
 

 

 

札幌市営企業調査審議会（平成30年度第３回病院部会） 

 

 

 

 

日 時  平成31年１月25日（火）午後６時30分～８時４分 

 

場 所  市立札幌病院 ２階 講堂 

 

出席者  委 員 8名 

     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、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、山本電気担当係長 
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１ 開 会 

○武井経営企画課長  定刻となりましたので、始めさせていただきま

す。  

 本日の資料につきましては、事前に郵送させていただいております

が、収支のところに若干の変更がありました。改めて、本日、机の上

に資料一式をお配りしておりますので、よろしくお願いいたします。  

 なお、一番後に１枚物の資料を新たに追加させていただいておりま

す。タイトルが「平成29年度初診患者について」というＡ４判の資料

です。よろしくお願いいたします。  

 本日の出席状況でございますが、荒木委員、平本委員、舛田委員に

おかれましては、所用のため欠席の旨、ご連絡いただいております。  

 それでは、この後の進行は部会長の今委員にお願いしたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。  

○今部会長 皆さん、こんばんは。  

 本日は、お疲れのところ、お足元の悪い中をご参会いただきまして、

感謝申し上げます。  

 ただいまから、札幌市営企業調査審議会平成 30年度第３回病院部会

を開催させていただきます。  

 まず、開会に当たりまして、関病院事業管理者に、一言、ご挨拶を

お願いいたします。  

○関病院事業管理者 病院事業管理者の関でございます。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、また、足元がかなり悪

くなっている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。 

 本日は、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及

び病院部会での議論を踏まえまして、来年度から６年間の中期経営計

画の素案がまとまりましたので、ご説明させていただきたいと思いま

す。 

 委員の皆様におかれましては、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。本日は、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 
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○今部会長  本日の審議時間は１時間半程度と承っておりますので、

ご協力のほどをよろしくお願いいたします。  

 

２ 議 題 

○今部会長 それでは、議題に入らせていただきます。  

 本日は１本です。市立札幌病院中期経営計画（案）についてでござ

います。 

 まず、議題について、病院局からご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ございます。  

 私から、資料の説明をさせていただきます。  

 まず最初に、資料３の厚い冊子をごらんください。  

 今回の計画書は非常に厚くなっておりまして、100ページ弱のもので

す。今の計画が50ページくらいでしたので、倍くらいになっていると

思います。 

 １枚めくっていただきまして、目次のところに全体の構成がござい

ますけれども、左側に、策定について、背景、基本目標、取り組み等

を記載しておりまして、右に資料編とございますが、ポイントは資料

５でございます。役割と経営健全化に関する専門家検討会報告書とご

ざいます。49ページから80ページの約30ページですが、今回の計画は

専門家検討会の報告書をベースにしてつくっておりますので、計画書

の資料編にそのものを添付させていただいております。そのため、ペ

ージ数が多くなっております。  

 それでは、計画の内容について、お配りの資料１と２で説明させて

いただきたいと思います。  

 まず、資料１ですが、前回もご報告させていただきました専門家検

討会の結果をまとめさせていただいております。振り返りとして、簡

単にご説明させていただきたいと思います。  

 専門家検討会の議論では、地域の医療機関から治療を依頼された患

者さんを積極的に受け入れて、市立病院での治療が終わった後は、紹

介元で経過観察をしていただくという地域完結型の医療を提供するの

が市立病院の役割であるということに基づいて、まず、使命として、
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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。そ

して、役割として三つありまして、①高度急性期病院として、②地域

医療支援病院として地域の医療機関を支える、③人材育成ということ

です。 

 病院としての機能を高めることによって医療の質が向上し、結果と

して経営の健全化につながるという報告をいただいておりまして、そ

の役割を担うための８項目の課題と改善の方向性が下にまとまってお

ります。 

 左から、入院については、地域から紹介される患者さんを確実に受

け入れていくこと、二つ目として、救急医療ですが、今後、中等症の

患者の搬送件数の伸びが予想されますことから、そこの部分をしっか

り支えていくこと、三つ目として、手術の件数についてですけれども、

患者さんの方々を待たせることなく、しっかりと手術をやっていくこ

と。それら三つの取り組みによって、病床利用率ですが、最終的には

計画期間の６年後には90％を目指すことが示されています。 

 右に行きまして外来ですが、外来患者については、紹介患者をちゃ

んと受け入れることができるようにということで、症状が安定した患

者さんにつきましては、地域の医療機関にお願いする逆紹介を進める

こと。次に、今後、がん患者の皆さんが増加していくことが予想され

ますので、外来化学療法に力を入れていくこと。そして、検査機器に

ついてですが、稼働率の低いＰＥＴ－ＣＴなどについては、地域の医

療機関と共同利用を進めること。最後に、経費につきましては、適正

な水準を保つということで、委託費用については仕様の見直し等を進

めること。 

 合計８点の報告をいただいたところです。  

 それに基づいて、このたび、計画をまとめさせていただきましたの

で、資料２をごらんください。  

 資料２の１ページ目の左上、計画の策定にあたってです。  

 策定の趣旨・位置づけでございますが、医療の質を向上させるとと

もに、財務の健全化を行うための指針となる計画とします。そして、

計画の策定に当たりましては、市立札幌病院の役割と経営健全化に関
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する専門家検討会の報告を踏まえたものにすることとしております。  

 計画期間は、2019年度から2024年度の６か年としております。  

 病院を取り巻く環境ですけれども、札幌圏の人口は減少する一方、

高齢者の人口は増加し、医療需要は今後増加が見込まれます。特に、

救急医療につきましては、中等症を中心に増加が見込まれます。 

 その下の現計画の進捗状況として、主な数値目標と達成状況を記載

しておりますけれども、ほぼ達成できる見込みと考えております。  

 主な取り組みとして、右上に記載しておりますが、収入増の取り組

みとして、2017年５月から３次救急以外の救急の受け入れを開始し、

クリニカルパスの専従職員の配置などに努めてきたところです。そう

いう取り組みを通しての経営の状況でございますけれども、入院収益

につきましては、新入院患者が増加する一方、平均在院日数が短縮し

たことにより、全体の延べ患者数は横ばいから若干の減少となり、入

院収益については130億円程度とほぼ横ばいの状況でございます。  

 外来収益につきましては、原則紹介制を導入したことにより、外来

患者が減少傾向にございます。一方、外来化学療法など、高度急性期

としての外来治療を適正に行った結果、外来単価が増加し、外来収益

は増加傾向にございます。  

 費用につきましては、人員体制を充実させ、また、非常用自家発電

施設の建設に伴い、減価償却費や維持管理費の増などで費用が増加し

ております。 

 収支の状況ですが、右下の棒グラフにあるように、収支不足が継続

している状況にございます。  

 このような状況を受けて、２枚目は、このたびまとめた計画の内容

でございます。 

 まず、左上に、基本理念、使命、役割をまとめております。基本理

念は、「全ての患者さんに対して、その人格信条を尊重し、つねに“や

さしさ”をもって診療に専心する」という今の基本理念をそのまま継

続しております。 

 使命は、専門家検討会から報告を受けました、「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」です。 
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 役割を四つ定めておりますが、初めの三つは専門家検討会で示され

