
 

 

 

 

札幌市営企業調査審議会（平成20年度第１回病院部会） 

 

 

 

 

日 時  平成20年9月30日（水）午後６時30分～８時00分 

 

場 所  市立札幌病院３階ひまわり分校多目的室 

 

出席者  委 員 10名 

     浅井委員、河西委員、工藤委員、佐々木委員、瀧谷委員、 

     中田委員、西澤委員、浜田委員、舟橋委員、村上委員 

      

     市 側 

     病院事業管理者、経営管理室長、樋口副院長、富樫副院長、

村田副院長、静療院長、経営管理部長、放射線部長、検査

部長、薬剤部長、看護部長、その他関係課長等 
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１ 開 会 

●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20年度第１回病院部会を開催させていただきます。  

 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、誠にありがとうございます。  

私は、当部会の事務局を担当させていただきます経営企画課長の元

木と申します。よろしくお願いをいたします。  

 

２ 管理者あいさつ 

●経営企画課長 それではまず、病院部会を開催するに当たりまして、

吉田病院事業管理者から、一言、皆様にごあいさつ申し上げます。 

よろしくお願いします。 

●病院事業管理者 病院事業管理者の吉田でございます。  

病院部会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  

委員の皆様方におかれましては、大変ご多忙のところ、当部会にご

出席いただきまして、誠にありがとうございます。  

また、日ごろから市立札幌病院の運営につきまして貴重なご意見を

賜り、感謝申し上げる次第でございます。  

さて、市立札幌病院は、明治２年に設立されて以来、常に市民の皆

様のご要望にお応えし、高度な医療を提供することを目指してまいり

ました。近年では、救命救急センターを中心とした急性期医療や、小

児・周産期医療、そして地域がん診療拠点病院として悪性腫瘍の治療

などに力を入れているところでございます。  

また、教育病院としての体制の充実にも取り組み、次代を担う人材

の育成にも努めているところでございます。  

一方、多くの公立病院におきましては、地域における中心的な医療

機関として、地域医療の確保のため重要な役割を果たしておりますけ

れども、経営状況の悪化と医師不足などによりまして、その経営環境

や医療提供体制の維持が困難な状況となってございます。  

こうした中、昨年12月には総務省から公立病院改革ガイドラインが

示され、各地方公共団体は平成20年度中に公立病院改革プランを策定
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の上、病院事業経営の改革に総合的に取り組むこととされてございま

す。  

当院におきましては、これまでも平成17年６月に市立札幌病院パワ

ーアッププラン、平成18年１月には市立札幌病院中期経営計画を策定

いたしまして、経営改善に取り組んできているところではございます

が、この機会に改めて当院の果たすべき役割を確認するとともに、さ

らなる収支改善策を検討し、今年度中に改革プランを策定する予定で

ございます。  

今年度、新たに設置されましたこの病院部会は、病院事業に精通さ

れた方や利用者の方など幅広い委員で構成され、貴重な議論の場でご

ざいます。また、後ほどご説明申し上げますけれども、今年度の部会

は、本日を含めて３回程度開催し、改革プランを中心とした審議をお

願いいたしたいと考えております。  

どうか、委員の皆様におかれましては、実りのある改革プランとす

るためにも、当院の将来の方向性や収支改善策などについて、それぞ

れのお立場から忌憚のないご意見をいただきますようお願い申し上げ

まして、甚だ簡単でございますが、私からのごあいさつとさせていた

だきます。  

どうぞよろしくお願いいたします。  

 

３ 委員及び病院局理事者紹介 

●経営企画課長 それでは、本日は病院部会の初回ということもござ

いますので、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、委員名簿に従いましてご紹介申し上げます。  

初めに、浅井委員でございます。  

続きまして、河西委員でございます。  

続きまして、工藤委員でございます。  

続きまして、佐々木委員でございます。  

続きまして、瀧谷委員でございます。  

続きまして、中田委員でございます。  

続きまして、西澤委員でございます。  
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続きまして、浜田委員でございます。  

続きまして、舟橋委員でございます。  

続きまして、村上委員でございます。  

以上でございます。  

続きまして、病院局理事者をご紹介申し上げます。  

初めに、吉田病院事業管理者を改めてご紹介いたします。  

続きまして、岡村経営管理室長でございます。  

続きまして、樋口副院長でございます。  

続きまして、富樫副院長でございます。  

続きまして、村田副院長でございます。  

続きまして、安田静療院長でございます。  

続きまして、奈良放射線部長でございます。  

続きまして、小林検査部長でございます。  

続きまして、伊藤薬剤部長でございます。  

続きまして、近藤看護部長でございます。  

続きまして、野崎経営管理部長でございます。  

続きまして、大木総務課長でございます。  

続きまして、中島医事課長でございます。  

続きまして、阿部静療院庶務課長でございます。  

以上でございます。  

 

４ 部会長及び部会長代理選出 

●経営企画課長 引き続きまして、次に、部会長及び部会長代理の選

出に移らせていただきたいと存じます。  

 審議会条例の第６条によりますと、部会には部会長を置き、部会に

属する委員の互選によってこれを定めるとされてございます。また、

慣例によりまして、各部会には部会長代理が置かれてございます。  

本来でございましたら、仮議長を選出いたしまして進行すべきとこ

ろでございますけれども、時間も限られてございますので、私がこの

まま司会進行をさせていただきまして、皆様にお諮りをしたいという

ふうに存じますが、よろしいでしょうか。  
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（「異議なし」と発言する者あり）  

●経営企画課長 ありがとうございます。  

 それでは、そのようにさせていただきたいと存じます。  

それでは、部会長、部会長代理の選出につきまして、どなたかご意

見はございませんでしょうか。  

●工藤委員 もし、事務局案がございましたら、出していただければ

ありがたいです。  

●経営企画課長 わかりました。  

ただいま、工藤委員から、事務局案とのご意見がございましたが、

皆様、いかがでございましょうか。  

（「異議なし」と発言する者あり）  

●経営企画課長 ありがとうございます。  

 それでは、ご異議がないということでございますので、事務局の方

から案をご提示させていただきたいと存じます。  

病院部会は、皆様ご存じのとおり、今年度からの開催ということも

ございまして、部会長には病院事業に精通をされている河西委員に、

また部会長代理には病院業界に精通をされている村上委員にお願いを

いたしたいという案でございます。  

皆様、いかがでございましょうか。  

（「異議なし」と発言する者あり）  

●経営企画課長 ありがとうございます。  

 事務局案にご賛成いただいたということでございますので、河西委

員に部会長をお願いいたしたいと存じます。  

河西部会長には、部会長席をご用意してございますので、お移りを

いただき、ごあいさつをお願いいたしまして、その後の議事運営につ

きましても、どうぞよろしくお願いをいたします。  

〔部会長は所定の席に着く〕  

●河西部会長 ただいま部会長に選出されました札幌市医師会の河西

でございます。  

 数年前に市立札幌病院のあり方に関する懇話会がございまして、私

は、その委員会に出ておりまして、市立病院のあり方を検討した記憶
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はあるのですが、今度は市営企業調査審議会ということで、病院の経

営のことを中心にこの会が進むのかなと思いますけれども、その前提

として、やはり市立病院が札幌市の中でどういう立場にあり、どうい

う機能を果たすのかということが先にあって初めて病院の経営なのだ

ろうなというふうに私自身は考えております。時々、きついことを言

ったりすることがあるかと思いますが、ぜひこの点はご容赦願えれば

と思います。  

 

