方向性が策定されていくということが一

番重要ではないかと思いながら、この検討会のメンバーを務めさせて

いただきました。  

○今部会長 ありがとうございます。  

 渡辺委員、よろしいですか。  

○渡辺委員 時間がないので、簡潔にお話ししたいと思います。  

 ４ページに市立病院の使命・役割について記述してありますが、私

は、きょう来るときに、いつもはさっさと病院の建物の中に入るので

すが、入り口の右側のほうに市立病院の使命・役割が張ってありまし

た。私は、それを見まして、ちょっとうれしくなったのです。という

のは、大きな病院では病院の役割というものをよく見ます。ただし、

使命というのは余り見ないような気がするのです。  

 先ほど、広報の紙面のページ数が少なくなって、なかなか載りにく

いということを伺いまして、私からの提案ですが、使命や役割につい

てのポスターが地味目なのです。これは、控えめな感じではなくて、

市民にもうちょっとＰＲしてもいいのではないかと思いました。使命

というのは、市立病院の覚悟がすごく見えてきますので、ぜひ活用し

ていただければと思っています。  

○今部会長 ありがとうございます。  

 覚悟、その他、ございますか。  

○宇都宮経営管理部長  ありがとうございます。ぜひ頑張らせていた

だきたいと思います。  

○今部会長 荒木委員はいかがですか。  

○荒木委員  私も、この検討会のメンバーに入らせていただいて、い

ろいろとディスカッションをさせていただいた中で、平本委員がおっ

しゃったように、札幌市民に向けて市立札幌病院の使命を明確にでき

たというところがすごく大事であるのと、その使命というのは、病院



 - 30 - 

の職員にとっても根幹となる部分で、そこに立ち戻って物事を進めて

いくことができるものなので、そこを一つ示せたことがすごくよかっ

たと思っております。  

 まだまだ患者をたくさん迎えられる余地があると思うので、皆さん

で努力していく根幹だと思っています。  

○今部会長 ありがとうございます。  

 金子委員、最後にお願いします。  

○金子委員  私もこの委員の一人として取りまとめさせていただいた

のですけれども、根本的には、先ほど平本委員がおっしゃったように、

地域の医療の中で市立札幌病院が担うべき役割といいますか、すべき

ことと、しなくてもいいことをはっきりさせたということをもとにし

て、これから経営をどういうふうに改善するかということが示すこと

ができたと思います。そういう意味では、非常に有意義だったのでは

ないかと思っています。  

 ただ、問題は、いろいろな報告を出させていただいたのですけれど

も、これを具体的に実践するためには何が必要なのかということはま

た別な問題だと思うのです。先ほどから各委員が質問されましたよう

に、職員のモチベーションを保ちながら、具体的に全職員がどういう

ふうにそれを理解して行おうとするかという病院のいろいろな方策が

これからは一番大事なのだろうと思うのです。  

 そして、総括の最後にも書いたのですが、全職員が自分の仕事に生

きがいを持って、これが自分の正しいやり方で、毎日楽しい仕事なの

だと思えるようなやり方を考えてほしいと思うのです。  

 それと同時に、病院の経営、病院の運営というのは、医療従事者と

事務方が大きな両輪になると思うのです。医療従事者というのは、自

分の患者を一生懸命治すことに専念されて、それによって自分のあり

方が決まるのだろうと思うのですけれども、事務方も医療事務に専念

してもらえればいいと思うのです。ここの医療事務の方は、この委員

会で検討する上でも、非常に優秀だし、いろいろなデータをすぐに出

していただいたのですが、残念ながら、札幌市の職員であるという大

きな枠の中におられるのです。最後の検討会でもお話ししたのですけ
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れども、結局、３年から４年ぐらいでどんどん入れかわるわけです。

そうすると、３年、４年で医療事務に特化した、あるいは、医療経営

に非常に有能な考え方とかやり方を覚えられて、その後、また別な部

署でいろいろな仕事をなされるということになるのだろうと思うので

す。  

 そうすると、せっかく医療事務として、いろいろな医療の経営のノ

ウハウを事務方として培われた能力が入れかわって、新しいものにな

らざるを得ないのだろうと思うのです。今回の計画も５年計画とか６

年計画であるわけですから、結局、その計画が終了するときにはほと

んどの方がかわっていらっしゃるということになってしまうのです。

それは病院だけで決められる問題ではないのだろうと思うのですけれ

ども、市全体として、医療の運営は非常に特殊だと思いますから、特

殊な医療管理者、あるいは医療事務員をきちんと育てて、ずっとそこ

に専念していただけるようなシステムをつくってもらいたいし、病院

にずっと勤務したということが市全体の職員のキャリアとして光り輝

くようなキャリアづくりを市全体としてつくってもらえるような方策

がなければ、なかなか大変ではないかと思うのです。医療事務という

のは特殊性がありますし、非常に大事な問題だろうと思うので、その

ことをこの委員会を通して非常に思いました。  

 我々としてはある程度の提案をしましたから、あとは市立病院とし

てどうぞよろしくお願いします。  

○今部会長 ありがとうございます。  

 今回は、検討会の報告書もありまして、皆様にこれを供覧してご意

見をいただきましたので、これで閉めさせていただきたいと思います。 

 皆様から本当に貴重な意見を承りました。これから、消費税の増税

がございますし、救急医療の充足と医師の働き方改革という二律背反

の問題もございますし、問題は山積しておりますが、何とか市立札幌

病院はこれから頑張っていこうということでこの報告書を生かさせて

いただきます。  

 それから、事務方には宿題が何点か出ました。目標の設定の期間が

わかり次第、それを明示していただくとか、先ほどの 5,000円の問題も
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次回までにきちっと皆さんで共有できるように、よろしくお願いいた

します。  

○菊地医事課長  先ほどの数字がわかったので、ご説明させてもらっ

てもいいでしょうか。  

 非紹介患者加算と申しておりますけれども、5,000円を徴収しており

ます。その件数が1,894件ということで、全体の初診料徴収患者のうち

のおおむね11％程度から5,000円を徴収している状況でございます。  

○今部会長  救急を含めてということですね。全初診の患者さんです

ね。  

○菊地医事課長  救急はなしです。  

○今部会長 わかりました。ありがとうございます。  

 それでは、事務局にマイクをお返しいたします。  

○武井経営企画課長 私から連絡いたします。  

 次回の病院部会についてですが、今後策定いたします次期中期経営

計画についてを議題としまして、来年の１月から２月ごろに開催する

予定でございます。  

 開催のご案内につきましては、改めてご連絡させていただきますの

で、どうかよろしくお願いいたします。  

 事務局からは以上でございます。  

 

３ 閉 会 

○今部会長  それでは、これをもちまして、本日の病院部会を終了い

たします。  

 皆様、お疲れさまでございました。  

                         以  上   