たもので、①高度急性期病院として、②地域医療支援病院として地域

の医療機関をささえる、③人材の育成、そして、四つ目として加えさ

せていただきましたのは、本来、病院としてやるべきことということ

で、良質で安心できる医療・サービスを安定的に提供するという役割

のもと、３点の基本目標を立てさせていただきました。医療の質を向

上させる、患者サービスを充実させる、業務の効率化を徹底するの三

つを加えて計画をまとめたところです。  

 それぞれの取り組み内容ですが、基本目標１の高度急性期病院とし

てというところですが、救急患者の受け入れ体制を整備すること、手

術体制を強化すること、病床利用率を向上させる、外来化学療法を強

化するの四つについては、専門家検討会で議論されたものでございま

す。 

 右に行きまして、基本目標２の地域医療支援病院としてという部分

です。 

 地域との連携をさらに緊密化させて、紹介患者の増を目指す、紹介

のしやすい環境づくりをするため、症状の安定している患者さんにつ

いては逆紹介を推進するとしています。それから、医療機器の共同利

用の推進ということで、稼働率の低かったＰＥＴ－ＣＴです。また、

専門家検討会では言及されていなかったのですが、認知症の診断のた

めのＳＰＥＣＴという機器の共同利用についても促進する旨、今回の

計画では位置づけたところです。  

 基本目標３の人材育成ですが、それにあわせて、ここでは先進医療

に貢献するというものをつけ加えさせていただいております。  

 先進医療への貢献として、大学病院等に紹介するなど、連携に努め

たり、治験の推進をしたり、それから、専門性の高い医療人材の育成、

病院局独自の採用職員の確保、育成について位置づけたところでござ

います。 

 基本目標４の医療の質についてでございますが、医療の質の向上に

向けた研修等の実施、リハビリテーションの充実、多職種連携による

医療の推進、世界レベルの治験も受け入れることを想定し、検査体制
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の充実などを位置づけたところでございます。  

 基本目標５の患者サービスの充実についてですが、入退院支援機能

の強化として、入院から手術、退院までの流れの円滑化を目指すとい

うことです。それから、インターネット関係の整備として、病棟のデ

イルームなどでインターネットを使えるような環境の整備を計画に盛

り込みました。最後の基本目標６ですが、業務の効率化として、委託

の仕様の見直し、業務の可視化などを位置づけております。  

 また、経費の適正化として、これまでも取り組んできているもので

すが、医材の削減やジェネリック薬品への切りかえの推進などを取り

組み項目としております。 

 これらの項目を進めることによる収支の見通しにつきまして、３ペ

ージ目にまとめております。  

 左のほうに表で記載しておりまして、数字がたくさんありますが、

ポイントになるのは、上の枠の収益的収入及び支出の一番下の経常収

支ですが、黒字化を目指すことが大きな目標になりますが、 2020年に

黒字化の達成を予定しております。  

 また、一般会計から 27億円を借り入れている返済の計画ですが、次

の表の枠の資本的収入及び支出の下から２行目の長期借入償還金とい

う欄でして、2021年、2023年にそれぞれ２億円、３億円と予定してお

ります。 

 その償還の考え方ですが、右の収支の考え方の下、一般会計におけ

る経費負担の考え方の二つ目の丸を見ていただきたいと思います。  

 一般会計からの借入金については、 2021年度に２億円、2023年度に

３億円、それ以降、７年間で完済を予定しております。  

 ２年間ごとというのは、返済の前の年にそれぞれ診療報酬の改定が

ございます。そのときに、医療を取り巻く環境や経営の環境が変わり

ますので、そのときの収支や資金状況を見て返済し、７年間で返済す

る予定にしているところでございます。  

 右下の計画の進捗管理と進捗状況の公表についてですが、関係部局

とも連携の上、定期的に進捗状況の把握、管理をいたします。関係部

局というのは、市役所内部の関係部局でございます。そのほか、市議
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会に対して収支や業務量の報告もしますし、この審議会の病院部会に

も随時進捗状況の報告をして、客観的な評価を受けたいと考えている

ところでございます。  

 また、今後、国の動向や経営環境の変化で収支に大きな乖離が出る

ような場合には、必要に応じてこの計画については見直していきたい

と考えているところでございます。  

 計画の説明については以上でございます。  

 また、本日追加でお配りしたＡ４判の資料は、初診の患者さんにつ

いての非紹介患者加算徴収患者のそれぞれの割合を示したものでござ

います。 

 前回の病院部会でご質問があり、宿題になっていたところです。  

 まず、平成29年度の初診患者の割合ですが、一番上の表にあるよう

に、初診料をいただいている患者さんは１万 7,768人で、そのうち非紹

介患者加算の5,000円をいただいている患者さんは 1,894人で、10.6％

でございます。 

 1,894人の方々の診療科別の内訳は、下の表のＨ29のところに一覧で

上から並べております。この順番は、Ｈ 29と書いてある下に非紹介患

者数とありますが、ここの数で掛けて多い順番から並べています。  

 前回の部会でご質問があったのは、専門家検討会の資料で予約枠と

紹介患者数の表を掲載していたのですが、それが直近の平成 30年６月

の数字でございました。そこで、紹介患者が非常に多く、忙しいとい

うところのうち、非紹介患者がどの程度、各診療科を受診しているの

かを説明することができませんでしたので、まとめさせていただきま

した。 

 例えば、一番上の産婦人科ですが、予約枠138に対して紹介患者数は

117で、21の余裕がある状況です。非紹介患者さんが16ということです

から、その枠内におさまっているというのが見てとれます。 

 ただ、その下の皮膚科ですが、予約枠 49に対して紹介患者数が 65で

すから、16オーバーしていて、非紹介患者さんも15名いらっしゃると

いうことで、非常に忙しい状態になっているのが見てとれるかと思い

ます。三角がついているところが予約枠をオーバーしている診療科で
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すが、上から皮膚科、整形外科、呼吸器内科、小児科等となっていま