５ 議 事 

●河西部会長 それでは、早速、本日の議事に入らせていただきたい

と思います。  

本日は、第１回目の部会ということでございますので、初めに事務

局から市立病院の概要についてご説明をいただき、質疑応答の時間を

とりたいと思います。その後、今年度の本部会の主要審議事項であり

ます公立病院改革プランについて、概要を事務局からご説明をいただ

き、質疑応答の時間をとりたいと思います。  

それでは、事務局の方から、まず初めの議題についてご説明をお願

いいたします。  

●経営管理部長 経営管理部長の野崎でございます。  

 それでは、お手元の資料２、市立札幌病院の概要につきまして、ス

クリーンを用いましてご説明をさせていただきたいと思います。 

恐れ入りますけれども、スクリーン前方の方は、座席の向きをご調

整いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

まず、当院の沿革についてご説明申し上げます。 

当院は、明治２年に開拓史が銭函に開設をいたしました治療所を札

幌の元村に移転して以来の長い歴史を有してございます。その後、県

立、庁立、公立、区立の時代を経まして、大正11年の市制施行により

まして、市立札幌病院へと名称が変わり、昭和９年には精神病院でご

ざいます平岸分院、現在の静療院を開設いたしました。以降、本院、

分院の２院体制で、時代の要請に応えながら、市民の健康と医療を守

る砦として、その機能向上に努めてきたところでございます。 
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この間、平成７年には老朽化が著しかった本院を、現在の桑園地区

に新築、移転するとともに、平成５年には救命救急センター、平成17

年には地域がん診療拠点病院、平成18年には総合周産期母子医療セン

ターの指定を受け、本市はもちろん、道央圏の基幹病院として重要な

役割を果たしているところでございます。 

そして、本年６月には急性期病院としての機能を一層着実にするた

め、入院患者７人に対し看護師１名を配置することでより手厚い看護

を行うという７対１看護体制を導入いたしました。また、７月からは、

より透明で質の高い医療を目指すＤＰＣの対象病院となり、入院中の

医療費の計算も病名に応じた包括評価分と出来高分を合わせた方式と

なってございます。 

次に、市立札幌病院の概要でございます。 

標榜診療科は、平成19年度に緩和ケア科を新設いたしまして、現在、

31科となってございます。病床数は、一般病棟の810床に加えまして、

第１種及び第２種感染症指定医療機関として感染症病棟を８床有して

ございまして、合わせて818床となってございます。職員数、本院は定

数915名で、医師、歯科医師、看護師等、医療スタッフが大半を占めて

ございますけれども、そのほか臨床研修医など嘱託の職員や臨時職員

が約200名、診療報酬業務や清掃、警備などの委託業者の従業員を含め

ますと、全体では1,500名を超える人員が病院で働いております。 

平成19年度の業務量でございますが、１日平均の患者数は、入院約

700人、外来約2,000人となってございまして、病床利用率は稼働病床

ベースで救命救急センターを含め84.6％、平均在院日数は15.9日とな

ってございます。また、年間手術件数は約7,000件となってございまし

て、地域医療機関からの紹介率は約３割となってございます。 

また、豊平区平岸には静療院という精神科病院があります。平成18

年度までは254床ございましたが、民間の精神科病院との機能分化を図

り、公的医療機関に求められる高度特殊な精神科医療への特化を目指

し、病床規模の縮小や小児精神科医療の機能拡充を行うなどの再編を

行いました結果、現在では病床数162床、職員数141人で運営してござ

います。 
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続きまして、本院の施設をご紹介いたします。お時間があれば、直

接、施設をご案内させていただくところでございますが、今回はスク

リーンでご紹介させていただきます。 

まず、正面玄関から入ってすぐの中央ホールでございます。ここに

は、新患、再来患者の受け付けや会計、投薬窓口などもございますが、

２階までの吹き抜けに加えまして、自然採光を取り入れた開放的な空

間となっております。 

外来棟は中央ホールから左側に１階から３階までに分かれて配置し

てございます。入院病棟は３階から10階までとなってございまして、

各階には面会時や、日中、患者様が過ごされるデイルームを設置して

おります。また、一般病棟の７割程度は個室と４床室で構成してござ

います。 

４階に手術室がございまして、手術室はバイオクリーン対応を初め、

11室の手術室を設置してございます。また、当院は、高度医療を担う

病院といたしまして、ＭＲＩ、ライナックなどのほか、ＣＴ、シネア

ンギオなどのＸ線撮影装置や検査・医療機器を取りそろえてございま

す。また、超低体重で産まれた新生児などを集中的に治療いたします

ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）を９床、母体や胎児の命に危険がある

お産に24時間体制で対応いたしますＭＦＩＣＵ（母体・胎児集中治療

室）を６床設置してございます。 

地域と連携して高度医療を提供していくために、札幌市医師会と連

携して設置いたしました地域医療室などを基点に、病院と診療所の間

の連携、病院と病院との間の連携に取り組んでございます。 

救命救急センターでございますけれども、当院は３次の救急医療機

関として、特に重篤な患者様も受け入れる機関としての指定を受けま

して、総勢約20名の医師が24時間年中無休の診療体制を組みまして、

年間約2,100件の救急患者を受け入れてございます。 

また、屋上にはヘリポートを設置してございまして、広域的な救急

医療への対応を図ってございます。 

次に、当院を取り巻く外部環境についてご説明申し上げます。 

北海道には21の第２次医療圏がございますが、札幌を含む札幌２次
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医療圏は、札幌市を含めた６市１町１村で構成されてございまして、

圏域人口は231万人、うち札幌市は187万人でございますので、その８

割が札幌市ということになります。また、圏内に病院は245ございます

が、札幌市内に213病院ということで、約９割が札幌に集中していると

ころでございます。また、札幌医療圏の病床数は、地域医療計画にお

けます基準病床数を約8,000床上回ってございまして、北大病院、札幌

医大病院、国立病院機構北海道がんセンターのほか、公的、民間の運

営する大規模病院が多く、質・量ともに高い医療資源が札幌市に集中

している状況にございます。 

次に、全国でおよそ1,000ある自治体病院全体の経営状況でございま

す。 

約８割の病院が経常損失、いわゆる赤字となってございます。また、

毎年の欠損金の合計でございます累積欠損金につきましては、18年度

で約1兆9,000億円となってございます。 

また、実質的な資金不足をあらわします不良債務につきましては、

18年度は約1,000億円となってございまして、年々増加傾向になってご

ざいます。これらのように非常に厳しい経営状況となっていることが

ご理解いただけるかと思います。 

次に、当院の経営状況について、19年度決算の概要でご説明申し上

げます。 

この決算数字につきましては、現在、開会中の定例市議会の認定前

でございますことを申し添えます。 

まず、経営に伴って生じたすべての収益と、それに対応する費用を

表します収益的収支につきましては、診療収益や一般会計からの繰入

金などを含めた総収益が202億2,000万円、人件費や材料費、減価償却

などの総費用が210億9,000万円となりまして、差し引きで８億7,000

万円の損失を計上してございます。前年度と比べますと、平均在院日

数の短縮に伴う入院患者数の減少などから診療収益は減少となってご

ざいまして、収支差し引きでは約6,000万円の悪化となってございます。 

経営状況の推移でございますが、近年は、後ほどご説明申し上げま

す経営健全化の取り組みなどにより、損失額が、徐々にではございま
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すが、減少するなど収支が改善されてきましたが、平成18年度の診療