す。 

 資料の説明は以上でございます。  

○今部会長 ありがとうございました。  

 2020年に黒字化を目指すということです。  

 余談ですが、１月17日に、さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン懇談会

というものがあったようです。きょうはご欠席の平本委員が座長を務

められているのですが、そこで、予算規模20億円で市立札幌病院に３

次救急を充実させようという記載がございます。これは、まだ案なの

ですが、札幌市として、さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン懇談会での

ご発言、もしくは資料に出ておりましたので、何か情報をお持ちでは

ないですか。 

 それで一発で改善できるのではないかと思ったのですが、まだ情報

はないですか。 

○宇都宮経営管理部長  今お話がありましたさっぽろ連携中枢都市圏

ビジョン懇談会で検討しているのは、広域圏の中でごみや除雪など各

自治体が協力できるサービスは何か、それを一緒にやりましょうとい

うビジョンをまとめているもので、その中で、特に救急医療体制につ

いて、札幌圏でしっかり担っていきましょうということを記載してお

ります。 

 今お話がありました金額につきましては、一般会計から市立札幌病

院に救急医療として、収支差分で赤字分を補塡していただいていまし

て、たしか５年分だったと思いますが、その分を記載しております。

その金額は、今回の中期経営計画で見ている分と整合性をとっており

ます。 

○今部会長 では、新規ではないのですね。  

○宇都宮経営管理部長 さようでございます。  

○今部会長 わかりました。どうもありがとうございました。  

 それでは、ただいまの報告につきまして、ご意見、ご質問を承りま

す。 

○水澤委員  一つ目は、今回、資料を読ませていただいての感想に近
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いのですが、このたびの新中期経営計画は、前の中期経営計画と同じ

ことを繰り返していないか危惧しています。二兎を追う者は一兎をも

得ずになっていないかということです。同時に二つのことをうまくや

ろうとすると、結局はどちらも失敗するというたとえですが、前の中

期経営計画では、目指すべき将来像と財政改善の二つを、また、今度

の新中期経営計画も、市立札幌病院の役割と経営改善の二つを同時に

うまくやろうとしているようにも見えます。 

 市立札幌病院の役割と経営改善のうち、どちらを優先すべきかにつ

いては、どうも経営改善よりも役割を重視しているように見えます。

これでは、前の中期経営計画の繰り返しになっているように思います。

新しい中期経営計画では、経営改善を優先し、赤字という負の遺産を

将来に先送りしないということではないかと思います。経営改善を優

先する中で、市立札幌病院の役割が具体化するようにすべきではない

でしょうか。新しい中期経営計画（案）では何を優先しているのか、

私にはよくわかりませんでしたので、再度、お考えをお聞かせいただ

きたいと思います。  

 二つ目は、37ページの財務指標の中の経常収支比率は、先ほど説明

がありましたが、2020年度から黒字になっておりますが、どんな収支

改善施策を具体的に行うことで黒字化が可能になるのか、よくわかり

ませんでした。再度、黒字化になる施策の内容を教えてほしいという

ことです。また、収支改善施策を数値化し、一覧表で毎年確認できる

ようにすべきではないかと思います。どうも、今回の新中期計画では

改善施策を毎年確認できる数値化、一覧表化がされていないように思

いますので、それを確認できるようにすべきと思いますが、いかがで

しょうか。 

 三つ目は、長期借入金の返済に関するところです。  

 これも、案の39ページの下段で、一般会計からの借入金については、

先ほども説明がありましたが、 2021年度に２億円、2023年度に３億円

の返済を行い、2021年度から７年間で返済を予定しておりますが、各

時点の資金収支の状況に応じて返済額と期間を適宜見直しながら、早

期の返済を進めますとあります。  



 - 10 - 

 そこで、１点目は、返済開始年度は、2019年から７年間ではなかっ

たか。２点目は、長期借入金の 27億円を７年間で完済するという話で

はなかったか。３点目は、この計画では返済額が５億円となっていま

すが、５億円の返済でよいのか。４点目は、早期の返済を進めるとあ

りますが、完済の予定をしなくてもよいのか。５点目は、当初、議会

を含めて返済に関してどのような話になっていたのか。６点目は、こ

の計画（案）では、長期借入金の返済を本気でやるという意思を感じ

ませんでしたが、これでよいのかということです。  

 以上、考え方をお聞かせいただきたいと思います。  

○今部会長 たくさんありましたが、三つに分かれていると思います。

３点目に関しましては、その都度、振り返りながらと思いますが、ま

ず、従前の計画と同様ではないか、何が変わったのかというお話と、

収支改善計画の具体的な内容、ＰＤＣＡを回すのは１年ごとにきちん

とやってくれという話です。以上の３点についてお願いします。  

○宇都宮経営管理部長  まず、１点目の今の計画と何が違うのかとい

うところです。 

 今の計画の当院の役割というところでは、高度急性期病院、政策医

療を担う病院、地域医療支援病院という形で、出てくる文言はほぼ同

じでございます。何が違うかというと、今回は、冒頭にご説明させて

いただきましたように、専門家検討会議で市立札幌病院の役割は何な

のかを明確化したところだと考えております。  

 その中で、その役割を担っていく、それが経営の健全化につながっ

ていくのだ、入院患者さんがふえていくのだという議論が尽くされて、

その課題と改善の方向性が８点示されたと理解しております。  

 そういうところで、前回と今回の計画としては、出てきている文言

は似ているところがありますが、内容的には非常に骨太のものになっ

ているのではないかと考えているところです。  

 ２点目の黒字化をするために具体的に何をやるのかよくわからない

ので説明をというところです。  

 資料１の専門家検討会の資料をもう一度見ていただきたいのですが、

課題と改善の方向性で８点示されました。黒字化するために何が一番
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重要かというと、病院の収益のうち、市立病院の場合は、入院と外来

で、入院収益が大体７割を占めますので、入院の収益を伸ばすという

ことが一番のポイントになります。この資料１の左下に病床利用率と

ございますけれども、 2024年に90％ということで、この稼働率は非常

に高いです。実は、市立病院の場合は、一般病床のほかに精神や感染

症といった稼働率が非常に低い病床も含んでいまして、それを含めて

の90％ですから、平日の一般病床でいくと相当のパーセンテージにな

ります。その稼働率が高いことが黒字化を目指す部分という強い意思

であり、そうしなければならないと専門家検討会で示されたのだろう

と私は理解しています。  

 ですから、その目標を受け、今回の計画にまとめたところでござい

ます。 

 次に、３点目の27億円の返済計画について何点かございました。  

 当初の予定は、2019年から７年ではないかとありましたが、これは

関係しますので、札幌市議会でどのように説明していたのかというこ

とを最初にお話ししたいと思います。  

 まず、2017年に27億円をお借りしたときは、２年後の 2019年度には

返済の新たな枠組みを決定しますということで借り入れいたしました。

この27億円は、地方公営企業の場合は起債制限比率というものがござ

いますけれども、それをクリアできる額として算定した額が27億円で

ございます。それが、私どもがこれまで議会や市民に説明してきた内

容でございます。 

 そこでその枠組みを次期の計画の中に位置づける必要があり、今回、

それを整理していただいたという流れでございます。  

 また、返済の額についてですが、この計画期間で、２億円と３億円

の合計５億円、その額はどうなのかというところです。  

 資料２の３枚目の中期経営計画の表で、先ほど説明を割愛していた

ところがあります。収支見通しの表の上から三つ目のくくりに、当年

度分損益勘定留保資金、当年度分資金残、過年度分資金残、当年度末

資金残とございまして、２行目の当年度分資金残を見ていただきたい

のですが、2020年に資金が黒字になっていると思いますが、 2020年に
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収支が好転し、資金も好転いたします。そして、次の年の 2021年にな