報酬のマイナス改定や平均在院日数の短縮などの影響もございまして、

ここ２年ほど悪化してきてございまして、平成19年度の累積欠損金に

つきましても、約169億円となっております。 

次に、建物や医療機器などの整備費用と、その財源、借入金の返済

などの収支を表します資本的収支についてでございますけれども、19

年度は、医療機器の購入や総合医療情報システムの整備などを行った

わけでございますが、建設改良費や企業債の元金償還金などの支出合

計で33億5,000万円に対しまして、企業債の収入や一般会計からの負担

金などの収入合計26億1,000万円となり、差し引きでは７億4,000万円

の収支不足となってございます。 

最後に、資金の状況でございますけれども、収益的収支の不足額８

億7,000万円に資本的収支の不足額７億4,000万円を加え、約16億円の

赤字となってございますけれども、現金支出を伴わない費用でござい

ます減価償却費などを差し引きますと、19年度単年度といたしまして

は約2,000万円の資金残となってございまして、前年度までの資金残と

合わせますと29億6,000万円の資金残となり、いわゆる不良債務が生じ

ておりません。 

次に、当院の経営改革の取り組みについてご紹介いたします。 

医療ニーズの高度化、多様化、医療制度改革、地方財政の悪化など、

自治体病院を取り巻く環境が大きく変化をしている中、市立札幌病院

のあり方を明確にし、経営健全化と安定した経営体制の確立に向けて、

平成14年に市立札幌病院のあり方に関する懇話会を設置いたしまして、

平成17年６月には、懇話会からの答申を受けまして、市立札幌病院パ

ワーアッププランを策定いたしました。その後、平成18年１月には、

市立札幌病院中期経営計画を策定いたしまして、パワーアッププラン

を具体化する取り組みを掲げて、その４月には地方公営企業法を全部

適用し、管理者を設置し、経営健全化に向けた施策を進めているとこ

ろでございます。 

市立札幌病院のあり方に関する懇話会につきましては、平成14年12

月に病院長の諮問機関として設置したものでございまして、委員には
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先ほどごあいさつをいただきました本市営企業調査審議会委員でござ

います河西部会長や村上委員にもご就任いただいてございました。 

平成15年12月にいただきました答申の概要についてですが、市立札

幌病院が担うべき役割といたしまして、他の医療機関では対応が難し

く、専門性や質の高い急性期医療や他の医療機関では対応していない、

あるいは量的に不足している政策医療及び行政的医療を主に行うとさ

れ、検討が必要とされる事項といたしましては、救命救急センターの

役割の検討、小児医療や周産期医療体制などの少子化対策医療の充実、

身体合併症を持った精神患者への対応などの精神科医療の見直しに向

けて、診療科や病床数の見直し、人件費の削減、地域医療機関との連

携強化などに取り組むべきとされました。 

また、経営形態といたしましては、地方公営企業法を全部適用し、

事業管理者を設置することによりまして、人事、給与、予算等の権限

強化と経営責任を明確にすることや、職員一人一人がコスト意識を高

めて病院みずから改革プランを作成し、18年度までに具体的な取り組

みに着手することとされました。 

次に、懇話会の答申を受けて作成いたしましたパワーアッププラン

及び中期経営計画の概要をご説明申し上げます。 

まず、パワーアッププランについてでございますけれども、目指す

医療の基本方針といたしまして、急性期医療と政策医療を掲げ、重点

施策事業といたしましては、医療ニーズや医療制度に対応いたしまし

た診療体制の確保による医療提供体制の充実強化、患者様の視点に立

ちました診療環境や情報提供などによるサービスアップの推進、安定

した医療提供体制を維持するための経営手法の改革を掲げてございま

す。 

具体的には、医療提供体制の充実強化といたしましては、地域医療

機関との連携強化や周産期医療体制の拡充強化、精神科医療の再編な

どに取り組むこととしまして、取り組みの実効性を高めるべく、紹介

率や協力医療機関数、病床利用率などの計画目標を明示したところで

ございます。 

次に、中期経営計画につきましては、パワーアッププランにおけま
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す経営手法の改革を具体化する取り組みとして策定したものでござい

まして、財務計画を中心とする五つの計画で構成してございます。 

具体的には、経常収支の改善や一般会計からの繰入金の縮減などの

目標設定や、平成18年度から22年度までの財政見通しを策定したとこ

ろでございます。 

続きまして、これらの経営改革の取り組みについてご説明申し上げ

ます。 

まず、パワーアッププランの進捗状況でございますけれども、１番

目の地域医療機関との連携強化についてでございますが、連携医療機

関は平成19年度で310機関と目標の350機関に徐々に近づいてきたとこ

ろでございまして、また紹介患者数も増加してございますけれども、

紹介率につきましては、外来患者数の集計方法の変更などに伴う初診

患者数の増加によりまして、前年より少ない31.7％と目標を大きく下

回ったところでございます。そこで、平成20年度からは、医師会設置

の地域医療室に加えまして、病院で設置します地域連携センターの体

制強化を図り、地域の医療機関との一層の連携強化に努めているとこ

ろでございます。 

２番目の周産期医療体制の拡充強化ですが、ＭＦＩＣＵ及びＮＩＣ

Ｕについては計画どおり設置いたしまして、母体搬送の受け入れ態勢

強化が図られ、18年１月には総合周産期母子医療センターの指定を受

けたところでございます。 

母体搬送受け入れ数につきましては、19年度110件と目標を下回る結

果となりましたが、これは、搬送依頼がありましても、産科またはＮ

ＩＣＵのベッドの満床により受け入れが困難だったことなどによるも

のでございます。 

３番目の病棟機能の再編で掲げる病床利用率の改善及び平均在院日

数の短縮についてでございますけれども、医療の標準化を目的として

取り組んでございますクリティカルパスの使用率向上などに伴い、平

均在院日数は前年度よりも短縮いたしまして、15.9日と目標を達成し

ておりますが、これに比べまして、入院患者数の増加が小さかったこ

となども影響いたしまして、病床利用率が本院では83％、稼動病床ベ
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ースでは84.6％となり、目標を下回る状況となってございます。 

４番目の精神科医療の再編でございますが、老人病棟と成人２階病

棟につきましては、18年度末までに廃止し、成人部門の病床数を102

床といたしまして、その半分の51床については急性期病棟として運用

しているところでございます。また、身体合併症を持つ患者さんへの

対応といたしましては、ＤＰＣ導入に伴います空床状況を見極めなが

ら、精神部門の本院移転について検討を進めているところでございま

す。 

なお、閉鎖いたしました静療院の老人病棟につきましては、小児病

棟に改修して使用してございます。 

その他、サービスアップの推進やＥＳＣＯ事業など経営効率化に係

る目標につきましては、概ね計画どおりに達成されてございます。 

最後に、中期経営計画の進捗状況でございますが、財務計画におけ

ます収支見通しと比較いたしますと、収益的収支差し引きでは中期見

通しで8億2,000万円に対し、決算では8億6,700万円と4,700万円悪化し

てございます。この主な要因といたしましては、先ほども申し上げま

したが、18年４月の診療報酬のマイナス改定の影響や静療院再編の進

行に伴いまして、収益全体では収支見通しで7億9,000万円減収となる

一方、人件費の縮減や運営管理費の節減などの費用全体の減少額は7

億5,000万円となりましたことから、計画より悪化したものでございま

す。 

主な目標の達成状況でございますけれども、経常収支の改善につき

まして、経常収支比率は目標を0.5％下回る95.8％となってございます。 

２番目の単年度の資金収支の安定確保につきましては、目標を2,400

万円下回ってございますが、年度末の資金残では目標を9,700万円上回

る29億5,700万円となってございます。 

３番目の一般会計繰入金の縮減につきましては、効率的な経営に努

めました結果、43億500万円となり、目標より2,000万円上回る縮減額

となってございます。 

４番目の企業債残高の縮減につきましても、300億4,200万円となり、

年度末の残高目標を３億8,500万円上回る縮減となってございます。 
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その他医療機器の整備や電子カルテの導入、設備改修などの個別計