お好転しますので、その好転した分として２億円を返済と計画してお

り、資金残が▲（三角）の1,200万円でございますが、返済できる能力

ぎりぎりのところをそれぞれ返済していく計画としております。  

 その次の年に黒字になり、２年後の 2023年にまた３億円をお返しし

ます。それを２年ごとに繰り返すという計画にしております。  

 そこで、返済を７年間でというのは、 2021年からの７年間、返済が

スタートしてからという意味合いでございます。というのが今回決め

ました返済の枠組みです。  

 ２年ごとというのは、繰り返しになりますが、診療報酬の改定と経

営の環境が変わることもあり、そのときの経営状況によって改善が進

むのであれば、より多く返していこうということで、一般会計との協

議の上、このような返済の方式になったところでございます。  

 返済について何点かご質問がありましたが、今の回答で不足すると

ころがありましたら、また質問していただければと思います。申しわ

けありません。 

○水澤委員  返済のところで、この計画のように５億円の返済でとり

あえずオーケーなのかということを再度お聞きしたいと思います。  

 また、完済の計画をきちんと立てなくてもいいのかというところを

非常に疑問に思っています。どこと協議をしてそういう答えになった

のでしょうか。 

○今部会長  その状況を見ながら、２年ごとに返済していくと考えて

いいのですね。 

○宇都宮経営管理部長  ２年ごとの返済で、期限は一般会計における

経費負担の考え方の丸の二つ目に、 2021年度から７年間で完済という

のは、そこで27億円を全て返すということでございます。この返し方

と期限につきましては、 27億円をお借りしている一般会計の財政当局

との協議のもと、このような計画を定めさせていただいたところでご

ざいます。 

○今部会長 ２年ごとに完済を目指していくということですね。  

○水澤委員  先ほどの二つ目の経常収支の黒字化を目指す施策という
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ことで幾つか挙がっていましたが、最初の年度と最後の年度しか数値

が示されていないので、これを毎年の数値に置きかえて、一覧表にし

ていただくことはできないでしょうか。  

○宇都宮経営管理部長  進捗状況につきましては、この病院部会でも

報告させていただこうと思います。そのときに、各年度、この６年間

でどのくらいを目標にして、今はどういうところかという進捗状況が

わかるような形でお示ししていきたいと考えております。  

○今部会長  病床利用率は、病床数によっても変わってくると思いま

すが、今の病床数でいくという前提で考えていいですか。それとも、

時代背景に応じて少し調整するというふうに考えていけばいいですか。 

○宇都宮経営管理部長  今回の病床数ですが、実は、ことしの４月か

ら、今の病床から75床減らしたベースで考えておりまして、それでの

病床利用率を算定しております。  

 ですから、2019年度からの期間というのは、その数字をベースにし

ております。ただ、その期間で、社会的状況で病床数が変更すれば、

それは大きなファクターになりますので、そのときに計画自体も当該

分を変更してお諮りし、説明しなければならないと考えているところ

でございます。 

○今部会長 ありがとうございました。  

 そのほかにありましたらどうぞ。  

○金子委員  2020年度に黒字化できるという非常にすばらしい計画で

すが、昨年度の経常収支は赤字であったということで、来年の 2019年

度も若干の赤字を予想しているということです。 2018年はまだ終わっ

ていませんが、現時点で、９か月を過ぎた時点で、去年から比べて経

常収支がどの程度改善しているのかを教えていただければ、この黒字

化が現実化できるという自信が持てるのではないかと思います。  

○宇都宮経営管理部長  数字については、精査している最中ではござ

いますけれども、12月までの診療収入の状況を見ますと、これまでの

４月から12月までの累計で、対前年同月比で７億円ほど好転して推移

をしてございます。今回の取り組みにつきましては、できるものから

今年度から取り組んでおりまして、頑張っているところでございます
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ので、それを踏まえての今回の計画というふうに理解していただけれ

ばと思います。 

○今部会長 好転しているということです。  

 そのほかにございますか。  

○河原委員  資料２の２枚目一番下の基本目標６の②です。ジェネリ

ック薬品への切りかえの推進とありますが、これまでより相当の力を

入れていかないと切りかえにはならないのではないかと思ったという

ことと、切りかえをする目標は何割くらいというのはありますか。  

 また、話がずれて申しわけないのですが、資料を全体的に見ていて、

「最後のとりで」という表現が漢字だったり平仮名だったりします。

札幌市でしたら、この文字は平仮名になどと統一されていますので、

そこもお聞きしたいです。  

○向井副院長  ジェネリック薬品の推進についてでございますが、現

在、ジェネリック薬品への切りかえは、先ほどの資料にもあったよう

に、約90％、ジェネリック薬品にかえられるものはかえている状況で

す。 

 今後も、特許が切れた薬品については、随時、ジェネリック薬品が

出てまいりますので、放っておくとジェネリック薬品の比率は年々下

がっていくことが予想されます。ですから、ジェネリック薬品が出て

きたものについては、もちろん精査しながらですが、可能なものにつ

いてはジェネリック薬品に切りかえていくということで、今の 90％は

ずっと維持していきたいと考えております。  

○宇都宮経営管理部長  「最後のとりで」の漢字と平仮名の表記につ

いてですが、統一して、計画をまとめるときには整理したいと思いま

す。 

○今部会長  ジェネリックにかえることによって、嫌だという患者さ

んもいらっしゃるかと思います。 90％というのはいい数字だと思いま

す。 

○向井副院長  院内で出している薬については、もうジェネリック薬

品しか出ないので、それはもうそうなっています。ただ、院外薬品に

ついては、どうしてもジェネリック薬品を好まないという患者さんも
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いらっしゃいますので、そういう方については、薬局で相談していた