画についても、計画的な取り組みを進めているところでございます。 

以上で説明を終わります。 

●河西部会長 どうもありがとうございました。  

 それでは、今説明を受けたことに関しまして、皆さんからご質問、

ご意見などを伺いたいと思いますけれども、何かございませんでしょ

うか。  

●西澤委員 11ページの経営状況③ですが、確かに、診療報酬のマイ

ナス改定で18年度が落ちたのはわかるのですが、大体は診療報酬改定

がある年に落ち込んで次の年は上がるというでこぼこが普通なのです

が、19年度は18年度とほとんど同じだというあたりは何か特別な理由

があったのか、お教え願えればと思います。 

●病院事業管理者 18年度の診療報酬のマイナス改定から新しい臨床

研修体制が始まったこともございまして、我々のところでも、画像診

療科を始め、脳神経外科の医師の欠員が生じてまいりまして、医師数

が減るとともに、その分、各科ごとの収益が下がったという状況で、

この医師不足はまだ歯止めがかかってございません。今年度に更に１

名、また脳神経外科の医師が減りましたので、かなり厳しい状況に入

ってきたところでございます。 

また、画像診療科、いわゆる放射線診断の部分については、今年度

から何とか確保できたところでございますけれども、麻酔科医も１名

欠員となっていることから、全身麻酔の件数が伸びないという状況で、

全国公募で何とか１人確保できたところです。医師不足の影響が徐々

に効いているのが現状で、その結果、患者数の伸びも減り、単価も減

ったということでございます。 

●河西部会長 よろしいですか。  

 そのほかございませんでしょうか。  

前に、確か静療院を本院に持って来て、身体合併症患者への対応を

図るという話があり方に関する懇話会であったのですが、この辺はい

つ頃が目処になっているのでしょうか。  

●病院事業管理者 一つの問題は、静療院には成人部門と小児部門が



 14

ありますが、特に小児部門には、自閉症児施設でありますのぞみ学園

があり、これを本院に統合することが困難なため、薬剤、放射線、検

査、給食等を向こうに残してこなければならないということで、かま

どが二つになり必要な経費は同じになってしまいますので、それが収

益的に決していい方向には働かないということがあります。  

 それと、小児部門が、いわゆる病院事業としては極めて採算が取り

にくく、福祉的な意味合いが非常に強いところでございますので、札

幌市の保健福祉局、子ども未来局などの関係部局と打ち合わせをして、

札幌市全体の中でどういう形がいいか、今、事務の方で折衝している

状況ですが、まだ具体的目処は立っていない現状でございます。  

●河西部会長 わかりました。  

 確かに、二つあるというのはかなりの無駄が生じることになります

ので、今後検討していかなければいけないと思っております。  

今のところは現況ということですが、今の現況に関して、例えば公

募委員の方から何かご質問とかご意見はございませんでしょうか。医

療を受ける側として、今、実際上、あり方に関する懇話会などの計画

を見ながらパワーアッププランを策定したということですが、果たし

て市民にとって本当にそれがいいことなのか、そうではなくて、逆に

マイナスに働くのではないかという心配があるのであれば、ぜひとも

そういう意見も伺っておかなければいけないのだろうと思います。  

中田委員、何か質問とかご意見はございませんか。  

●中田委員 民間レベルで、患者としての立場でお聞きしたいことは、

医師が少ない、もちろん患者としては医師がいないことはすごく不安

に思います。その前に、かまどの一番底辺の中で、余り大きな検査と

か機器ではなく、もっともっと底辺で考えたときに、主婦的な感覚で

申しますと、例えば、ばんそう膏一つにしても、事務用品一つにして

も、いろいろな細かいものを蓄積していったら、もっともっとそれが

膨大なものに移っていくのではないかなというふうに、財源の面で感

じたのです。  

 もう１点は、皆さん、管理者とか偉い人たちが動いている中で、も

ともっと末端の方たちが経営危機をどのように思っていらっしゃるの
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か。職員全員がどんな思いで、この病院を救っていくにはどうしたら

いいのだろうというところまでどのぐらい考えていらっしゃるのか。

そうすると、小さなことでも、これは大事ね、これは無駄ねというこ

とで、もっともっと財源を細かい中から積み重ねていけるのではない

かと思います。  

全く市民レベルでお話ししているのですけれども、主婦の感覚でい

くと、もっともっと大事にしていけばお金が積み重なっていくのかな

というふうに思いました。そのほかには、患者として、もっと立派な

お医者さんがいてほしい、立派な看護師さんがいてほしい、いい看護

をしてほしいという色々なことがありますけれども、最低のところで

財源を大事に大事に積み重ねていったら、もうちょっとプラスアルフ

ァになるのかなと思いました。  

●河西部会長 何か市の方としてコメントはございますか。要するに、

職員の意識改革ができているかどうかということです。  

●経営管理室長 職員の意識改革という点では、平成18年４月に地方

公営企業法の全部適用を行いましたが、それを機会にして、経営に関

する予算、決算の財務情報等を全職員宛てにメール配信するなどなる

べく数多い機会に情報を発信することで病院の経営状況を感じてもら

おうという取り組みを行っています。  

また、今回の改革プランの関係ですけれども、優れた経営改善の取

組事例を調査するため、先行の病院などに、自発的に見学に行く人を

募集しましたら、医師も含めて何組かの応募がありました。  

それから、今回の改革プラン策定に際して、職員全員に対して提案

があったら出してくださいということで募集しましたら、全体で93件

の提案がありました。これについて、今、病院の中でそれぞれ具体的

に展開できるかどうかということをプロジェクトで色々と協議してい

るところです。  

そういう意味では、少しずつではありますけれども、色々な機会を

通じて職員の意識、経営に対する感覚は深まってきているのかなとい

うふうに思っております。  

●河西部会長 ありがとうございました。  
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 先ほどから市立病院の役割は高度の医療を提供するとか政策医療と

いうような考え方が市立病院側から出てきているのですが、市民の側

としては、そのような市立病院でいいと考えるのか、ちょっと難しい

かもしれませんけれども、何かお考えがあればお伺いしたいと思いま

す。  

今のところは市立病院の概要についてですので、そういう方向に行

くということでいいかどうか、その辺に関してご意見があれば伺って

おきたいと思います。  

結局、この病院経営はその考え方をもとにプランが練られていくわ

けですが、練られていったときに、それに対して疑問が出てくるので

あればちょっと困るものですから、その辺だけは、ある程度、皆さん

の意見を伺っておいた方がいいのかなと思うのです。  

これだけ医療資源が札幌市内にあるとすれば、機能分化をしなけれ

ば有効な医療提供体制ができてこないのだろうということで、このよ

うな役割になっているのだと思いますので、その辺のご理解は得られ

るのでしょうか。  

これから回を重ねるたびにそういう意見が出てくるかもしれません

が、そのほかに意見はございませんか。  

よろしいでしょうか。  

（「なし」と発言する者あり）  

●河西部会長 次に、公立病院改革プランについてのご説明を事務局

の方でお願いいたします。  

●経営管理部長 それでは、お手元の資料３の公立病院改革プランに

ついてご説明を申し上げます。 

最初に、プラン策定の背景についてご説明いたします。 

先ほどもご説明申し上げましたが、近年、公立病院の経営状況は悪

化してございまして、約８割が赤字という状況でございます。また、

地域の医療機関におきましては、医師不足によりまして診療体制の縮

小を余儀なくされるなど、医療提供体制の維持が困難な状況ともなっ

ており、新聞報道等でも連日のように報道されているところでござい

ます。 
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こうした状況もございまして、昨年12月に総務省が公立病院改革ガ

イドラインを策定いたしまして、公立病院が今後とも地域において必

要な医療を安定、継続的に提供していくために、各地方公共団体に平

成20年度内に改革プランを策定するよう要請を行っているところでご

ざいます。 

次に、公立病院改革ガイドラインの概要でございますけれども、資

料４としてガイドラインの本文を用意してございますが、本日はポイ

ントのみをご説明申し上げます。 

改革プランの策定に当たりまして、四つの視点がございます。第１

に役割の明確化、第２に経営の効率化、第３に再編・ネットワーク化、

そして第４に経営形態の見直しでございます。 

まず、第１の役割の明確化でございますけれども、公立病院の基本

的な役割は、地域において提供されることが必要な医療のうち、採算

性等の面から民間医療機関による提供は困難な医療を提供することと

されてございまして、具体的には過疎地医療や救急、小児、周産期と

いった不採算医療、高度先進医療などが上げられています。 

ガイドラインでは、こうした視点から、各公立病院が自ら果たすべ

き役割をいま一度見直し、改めて明確化すること、さらにその役割を

踏まえて一般会計との間での経費の負担区分、いわゆる一般会計から

の繰入金について明確な基準を設定することを求めています。 

次に、第２の経営の効率化でございます。 

ガイドラインでは、地域において真に必要な公立病院の持続的な経

営を目指し、経営を効率化するよう求めています。具体的には、平成

21年度からの３年以内に経常黒字を達成すること、経営の効率化や必

要な医療を確保するために、例えば経常収支比率や病床利用率、外来

入院患者数等といった経営指標に係る数値目標を設定することが掲げ

られています。 

なお、経常黒字につきましては、一般会計からの所定の繰り出し後

に黒字が達成される水準を目処とされています。 

次に、第３の再編・ネットワーク化でございます。 

ガイドラインでは、まず地域における公立病院を基幹病院とサテラ
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イト病院、診療所などに再編成し、これらのネットワーク化を進める

こと、また、再編・ネットワーク化に関する計画等につきましては、

都道府県が医療法に基づく医療計画の見直しとの整合を図りながら策

定し、その実現に向けて主体的に参画することとされてございます。

また、都心部におきましては、複数の病院が多数立地し、それぞれの

機能が重複、競合しているような場合には、その病院の果たすべき機

能を見直し、診療科目等の再編成に取り組むこととされてございます。 

第４の経営形態の見直しでございます。 

ガイドラインでは、民間的経営手法の導入や経営に関する権限と責

任が明確に一体化する運用が図られますよう経営形態を見直しするよ

う求めてございまして、具体的には、地方公営企業法の全部適用、そ

のほか地方独立行政法人、指定管理者、民間譲渡の四つの選択肢が掲

げられてございます。また、地方公営企業法全部適用を選択したもの

の、所期の効果が達成されない場合には、地方独立行政法人化など、

さらなる経営形態の見直しに取り組むことが必要とされてございます。 

また、ガイドラインでは、改革プランの策定後の実施状況の点検、

評価、公表を行うよう求めてございまして、具体的には年１回以上行

うこと、学識経験者等の参加する委員会等に諮問し、評価の客観性を

確保すること、２年後の時点で数値目標の達成が困難と認めるときは

プランを全面改定することが掲げられてございます。 

次に、本院におけるプラン策定の基本方針と進捗状況についてご説

明申し上げます。 

まず、プランの策定方針でございますが、第１に、病院局内にプラ

ン策定のための検討体制を整備すること。第２に、ガイドラインでは

プラン策定時に公立病院の経営に知見を有する有識者の助言を得なが

ら行うことが望ましいとされておりますことから、本部会にプランの

骨子や素案を提示し、ご意見をいただくこと。第３に、素案の段階で

パブリックコメントを実施するなどにより、市民の意見を適切に反映

していくことを考えてございます。 

次に、プラン策定の進捗状況でございますが、先ほども若干触れま

したけれども、今年５月に、検討体制の整備といたしまして、局内に
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病院事業管理者を本部長とする病院改革対策本部を設置したところで

ございます。また、より多くの職員がプラン策定に参画し、共有でき

るプランとなるよう、６月には局内全職員に対し経営改善項目の提案

の募集をしたところでございます。さらに、７月には、これらの提案

をもとに、作業部会として六つのプロジェクトを設けまして、現在、

提案項目の実現可能性の検討や優先順位づけを検討しているところで

ございます。これらの検討結果を受けまして、10月上旬の対策本部の

会議におきまして、プラン掲載事業の適否等について検討する予定で

ございます。 

最後に、今後のスケジュールでございますが、これらの検討結果を

もとに関係部局と十分協議するとともに、プラン骨子案を策定いたし

まして、当病院部会で10月下旬ごろにはプラン骨子案をご説明し、12

月上旬ごろにはプランの素案をご審議いただき、来年２月には市議会

常任委員会への報告、パブリックコメントを実施いたしまして、３月

上旬にはプランを確定し、公表するともに、総務省に提出したいと考

えてございます。 

以上で公立病院改革プランについてのご説明を終わります。 

●河西部会長 どうもありがとうございました。  

 ただいまご説明いただいた内容に、何かご質問、ご意見はございま

せんでしょうか。  

●浅井委員  

 病院の経営の改善という問題になるわけですけれども、企業でも経

営を改善していくということは売り上げを伸ばすか経費を削減するか

という方向になるわけです。売り上げがどうやったら伸びるかという

ことは私はよくわかりませんけれども、患者さんに対するサービスの

向上が非常に重要な問題であるというところは間違いないのではない

かと思うのです。  

いずれパブリックコメントもとるということも非常に重要だと思う

のですけれども、やはり実際に病院を利用なさっている患者さんがど

う考えているかというあたりが重要かなと思います。  

先ほどのご説明で、患者さんの満足度についての調査をなさってい
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るということですので、この調査結果をどう生かすかというあたりが

重要ではないかと思うのです。満足度がどの程度のもので、どういう

点に不満があるのか、その不満に対してはどういう改善を考えるのか

というあたりが、患者さんに対するサービス向上の重要なポイントに

なるだろうと思いますので、次回以降、プランをお示しいただくとき

には、ぜひそこら辺の観点を取り入れていただいて、患者さんに対す

るサービス向上をプランの中核に持ってくるということをぜひお考え

いただきたいというふうに希望します。  

●河西部会長 ありがとうございました。  

 そのほかございませんでしょうか。  

●瀧谷委員 ９ページの院内プロジェクトを設置というところで、副

院長や理事をリーダーとする六つのプロジェクトを設置したとありま

すが、これはあくまでも内部のスタッフの方だけなのでしょうか。例

えば、外部の専門家という視点からも色々と改革を取り組むことも、

ある意味、大切かなという気がしたりします。  

 また、例えば、財務的なことを含めると、監査的な機能がどこまで

徹底されているのかということも重要ではないかと思います。例えば、

入札にしろ、先ほどのばんそう膏とか備品の購入にしろ、その辺の購

入単価を含めて、内部者ではない第三者が何らかの形でチェックし、

どこかで無駄に気づかれるシステムが適切に確保される必要があると

思います。今もされていると思うのですけれども、今以上によりシビ

アな形での確認、チェック機能というものが望まれるのかなと個人的

には思っております。  

●河西部会長 ありがとうございました。  

 事務局の方からお願いします。  

●経営管理室長 まず、プロジェクトに関しましては、現在のところ、

内部の検討段階ということで、その上で案をつくって、この部会にお

諮りして各委員のご意見も聞き、さらにパブリックコメントもしよう

ということで外部の意見は反映したいと思っています。  

それから、監査に関しましては、これは市の制度なのですけれども、

内部監査制度ということで、お互いに、局内各課がチェックし合う制
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度もありますし、監査委員による定期監査もございます。  

実は、物品の購入等につきましては、昨年、病院は非常に厳しい指

摘を受けたところでございまして、議会でもかなり指摘されて、大変

反省をしたということもございます。  

制度的には、そういった監査の制度はございます。  

●瀧谷委員 恐らく、内部的な監査では不十分なのかなと個人的には

思います。外部とか、例えばパブリックコメントとか、大きな数字を

こちらの方に提示されても、正直に言って、細かいところまでわから

ないということもありますし、結構細かいところからチェックしてい

かなければ、恐らく、改革ということは難しいのではないかと思いま

す。  

そういう意味では、外部の監査的な予算がどれだけ組まれているの

かわからないですけれども、できるだけ細かいところまでチェックが

効くように、もちろん予算も含めて色々ご検討いただければと個人的

には思っています。  

●経営管理室長 一つ、付け加えさせていただきます。  

そういった細かい内容の監査ではないのですけれども、大きな事業

のあり方を見るために外部監査人がおりまして、外部の方の監査を事

業が受けるという制度もございます。  

●河西部会長 支出を減らすということが経営改善には絶対に大切な

ことでしょうから、この辺は、どこまで細かいことができるかは別と

して、そういう考え方も一つの意見としてぜひ伺っておいていただけ

ればと思います。  

そのほかございませんでしょうか。  

●中田委員 先ほど、ちょっと言い忘れたのですけれども、みんなが

一生懸命頑張っているのに、まだまだ私たちの力は足りないのかと思

うスタッフもきっと一杯いると思うのです。これだけ頑張ったのに足

りないのは一体何なのだろうというスタッフの人たちの気持ちを吸い

上げる会があると思うので、そういうところでスタッフの思いを吸収

して聞いてあげるという管理職の立場もすごく大事だと思うのです。  

 管理職の人は、経営のことは当然のように考えていますけれども、
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スタッフというのは、自分たちの生活を大事にしていますので、経営