だきまして、先発品にかえている方もいらっしゃるようです。  

○今部会長  院内採用薬はほぼ全てジェネリック薬品だということで

すね。 

○向井副院長 そうです。 

○今部会長 そのほかに何かございますか。  

○市川委員 質問させていただきたいと思います。  

 一つ目は、資料２の２ページ目です。一番大切な病院の基本目標と

主な取り組み事項についてです。  

 この中で、１点入れたほうがいいのではないかと思っている点と、

項目の中に当てはまらなくても何らかの形で言葉を入れたほうがいい

のではないかという思いがあります。  

 入れたほうがいいのではないかということは、基本目標４に、医療

の質を常に向上させますという目標がありまして、取り組み事項が④

までございますが、もう一つ、入れていいかどうかは別として、私が

思っていることは、医療の質を向上させるためには、医療実績を上げ

るということと医療事故を防止するという両輪が絶対必要になってく

るわけです。もし大きな医療過誤が生じたとしたならば、根底から信

頼が崩れまして、この計画は、経営的にも立ち行かなくなってしまう

事態を招くことになると考えられます。市立病院なので十分徹底され

ていると思いますので、このことを１点入れたらいいのではないかと

思います。 

 言葉的には専門用語になりますけれども、医療過誤の防止に努める

ということ、あるいは、ヒヤリハット事案の防止に配意したいとか、

そういう表現を入れてはどうかという思いがしております。  

 もう一点は、項目的にどこに入れたらいいのか、ちょっと迷ってい

まして、総論的あるいは最終的確認事項として、これらの目標を確実

に達成していくためには、士気の高い職場環境がどうしても必要にな

ります。やはり、この計画の中に医療従事者、あるいは、事務職員の

顔をしっかり見せていく必要があろうと思うのです。まさに今、働き

方改革など、社会的に大きく叫ばれている時世でもありますので、当
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病院は、職員、なかんずく医療従事者及び事務職員の士気の向上に努

めていきたいということです。そのためにはということでいろいろあ

ると思いますが、大変難しい課題ではありますけれども、明るく活力

のある職場づくり、あるいは、医師等の負担は相当重いのだろうと想

像しておりますけれども、適正な勤務時間、適正な勤務管理に努める

のだということです。  

 そういうことを含んで、士気の高い職場がこの基本理念に向かって

最後のとりでなのだという自覚で、そういう思いで末端の職員一人一

人に至るまでがやりますという決意を示すことがよいのではないかと

思っております。 

 最後の質問は、資料２の３枚目の最後、計画の進捗管理と進捗状況

の公表というところです。  

 先ほど、他の市民委員からも質問がありましたけれども、私も、こ

の目標を達成するためには、６年という年限は余りにも長過ぎると思

います。この激変する社会情勢において、１年で大きく変わってしま

うのです。 

 したがって、この数値目標等も、でき得れば、各年度ごとの目標数

値を設定するのが望ましいと思っております。加えて、この推進状況

等につきましては、毎年度、市議会はもちろん、病院部会においても

報告されますし、ホームページ等で市民にも公表されると聞いており

ます。 

 したがって、最後に書かれていますように、大きな変化が生じた場

合、必要に応じて計画を見直しますと書いておりますが、先ほどお話

ししたとおり、６年というのは長い期間ですので、でき得れば、毎年、

その都度、検証されるわけですから、検証結果を踏まえて、問題点を

抽出して、改善方策はないかということを十分論議した上で、是正す

べき目標、推進、やり方、取り組み事項の一部変更をしていくべきだ

と思います。そうすることで、計画に弾力性を持たせることができま

すし、目標達成に向かって極めて有効な６年間になるのではないかと

考えているところです。  

○今部会長 ３点ございました。  
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○宇都宮経営管理部長  ３点について、私から回答させていただきま

す。 

 今の質問は、本当にありがたく存じます。まさにそのとおりだなと

思ってお聞きいたしました。  

 １点目の、医療の質を上げる、実績を上げる、その中でも大きな医

療過誤があってはならないので、防止策やヒヤリハットなどというこ

とでございますが、それらをどういう形で盛り込めるか、検討させて

いただきたいと思います。  

 ２点目の職員の働き方改革、意識を高く、というご指摘ですが、そ

こもまさにそのとおりかと感じているところでございます。今回、ど

のように記載できるか、記載の方法も含めて検討させていただきたい

と思います。 

 また、３点目の公表について６年は長いので、１年ごとの進捗管理

もしていく中で、弾力的に取り組み内容も修正するべきだというとこ

ろです。その取り組みは、そのとおりしていこうと考えております。

毎年、数値目標をもって検証し、大きな方針にのっとって進めていっ

て、多少ぶれるところはあろうかと思いますが、その範囲内で見通し

て、６年間いけるかというときにはそのままいかせていただこうと思

いますが、まさに診療報酬改定で大きく変わり、社会状況も変わった

というときに、この計画のままでは先行きが見通せないという状況の

ときには、その方策をこの部会で、もう一度議論させていただきなが

ら、見直しも考えていかなければならないと思っております。  

 委員ご指摘のように、まさに弾力的な計画になるようにしたいと思

いますので、今後の病院部会で、その進捗状況について報告させてい

ただきたいと考えております。  

○今部会長 追加はございますか。  

○向井副院長 今のご質問、大変ありがとうございました。  

 医療事故についても、我々も常に心配して、毎日のように検討して

おります。確かに、ここに追加したほうがいいのではないかと考えま

すので、その方向で検討させていただきたいと思います。  

 それから、職員が誇りを持って働ける環境は非常に大事なところで
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す。それを基本目標３のところに追加できるかどうかを含めて、今後

検討させていただきたいと思います。  

○今部会長  医師の働き方改革という先ほどのお話がありましたが、

一般職に比べて、はなから 960時間というものが出て、 1,900時間とい

う話も出てきていますので、過労死基準を軽く超えています。一生懸

命働くということと救急医療その他の二律背反というか、非常に難し

い問題があるので、そこは見ていかなければいけないと思います。そ

れは、社会状況の大きな変化ということになってこようかと思います

が、まだ決まっていませんので、注視しなければいけないと思ってお

ります。 

 さて、そのほかにございますか。  

○河原委員 資料３の84ページでお聞きします。  

 周産期医療とあるのですが、今、晩婚化により、女性の出産年齢が

上がっています。それによるさまざまなリスクもあるということを耳

にするのですが、この数十年の間に変わった様子などはありますか。  

○関病院事業管理者  市立札幌病院には周産期母子センターがありま

すので、道内各地から母体搬送等を受け入れています。その件数に関

しましては、一定のレベルをずっと保っているところですが、ほかの

病院でやっているような通常の分娩の件数に関しましてはほかの病院

でやっていただくのですが、かなり重症な患者さんが一定の割合でこ

ちらに来ますので、それはこちらでずっと引き受けております。  

 数は把握しておりませんけれども、決して少なくなっているわけで

はありません。 

○河原委員 それでは、ふえているということもないのですね。  

○関病院事業管理者  重症の患者さんを引き受けるためには、ベッド

の余裕を持って受けなければいけません。たくさん受けようと思えば

受けられるのですが、そうすると、本当に重症な患者さんを受け入れ

る施設が札幌市内になくなってしまうのです。私どもは、重症な患者

さんを担当している施設です。  

○今部会長  それでは、まだご発言になっておらない委員にお願いし

ます。 
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○菅原委員  私は、質問というよりは、エールを送るというか、お願