というところまではなかなか到達しないと思うのです。でも、一人一

人がみんな経営者なのだよというところまでモチベーションを上げて

いくことは、管理職にとって非常に大事だと思うのです。そこの部分

で、先ほどもおっしゃっていたように、細かいところもチェックしな

ければいけないのだというところに入っていくと思うのです。そうや

って、自分たちが一生懸命やったためにこんなに良くなってきたとい

うことをスタッフ一人一人が感じられることがとても大事だと思いま

す。  

市民の患者が病院に行ったときに、札幌のこの病院はいいねという

ふうに思われるぐらい、みんなで笑顔で迎えられるような、患者が来

て良かったと思うような病院につくり上げてほしいと思うのです。そ

れが札幌の市立病院だと思うのです。患者としてもそう思うし、あそ

この病院に行こうよ、あそこに行ったらきっといいことあるよという

ふうになるぐらい、みんなの明るい気持ちをもっと持ち上げていって

ほしいと思います。それは、管理職ではなくて、スタッフだと思いま

す。働いているスタッフが、みんな笑顔で、大丈夫ですか、今日はこ

うだったねとできるような、そういうふうになっていただけたら、き

っと、もっともっとアップしていくような気がします。  

●河西部会長 ありがとうございました。  

 本当にそうですね。患者さんに喜んでもらえる病院にするというこ

とが最大の目的だと思います。  

そのほかございませんでしょうか。  

●舟橋委員  

 一般市民でございまして、勉強不足もありますが、ちょっと参考ま

でにお伺いしたいのです。  

上層部の会議とか検討委員会を色々お聞きしたところですが、今お

っしゃられたような話を末端まで伝えるために、下部の方との会議等

はどういう組織があって、どのような伝達になっているか、その辺を

ちょっとお伺いしたいのです。よろしくお願いします。  

●河西部会長 事務局の方で、どなたかお答えいただけますか。  
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●経営管理室長 これは、今の改革プランということではなくて、病

院経営全般ということでよろしいですか。  

●舟橋委員 そういうことです。  

●経営管理室長 会議としては、最高経営会議ということで事業管理

会議というものがございます。これは、管理者、副院長、静療院長、

それから私と経営管理部長の会議でございます。それに加えて、理事

職の医師と、放射線、検査、薬剤、看護の各部長が入った理事者会議

がございます。そのほかに、各診療科の部長も加わった運営会議とい

うものがございます。そういう中で決定事項を伝達していくことにな

りまして、最後は各部長がそれぞれの所属職員に対して伝達していく

というようなシステムになっております。  

看護部の方は別にあると思いますので、村田副院長、説明をお願い

します。  

●村田副院長 看護部の方では、看護部長をトップとしまして、それ

ぞれにマトリックス組織といいますか、担当課長を置きまして、さら

にその下にブロックごとに、看護師長や副師長がいまして、その下に

スタッフがいるということで、それぞれの段階で会議を設けて末端ま

で伝わるようにしております。  

●舟橋委員 私から要望的なことになりますが、今、委員がおっしゃ

ったように、下部スタッフの色々な意向、意見を取り入れるためには、

中間でそういうものをつぶしてしまうことがないようにしていただき

たいのです。一般社会では、中堅幹部が、自分の立場をよくするため

に握りつぶしてしまって、上に持ち上げていないということも起こっ

ているわけです。病院にあっては、先ほど話が出ましたように、サー

ビスということに徹するわけでしょうし、大事な事だと思いますので、

そういう下からの意見も大いに取り入れられる組織なり雰囲気をつく

っていただければ、なおいいのではないかと思います。  

●河西部会長 ご意見、ありがとうございました。  

 何かありますか。  

●病院事業管理者 やはり、その辺が民間病院とは違う公立病院の難

しいところだと思います。いろいろ吸い上げる中で、したくても、法



 24

的な縛りが非常に強くてできないということがあります。  

身近な例で申し上げますと、以前は、当院の医師は、講演会を頼ま

れたときに謝礼を一切受け取ってはいけないという縛りがありました。

当然のことながら、ここに勤めている間は徐々に声がかからなくなり

ます。我々当院の医師は、それぞれ専門的な知識や技術を持っていま

すから、それぞれが病院の非常に大事な広告塔だと思っておりますの

で、ぜひ市立札幌病院の名前でやっていただきたかったのですが、声

がかかるたびに、謝礼は一切お断りし、旅費しかいただかないという

ことでは、向こうの方が市立病院には頼めないということになります。 

その辺について、ようやく今年度から、病院独自の考えで他の病院

と同じようにもっと外へ出ていってもらえるような形を考えたところ

でございます。これについては、私がここに勤めて十数年、全く触れ

らなくて、若手や中堅の先生たちから、あるいは看護師さんから声な

き声でかなり言われていた部分でございます。  

そういう細かい点で、極端な言い方をしますと、全適になって泳ぎ

なさいと、一人で泳ぎなさいと言われて泳ごうと思ったら手も足も縛

られているという状況が実際のところでございます。その中で、どう

いうところで進んでいけるか、非常に苦慮しているところです。これ

は愚痴と思って聞いていただいて結構ですが、そういう意味で、やり

たいことをさせてあげられないというのは、非常につらいところでご

ざいます。  

それから、医師の定数も、実際的には800床ありながら百数人です。

これは、倍いてもおかしくないところでございますが、公務員の定数

で縛られておりますから、これ以上増やせられないのです。そんな中

で、実際には選択と集中で診療科をもっと減らせとか、つぶしてしま

ったらどうだということもあるかもしれませんが、収益性の悪い科を

つぶすとなったときに、公務員は法的にも何も悪いことをしていなく

て、一生懸命働いているところをどういうふうに整理していくかとい

うのは非常に大きな難しい問題でございます。  

それから、特に中堅の医師は、大学のローテーションから来ており

ますから、毎年、ほぼ３分の１以上がかわります。ですから、そうい
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う医師にロイヤリティーを持てというのは非常に難しいことでござい

ます。  

また、経営管理室の実際の病院をマネジメントする事務職も、市役

所の人事で動いておりますから、大体二、三年で動いていきます。そ

うした中で、スタッフの中で頑張ってくださっている看護師さんとコ

メディカルの人たちの意見をなかなか思うように吸い上げ切れないと

いうのは、今、各委員から指摘があったように、本当に辛いところで

ございます。  

それなら、もう民営化してしまったらいいだろうというのが今の総

務省の意見だと思いますけれども、公務員として市民にサービスをし

たいと思っている人たちで何とかやっていきたいというのが私の希望

でございます。それでも、この考え方にご理解いただけないというこ

とであれば、民営化も含めた別の経営形態に移行することもやむを得

ないと思っております。  

●西澤委員 今、本当にすごく思い切った発言を聞きまして、半分ぐ

らいは全くそのとおりだと感じました。  

 今回の公立病院改革の概要を見ても、公立病院の果たすべき役割と

して、民間病院では提供が困難で、赤字の医療を提供すると言ってお

きながら、片方では一般会計からの繰り入れ後に対しては経常黒字と

するとか、すごく無茶なことを言っていると思います。  

この公立病院改革ガイドラインというのは、あくまでも日本全体で

一律にしたので、地域のことを全く考えていないので、これをいかに

地域に落とし込むかということが大事だと思います。ですから、ぜひ、

今回プランを立てるときには、札幌の特殊性、あるいは札幌がある２

次医療圏の中での役割といった特質を考えながらつくっていただきた

いと思います。  

それから、札幌は病院が非常に多いところですから、すべての医療

をやる必要もないということです。これは決して赤字の医療をやめる

のではなくて、役割として、民間である程度やっている医療で、札幌

において過剰な医療提供、例えばある科についてはオーバーだったら

あえてしなくていいかとか、そういう判断もひとつ大事ではないかと
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思っております。  

片方では、医師不足ということがあって、これは医局の問題とか臨

床研修制度など色々言われていますけれども、今おっしゃったように、

医局から交代で、ローテーションで来ている中で、非常につらい立場

だということはわかります。その中において、いかにチーム医療をす

るかということが大事だと思いますので、そのことはぜひ力を入れて

いただきたい。  

言いたいことは、要するに、お金のことも大事だけれども、一番大

事なのはやはり質の高い医療を提供することで、そのためにはどうし

たらいいのかということを考えて改革プランを作成していただきたい

と思っております。  

また、私たち民間でも同じですが、各職種間の縦割りが問題として

あります。一つの職種の中では非常に雰囲気がいいけれども、他の職

種間ではだめだと。はっきり言えば、医者と看護師の関係がどうして

もうまくいかないなどあります。そのあたりの縦割りをどうしたら無

くせるかということも考えていただければと思います。  

それは、下からの声をただ吸い上げるだけではうまくいきません。

よく行われている手法では、トータル・クオリティ・マネジメントと

いう手法がありますので、そのような手法を入れることによって、か

なりよくなるのではないかと思っています。  

また、お金の面で言いますと、今回の診療報酬改定でも市立札幌病

院のような大型の急性期病院にかなり配分されているので、その辺は

取り損ねることなく取っていただきたい。  

今回の資料では出ていませんでしたが、７対１看護を取ってＤＰＣ

対象病院になったのはいいのですが、入院時医学管理加算という点数

がありますが、それを取っている病院を見ると、市立札幌病院が入っ

ていなかったような気がします。これは、是非とっていただきたいと

思います。また、医療クラーク加算（医師事務作業補助体制加算）も

取っていただきたいと思います。これは、収入を上げるだけではなく

て、色々な面でメリットがあります。特に、医療クラークは、それに

よって医師の業務がかなり楽になるので、結果として余裕ができて働
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きやすくなるとすれば、また収入も上がります。そのあたりも考えて

いただきたいと思っております。  

それから、データを表に出していくということでは、ＤＰＣをやる

と、色々な患者データといいましょうか、診療内容のデータが非常に

きちんと整理されます。例えば、それによって治療成績もすぐに出せ

ますので、そういうものをどんどん公開することによって、市立札幌

病院はこれだけ質のいい医療を提供しているというアピールも片方で

やっていただきたいと思います。  

あとは、会計の方では、公立病院の会計ということで結構縛られて

いると思いますが、部門別管理会計を導入して、きちんと管理するこ

とによって無駄も見つかりますので、その手法も、もう入っているの

ではないかと思いますが、入れていただきたいと思います。  

一遍に沢山のことを言いましたけれども、よろしくお願いします。  

●河西部会長 ありがとうございました。  

 市立病院の本当の機能を考えながらということが一番大切だと思い

ます。そういう意味で、これから考えていただきたいと思います。  

そのほかございませんか。  

●浜田委員 今回のミッションは、一つには、公立病院の改革プラン

というものに当たって、約８億8,000万円ぐらいの経常部分での赤字を

３年以内に削減、なくさなければならないということだと思います。

ただ、今、西澤委員からお話がありましたように、民間医療機関で提

供が困難で、儲からないものをやるという中で黒字にしていくのは、

やや矛盾した話です。当然、一般会計の繰入金というのは、いろいろ

なルールがあって、一定のルールの中で拠出されてくる部分ですが、

160億円程度の診療収益の中で８億円の改善というのは並大抵ではない

と思います。まだまだ苦しんでいる公立病院は沢山あって、それから

比べれば相当いい方だと思うのですけれども、このプランを実現する

ためには相当な努力が要るのかなというのが正直なところです。 

 今までのご意見の中で、色々な節約、それから意識改革ということ

も極めて重要なポイントだと思って聞いていたのですけれども、正直、

もう少し抜本的なことを考えなければ、真面目に８億円を改善するた



 28

めの計画はできないのではないかという問題意識を持っております。 

意識改革は、それを実際に遂行するための一つの手法になってくる

のかなと思いますが、日常の管理とか、物の節約とか、多分、この辺

を節約しても１億円、２億円を出すのも相当難しい話ではないかなと

思っています。 

そういうことを考えると、こういうことを議論する場合、通常はや

れることからまずやりましょうと言うのですけれども、それではまず

無理だと思うのです。やらなければならないことから着手するという

優先順位をしっかり持って、周辺の意識の問題とか運営方法をきちん

と再構築していくべきだと思っています。 

そういう中で、是非次回お示しいただきたいと思うのは、果たすべ

き役割の明確化ということで、病院独自のプランの中にもあったので

すけれども、この辺を、再度、きちんと整理いただけないかなという

気がいたします。他に任せる部分もというご意見もあったと思います

し、再認識をきちんとしないことには脱線してしまうのではないかと

思っています。 

できれば、その中で特に留意いただきたいのが、高齢化ということ

で、これから著しく、地方の高齢者が札幌にますます集中してくるの

ではないかと思います。基本的なありようとしては、社会的なコスト

がどんどん札幌市の負担となり、これは札幌市独特の問題ではなくて、

道都というか、道の中心都市としての一つの機能になるのではないか

と思うのですが、この辺は大事なポイントではないかと思いますので、

できれば３年以内の改善計画の中には、将来５年、10年の役割も見据

えた上で、やってみたけれども、やはりこういう部門が必要だったと

いうことのないように、特に北海道の中における札幌市の役割という

ものを再認識した検討をお願いしたいというふうに思っております。 

２点、やや細かい質問をさせていただきたいと思います。 

一つには、医師100人ということで、160億円、１人当たり１億6,000

万円ぐらいの年間の診療報酬ですね。公立病院の中では悪いわけでは

ないと思いますが、診療科目によってはまだまだ低いところもあるの

ではないかと思います。それからすると、倍ぐらいいてもというお話
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はあったのですけれども、そもそもインターンの研修の関係とかもろ

もろを考えると、効率的な医師運営ができているのかどうかというの

がちょっとよくわからないのです。それ以外に、例えば百何人以外に

何か研修の受け入れなどコスト増になっている部分があるのかどうか、

今ではなくても結構なのですが、一度教えていただきたいなという気

がしています。 

それから、医師を増やせば、今の流れでいくと、当然、診療報酬が

上がってくると思います。１人当たり１億5,000万円から２億円程度引

き上げていくことも可能ではないかと思うのですが、医師の給与体系

というのはどういうふうになっているのでしょうか。変な言い方です

けれども、お金を出しさえすれば優秀な医師が集まるとは思うのです

が、そこに何か制約要件があるのだろうかという部分をちょっとお聞

きしたいというのが１点目の質問でございます。 

２点目は、いただいた資料のパワーアッププランの何ページ目かに

病床利用率のことが書かれていたと思います。内科とか小児科とか個々

に病床が割り振られていたものを、内科系と外科系に分けて病床利用

率を上げましょうということで、90％を目標にというふうにされてい

るのですが、今現在、19年度の85％、先ほどちょっと聞き漏らしてい

るかもしれませんが、悪くなっているかなという感じがしなくもない

のです。 

ほかの病院の名前を出すのは申しわけないのですけれども、斗南病

院さんは、外科と内科の関係も含めて、もちろん箱の体制もあると思

いますし、病棟の建物自体の構造にもよると思うのですが、たしか95％

を超えるぐらいの病床利用率だったと思うのです。やり方というのは、

ここに書いているのと同じように、各科で病床を持っているのではな

く、病院全体の病床なのですという物の考え方の中で改善を図られて

いると思うのですが、ここに出ている部分の進行状況とか、何か隘路

みたいなものがあれば教えてください。ちょっとここのところだけが

違和感を持つといいますか、興味を引いていた数字だったものですか

ら、ご説明いただければと思います。 

●経営管理部長 正規の医師で本院と静療院を合わせて114名というの
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が今現在の数字でございますが、そのほかに臨床研修医や嘱託医が合