いです。 

 資料２の３ページの収支見通しを見ますと、まさに入院収益が達成

できるかどうか、全てそこにかかっていまして、これが崩れると、恐

らく、全くこのとおりいかなくなるということです。  

 資料２の下のページの１の中期経営計画概要版で、市立札幌病院を

取り巻く環境の中の札幌医療圏の将来人口の推移から見ても、 2025年

度まではほぼ横ばいですけれども、その後はだんだん右肩下がりで下

がっていくということは、入院費用の収益も非常に厳しくなっていく

であろうと思います。その後のことを考えると、この計画を達成して

いかないと、その後はより厳しくなるということが容易に想像つきま

すので、入院収益を上げるべく、具体的な努力をぜひ確実に進めてい

ただきたいというお願いでございます。  

○今部会長 要望ですが、何かありますか。  

○関病院事業管理者  菅原委員、ご指摘をどうもありがとうございま

す。 

 今おっしゃられたように、私どもは頑張ってやっていこうと思って

おりますし、医療圏の人口動態の変更につきましてもよく把握してお

りますので、その中で私どもはどういう医療を提供できるかというこ

ともこれから向き合っていかなければいけないと思います。  

○今部会長 早坂委員、何かございますか。  

○早坂委員 冊子のほうで何点か知りたいと思いました。  

 21ページですけれども、取り組み事項（２）のドクター・トゥ・ド

クターの対応が新規となっています。現在、ドクター・トゥ・ドクタ

ーの患者紹介専用ダイヤルをやられていると思いますが、こちらには、

通常の紹介患者、救急患者にかかわらず云々と入っていまして、今年

度までに構築しますとなっています。これと現在動いているドクター・

トゥ・ドクターのダイヤルの関係がどうなるかと思いました。同じよ

うな言葉で整理したいと思ったので、この部分の説明をしていただき

たいと思います。 

 もう一つは、数値目標のところで、各委員からも６年後の数値が出
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てきて、スタートと６年先の数値が出てきたときに、どのような右肩

上がりでいくのか。  

 確かに、物によっては、ニーズはますますふえるであろう外来の化

学療法加算については、現在、2017年度の3,075件という現状値が６年

後には5,500件とかなり大幅な増になっているかと思います。もちろん、

外来化学療法室の15ベッドの稼働率についても、 1.2回転とか1.3回転

と出てきて、これが 5,500件になってくると1.5回転以上になってくる

と思います。 

 実際にその数字になったときに、現状のスタッフの数、あるいは、

働き方改革ではないですが、実労働の中でこの数値が本当にうまく回

るのかどうか、あるいは、それに対応してスタッフもふやしていく予

定にするのかどうか、その辺のところも１年ごとに数字がふえていけ

ば、それに合わせた環境整備が、人的なものも含めて、あるいは、ベ

ッドの数がどうなのかということも含めて検討材料になると思いまし

た。その辺が少し見えたほうがよろしいと思うので、毎年の数字を出

していただくのは非常にいいと思いました。  

 もう一つは、31ページの取り組み事項の入退院支援機能の強化、レ

ベルアップということで、仮称で患者サポートセンターの構築となっ

ています。これは、いろいろな職種の方が、入院が決まった時点から

退院までにかかわるのかなと思います。実際には、既に全国でいろい

ろやられているところがあると思いますが、患者さんにとっても非常

にメリットがあり、職員にとっても非常に効率的に回って、よろしい

という発表もあるようです。やはり、実際に全病院規模で動かすとな

ると結構な時間がかかるという気がしましたので、１年間くらいで大

丈夫なのかということが一つ気になりました。これは、いろいろな書

籍を見ても紹介されていましたので、ぜひ取り組んでいただきたいと

思います。 

 それから、37ページの真ん中あたりに、経常収支の考え方で、こと

しの10月に消費税の関係で診療報酬の改定があり、医科は 0.48％とい

う数値が発表されていました。ここで、経常収支で括弧で２億円と入

っているのですけれども、この算定根拠がどこにあるのか、よくわか
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らなかったで、お聞きしたいと思います。  

 あとは、全体を通して、この数値を達成するためには、関係の近郊

の診療所の先生、あるいは、他の病院との連携の強化をいかに進めて

いくのかということが肝になる気がします。ですから、数年前から進

められているすずらんネットによる、もっと多くの先生方のご参加を

いただきながら、長期処方の逆紹介の患者さん方が安心して近くの診

療所の先生、あるいは近くの医療機関にかかれるような体制で、ネッ

トに参加している先生方が安心して市立札幌病院から紹介できるよう

な、その情報のとり方や伝え方もこれからもう少し強化していったほ

うがいいと思います。  

 患者さんは、長期で通っている方々は、近くにこういう先生方がい

ますと言われても、わかりましたと言っていただけるかどうか、不安

なところもあると思うのです。そこは、十分連携をとっているし、フ

ォローできていますと安心して紹介できるようにやっていく必要があ

ると思いますので、それを達成するためにも、連携医療機関をもっと

ふやしていくということかと思いました。  

○今部会長 ありがとうございました。  

 ４点ほどございましたが、いかがでしょうか。  

○宇都宮経営管理部長  まず、１点目の本書の 21ページのドクター・

トゥ・ドクターの対応のところです。今も専用ダイヤルがあって、そ

れとの違いについてのご質問かと思います。  

 ここに記載していますのは、ドクター・トゥ・ドクターで実際に応

需、不応需の状況が、今、全てを把握し、その理由やその後のフォロ

ーが十分にできていない状況があるということで、紹介元の先生にそ

の状況を説明するなどのフォローをする仕組みの構築ということで新

規とさせていただいています。受け入れの入り口の部分は今構築して

いるのですが、その後のフォローの部分での仕組みということで新規

とさせていただきました。  

 また、２点目は、化学療法について、回転数が上がっていくきにス

タッフがしっかり回るのだろうかというところの検証のお話かと思い

ます。 
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 現在、ベッドの稼働率は1.2と記載していますが、時間的には午後の

２時、３時になるとあいていることが多い状況です。化学療法の種類

によってその時間は変わるのですが、あいている時間もございますの

で、そこを有効活用することによって稼働率を上げていきたいという

ことで、新たなスタッフの増はこの計画では見込んでおりません。  

 ３点目は、31ページの入退院支援機能の強化の患者サポートセンタ

ーを2020年までに構築とあり、期間がちょっと短いけれども、大丈夫

かというご質問です。  

 これは、非常に有効な取り組みだと私どもは考えております。それ

ぞれの部分は、今も、ホールであったり、地域連携センターであった

り、それぞれで取り組みをしていますが、それを一つに集約し、連携

することによってサービスの向上につながると考えておりますので、

できるだけ早くという気持ちを込めて、 2020年とさせていただいたと

ころでございます。  

 ４点目は、37ページで消費税の影響分を経常収支で見込んでいる２

億円分と記載しているところです。  

 委員がご指摘のとおり、計画策定のときにはこの詳細の部分はわか

っておりません。ですから、これは消費税が改定されることによる当

院の経費の負担増を試算させていただいたものです。当院の場合は、

消費税１％で約１億円の支出の当たりがございます。ですから、今回、

８％から10％になると、２％増で約２億円ということで、それを計上

させていただいたところでございます。  

 最後に、地域との連携を強化するため、すずらんネットなど、連携

医療機関をふやしていかなければならないというご指摘は、本当にご

もっともだと思っております。なかなかふえていかないところもござ

いますけれども、各医療機関を訪問し、連携医療機関をふやすととも

に、どういう医療機関があり、そこにどういう先生がいて、どういう

関係を病院と当院が構築できているのかを入退院支援の窓口などで説

明しながら、患者さんにも安心して地域で医療を受けていただけて、

何かあったときには市立札幌病院が見ますという関係になっているこ

とを十分説明することで、信頼関係を築いて、地域の医療機関との役
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割分担を進めていきたいと考えております。  

○今部会長  実は、私ども小さな開業医にとっても、市立札幌病院と

提携させていただいていて、最後のとりでになっていただいておりま

す。あそこの診療所に行けば、バックに市立札幌病院が見えるねとい

う信頼関係を築きながらやっていくと、患者さんにとっても一番いい

ような気がします。  

 渡辺委員、いかがですか。  

○渡辺委員  計画（案）に基本理念が示されていますが、今、高齢化

ということもありますので、在宅医療に関して力を注いでいく必要が

あると思います。かかりつけ医を見つけて、密接な関係を築きながら、

何かあった場合には市立札幌病院に受け入れてもらえるという形が、

基本目標１のどこかに言葉としてあるといいと思うのです。そうする

と、私どもがこれから病院にかかるときに、心強いのではないかと思

います。 

 それから、質問ですが、 23日の道新に掲載されていた記事で、各都

道府県の医師会がかかりつけ医の認定証といいますか、道内では 87人

が取っておられるということですが、そのかかりつけ医と市立札幌病

院は提携されているのですか。  

○今部会長 かかりつけ医の認定制度というものはまだないはずです。

どちらの団体の、どういうものですか。  

○渡辺委員  日本医師会総合政策研究機構とありまして、 2017年にと

書いてあります。 

 2016年度にかかりつけ医機能研修制度を創設しまして、在宅医療に

もかかわることができるというふうにあったのです。  

○今部会長  研修会等は物すごい数があるのですが、そこで日本医師

会がかかりつけ医ですよと認定している制度はまだないはずです。  

○渡辺委員 では、私の勘違いだったのですね。  

○今部会長 日医総研と書いてあるのですね。  

○渡辺委員  １月23日の道新のくらし欄に出ておりました。それを見

て、心強いかなと思ったのです。病院選びの参考になるとも思ったの

で、受け入れられているのか、かかりつけ医さんとの連携はどうなっ
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ているのかと思ったのです。安易な考え方でしょうか。  

 もう一点は、本当に力を入れていただきたい周産期医療についてで

す。 

 まさに、昨日、私の長女が緊急入院いたしまして、その搬送先に市

立札幌病院の名前も挙がったそうです。実際には違うところに搬送さ

れましたが、本人が選ぶということはなかったそうです。今まで受診

していた病院との連携だったようで、市立札幌病院も挙げられていた

ということを聞きました。家族も本人もすごく不安ですから、何かあ

りましたら受け入れていただきたく、力を入れていただきたく、お願

い申し上げます。 

○向井副院長  在宅医療の後方支援についてですが、資料の 54ページ

に、これは専門家検討会の資料になりますけれども、真ん中あたりに

在宅療養後方支援病院で札幌市医師会で定めていることがありまして、

在宅で何か問題があればそちらに入院できるという制度がもうできて

います。そこの病院でなかなか引き受けられない患者さんもいますの

で、そういうものにつきましては、市立札幌病院で引き受けるという

形で話がついていて、制度としてももうできている状況になっており

ます。 

 先ほどの20ページの基本目標のところにも、具体的には書いていな

いのですが、現状の課題のところで、在宅医療に対する需要の増加が

認められますので、今後、在宅医療については今までどおり応需して

いきたいということでございます。  

 周産期医療については、札幌市内にも幾つか拠点がございますので、

当院を含めて、皆、頑張ってやっているところです。ぜひ今後もよろ

しくお願いします。  

○今部会長  医師会では、在宅の緊急時の後方支援病院体制を組んで

いまして、36くらい入っていただいております。これは、普通の１次

救急、２次救急と別に、在宅をやっている先生たちが在宅が困ってい

るときにバックアップをしていただく後方支援体制で、その最後のと

りでが市立札幌病院になっているのです。そこがだめだったときに市

立札幌病院に引き受けていただいているということで、非常に感謝を
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しております。 

 また、先ほどの在宅専門医の資格という面に関しては、在宅の支援

診療所という国の制度がございまして、在宅をしている先生たちの施

設として認定されているものはあるのですが、かかりつけ医として認

定されているというものはないと思います。  

 後で見せていただいて、検証します。  

○金子委員  この方針を読んで、数字的な目標はよくわかったのです

が、この数字を具体的に得るためには、ガバナンスの問題は非常に大

事だと思います。2018年度に入院収益がかなり上がったということは、

今のスタッフの方がいろいろなガバナンスを統一して、きちんとした

診療をされているということなのだろうと思います。  

 例えば、入院のベッド稼働率は 90％以上を超えるというのは、不断

に95％くらいないとなかなかできないですし、先ほど話がありました

ように、入院収益を上げるということは、この経営改善の最も根本だ

と思うのです。そうすると、具体的に在院日数は 10.数日で、ベッド稼

働率が95％だとすると、かなり厳しいコントロールが必要だと思うの

です。在院日数が本当に 11日前後でいいのかどうか、あるいは、 15日

にすればベッド稼働率がふえますし、５日間の在院日数がふえれば、

1.5倍の入院収益が上がるわけです。現実問題として、きちんとしたベ

ッドコントロールについて、ベッドコントロール委員会というものが

あってされているのだと思いますが、そこでのガバナンスはどうされ

るのかという問題と、全体としての獲得目標はよくわかるのですが、

各診療科のトータルとして数字が出てくるわけです。そうすると、紹

介患者の余裕があるところとか、ないところとか、いろいろあると思

いますが、各診療科での獲得数字を具体的に出された上でのトータル

としての獲得数字なのかということをお伺いしたいと思います。  

 各診療科でのいろいろな問題点をはっきりさせて、そこでの獲得数

字がなければ、トータルとしてこれが本当に達成できるのかというこ

とになると思います。各診療科に対するガバナンスの問題と、各診療

科独自のガバナンスの問題は非常に大事だと思いますが、その辺の具

体的な施策はどうなっているのか、教えていただければと思います。  
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○宇都宮経営管理部長 まず、１点目の入院期間と稼働率の関係です。 