わせて60数名おりまして、トータル170名ほどの医師数という状況にな

っております。  

給与体系につきましては、正規の職員は、一般職の地方公務員とし

て地方公務員法に基づく給与が支給されてございますし、臨床研修医

等につきましては、非常勤職員として報酬が支払われているところで

ございます。  

医師の給与体系につきましては、正規の職員は国家公務員と全く同

様の給与体系でございます。今、国立病院機構が既に独立行政法人に

移行してございますが、それ以前の国立の高度医療センターとか、ハ

ンセン病の施設というところが国においてもまだあるわけでございま

すけれども、そこと全く同じ給与体系になっているところでございま

す。  

それと、病床利用率につきましては、先ほどもご説明申し上げまし

たけれども、平均在院日数が短くなっている一方で、患者数の増加が

思うに任せなかったということもございまして、病床利用率が低く推

移しているところでございます。  

●河西部会長 よろしいでしょうか。  

●浜田委員 共有化は進んでいるのでしょうか。  

●病院事業管理者 病床については、主に内科系、外科系で分けてお

り、特定の診療科の病床という形はとってございません。入院待ちの

患者さんの数は、そこそこはあるのですけれども、やはり地域の医療

機関からの紹介率をもう少し上げて患者さんを紹介していただかなけ

ればならないのですが、そういう活動が上手くできていないというの

が一つです。  

それが原因になっているかもしれませんが、患者さんの逆紹介、い

わゆるこちらから地域のかかりつけの医療機関へ戻すところの率が、

当院では確実な数を把握しきれていない状況です。したがって、先ほ

ど西澤委員からありました入院時医学管理加算のお話も、逆紹介の40％

のところがクリアできないために取れていないという状況です。本当

は我々のような病院がとらなければいけない加算ですから、お恥ずか
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しいのですけれども、まず土台をつくらないとできないというのが現

状でございます。  

それから、待ち患者さんが沢山いらっしゃって、なおかつ、どうし

て占床率が上がらないかということですが、一つは、やはり外科系に

ついては、今回のプロジェクトの中でも検討しているところですが、

手術室が11室あって、それが有機的に常に動いている状況になくて、

あるときはかなり空いている時間帯があるとか、一方で、臨時手術で

待っているのに手術室の空きがないからできないとか、麻酔科医と手

術室のスタッフとの連携、それから、手術を申し込んでくる診療科の

外来との兼ね合いとか、科の間のやりくりといいますか、その辺が必

ずしも有機的に行っていないということで、患者さんがいながら占床

率が上がらないということが何といっても大きな問題です。  

ですので、患者さんをもう少し紹介していただくようなシステムを

つくらなければいけないと思っております。  

●西澤委員 電子カルテ化はされていたはずですね。ということは、

電子カルテをうまく使っていないということだと思います。その管理

をしっかりやることによってお話のあった課題は全部解決できるはず

なので、是非ソフトの見直しなどをやっていただければと思います。  

それから、逆紹介がなかなか上手くいかない理由というのは、やは

り医師の方にも原因があるのですが、今、医師の業務が大変で、検査

をする時には書類、何をするにも書類ということで、物を書くのが嫌

になってきています。恐らく、紹介したいと思っても、その紹介状を

書くことすら嫌になっているのではないかと思います。そこで、医師

の業務をいかに和らげるか、その解決策の一つが医療クラークだと思

います。  

電子カルテでパターンをつくっておいて、そして医療クラークに作

成してもらって、医師は確認のサインだけでオーケーぐらいにすると

簡単にできます。そうすると、医療クラーク加算の点数も入るし、逆

紹介が増えて、入院時医学管理加算も取れるとしたら、恐らく、今、

私が簡単に計算しただけでも年間２億円ぐらい変わるはずなので、是

非そのことはすぐにでもやっていただければと思います。  
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●瀧谷委員 市立病院で市民から寄附金などをもらうということは難

しいものなのですか。例えば、何かの施設を建てるとか、施設を改築

しなければいけないというときに、夕張市とか、最近だったら広島市

民球場とか、いろいろ改築するときにも、困ったあげくに集めるので

はなくて、事前に３年後、５年後にある程度大きな施設を建てる、移

転することが見込められるのであれば、そこで市民に対して財政的に

困難だ、厳しいのだということを投げかけて、本当に市立病院が必要

だと思う市民の方が多ければ、そういう気持ちを形で表現してくれる

市民、企業があるかもしれません。それによって、例えばつくられた

ものに関して、職員の方も、患者さんもより愛着を持って利用しても

らえるのかなと思うのです。多分、市立病院であれば、寄附すれば、

多分、民間と違って、税制的なものが優遇される可能性も高いと思い

ます。  

何かの形で売り上げを増加するというのは医療的にはいい表現では

ないのかもしれませんが、市民からの支援を、極力、職員も一丸とな

って理解を求めるという方向が可能であれば何か検討されてはどうか

と思います。  

●河西部会長 寄附金を受けることは可能なのですか。  

●経営管理室長 受けることは可能ですけれども、考えたことはなか

ったです。  

●瀧谷委員 先ほど管理者が言われたことも、例えば職員の方がどち

らかに講演に行って受け取れないお金は、よく外国のスタッフの方は、

「では赤十字に寄附してください」とか、「何々基金に寄附してくだ

さい」とか、自分は受け取れないけれども、気持ちがあるのだったら

そっちの方に出してくださいということがあります。ですから、職員

の方が行って、受け取れないものはこちらの基金にという形での受け

とめ方、受け入れるお財布もつくれるのだったら、大幅な財源的な改

革にはならないかもしれませんけれども、色々気持ちの面も含めて少

しずつ変わっていく可能性はあるのかなと思うので、何か検討してい

ただければと思います。  
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●河西部会長  

逆紹介の件が出ていたのですが、今、札幌市医師会では、入退院サ

ポートシステムというものを構築しましたので、ぜひ利用していただ

ければ、逆紹介先を探すことはかなりスムーズにいくのではないかと

思います。ただ、そういうところに登録していただけないから、それ

に応募する医療機関が減ってしまっているのが現状ですので、もし、

その辺を進めようとするのであれば、ぜひともそういうものを利用し

ていただければ逆紹介率は上がると思いますので、ご利用いただけれ

ばと思っております。  

ほかになければ、この辺で本日の審議を終了させていただきます。  

事務局から何かございますか。  

●経営企画課長 事務局からでございますが、次回の病院部会の開催

日程の調整をさせていただきたいと存じます。  

 今後の予定は、先ほどご説明ございましたけれども、10月下旬ごろ

に第２回の病院部会を開催し、この中で改革プランの骨子を審議して

いただくこととなってございます。 

つきましては、前回も同じような調整票を記入していただきました

けれども、お手元の日程調整票に同様にご記入の上、大変申し訳ござ

いませんが、こちらの準備の都合等もございますので、10月７日まで

に郵送またはファックスによりご返送くださいますようお願いいたし

ます。 

また、日程調整後、第２回目の部会の正式なご案内につきましては、

改めて私どもの方からご連絡をさせていただきますけれども、開催場

所につきましては今回と同じように当院の会議室又は講堂等を利用し

て開催させていただきます。また、時刻についても、本日と同じ18時

30分の開催を予定してございますので、よろしくお願いをいたします。 

●河西部会長 次回の議題は改革プランの骨子ということでございま

すが、本日委員の方から何点か質問が出ておりますので、その辺も含

めて次回よろしくお願いしたいと思います。  
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６ 閉 会  

●河西部会長 それでは、これをもちまして、本日の会議を終了させ

ていただきます。  

 どうもありがとうございました。  

                         以  上  