 入院期間が10日くらいのものを15日に延ばすという話がありますが、

ＤＰＣの入院期間のⅠ、Ⅱ、Ⅲとございますけれども、Ⅱまでの範囲

内で当院は75％くらいを目指しているところです。その期間を目安で

コントロールするのが質の高い医療の提供となると思うので、それを

コントロールしながら病床稼働率も新規入院患者をふやしていって稼

働率を上げる方向性を目指したいと考えております。  

 先に３点目の新規入院患者を診療科ごとに数値目標を持っているの

か、それで積算しているのかという部分でございます。先ほども若干

お話をしましたが、病棟によって、稼働率の低い感染症病床とか特定

の病床という部分がございますので、それぞれの病棟、病床ごとに、

90％を目標にするためにはどの程度の稼働率にならなければならない

のかということを改めて精査して、数値管理を内部でしたいと思って

おります。 

 90％を目指していて、それぞれで数字をどうやってふやしていくの

かですが、今回は、入院患者の入り口が救急と紹介患者があって、救

急の患者さんはこういう形で受け入れをしていきます、紹介患者さん

も今までの増加のトレンドにのっかって、それと同じくらいの伸び率

で断わらずに引き受けていくぞということで、それを積み上げた結果

としての90％でございますので、実際に数字をつくったときには診療

科別の内訳はございません。  

 また、２点目のところで、そのためにベッドコントロールをどうい

うふうにしていくのか、それが非常に重要ではないかというお話です。 

 今お話ししました受け入れの入り口の救急の部分ですが、去年の１

月からベッドコントロールの強化をしたのは、病棟の一元化のコント

ロールでしたけれども、入り口の救急を含めてやらないと、稼働率は

全体的になかなか上がっていかないのだろうということで、救急から

転棟するときのルール、基準づくりをして、全体のベッドコントロー

ルの強化につなげていきたいと、今、検討を進めているところでござ

います。 

○金子委員  そのとおりなのだろうと思いますが、救急からの入院患
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者が少ないということと、入院患者に関しては救急と定期の入院があ

ります。救急でなければ入院できない患者さんがたくさんいらっしゃ

るわけです。例えば、脳卒中とか心筋梗塞とか外傷というのは、救急

の入院患者が多いわけです。脳卒中などですと、救急患者の５割から

６割は入院されるのです。そうすると、救急患者をふやすという場合

に、どういう診療科に頑張ってもらわないと救急患者からの入院がふ

えないかということがあると思います。  

 その辺の分析と、現実に市内で血管障害で何人くらいの救急患者が

搬入されて、当院には何人くらい来られて、そのうちの何％くらいが

入院されているのか、そこで、血管障害で救急患者が札幌市内で発生

するのであれば、そこで獲得目標が上がってくるわけです。そういう

分析をしていただければ、救急患者からの入院はよりふえると思いま

す。 

 現実問題として、うちは脳外科ですが、救急患者の５割は入院です。

ですから、脳血管障害の患者さんの救急がふえれば、その分、入院が

ふえるのです。当院の場合、脳血管障害の救急患者が札幌市内のシェ

アで何％くらいなのかということは大切だろうと思うのです。  

 それは、救急で来られなくて入院する方もたくさんいらっしゃいま

すし、科によっては救急に余り関係ないところもあると思います。そ

の辺の救急患者の当院でのシェアをもうちょっと分析していただいて、

当院が重点を置くべき診療科は何なのか。診療科別の獲得目標はもう

少し考えていただければと思っております。  

○今部会長 より細かい分析をという話です。  

○宇都宮経営管理部長  救急の受け入れですが、ここ数年の状況を見

ますと、市立札幌病院の場合、３次救急の受け入れは、ほぼ横ばいで

ございます。ふえていっているのは、昨年から受け入れを始めた３次

救急以外でございまして、医師会の輪番制のバックアップとしてスタ

ートしたところです。  

 先ほどの取り巻く環境のところでもご説明しましたが、２次救急の

部分が今後ふえていくということで、そこの受け入れ体制をどのよう

にしていくのかというのはまさに重要なところだと考えおります。そ
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の体制については、今後も検討していきたいと思います。  

○今部会長  救急車の出動台数も激増していて、札幌市も東と北で２

隊ふえて、32隊から34隊になり、これから高齢者の救急がふえていく

というデータが出ております。２次救急の市立札幌病院の役割はます

ます大切になってくるのではないかと思います。  

 言い方は悪いですが、患者さんたちの属性と、どこから入ってどこ

の科に行ったのかということも見ていったほうがいいかもしれません。 

 予定の時間が来ましたけれども、最後にお一方、いかがですか。  

○水澤委員  今後、中期経営計画（案）について、パブリックコメン

ト、公表を含めてどのようにしようとしているのか、スケジュールを

教えてください。 

○宇都宮経営管理部長  今後のスケジュールでございますけれども、

きょうご説明した内容につきまして、市議会にご説明をさせていただ

こうと思っています。そちらでも意見をいただきまして、その上で、

時期的には２月末から３月ぐらいになるかもしれませんが、パブリッ

クコメントを１か月ほど実施して、その意見を踏まえて計画を成案化

したいと考えているところでございます。  

○今部会長 約１か月ということです。 

 それでは、きょうは本当に貴重なご意見、ご議論をいただきました。

社会状況ということをざっと考えてみますと、皆様のお話の中で、人

口構造、消費税の問題、働き方改革の問題、診療報酬の改定、地域医

療構想の医療機関の医療資源の配分、地域包括ケアがどのように回っ

ていくか、ざっと考えただけでも、ここ数年でこれくらいのものがど

んどん動いていくのだと思います。市民委員の皆さんを初めご指摘さ

れた、これらの社会状況を踏まえた細かな検証によって、ＰＤＣＡを

繰り返し回していきながら、まさにレジリエンスな考え方で、その都

度、その都度やっていかなければいけない問題だと思います。  

 ほかにありませんか。  

（「なし」と発言する者あり）  

 

３ 閉 会 
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○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   


