
 

 

 

札幌市営企業調査審議会（令和元年度第２回病院部会） 

 

 

 

 

日 時  2019 年 11 月 19 日（火）午後６時 28 分～８時 51 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  

     向井病院事業管理者、菱谷経営管理室長、西川副院長、  

     三澤副院長、勝見副院長、中村理事、今泉理事、寺江理事、  

     田中理事、宇都宮経営管理部長、貴志放射線部長、  

     中村検査部長、後藤薬剤部長、千葉看護部長、  

     仁木医療品質総合管理部長、神山総務課長、菊地医事課長、  

     武井経営企画課長、池田施設管理担当課長  
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１ 開 会 

○武井経営企画課長 定刻前ではございますが、皆様おそろいになり

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たところで

す。  

 なお、舛田委員からは欠席、河原委員からは遅参されるとの連絡を

いただいております。  

 それでは、これ以降の進行につきましては、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 皆様､お仕事でお疲れのところ、また、お寒い中をご参加

いただきまして、感謝申し上げます。  

 ただいまから、札幌市企業調査審議会の令和元年度第２回病院部会

を開催させていただきます。  

 本日の部会は、１時間半程度と、いつもと変わらない時間を考えて

ございますので､よろしくお願いいたします。  

 それではまず、開会に当たりまして、向井病院事業管理者に、一言、

ご挨拶をお願いいたします。  

○向井病院事業管理者 皆さん、こんばんは。  

 病院事業管理者の向井でございます。  

 本日は、お忙しい中､病院部会にご出席いただきまして、大変ありが

とうございます。  

 市立札幌病院は、ことし９月に創立150周年を迎えました。  

 公立病院として、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の診療科を擁する基幹病院として、高度急性期医療

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さん

への治療等にも積極的に取り組んでまいっているところでございます。 

 また、地域医療支援病院として､国が進めております地域医療構想に

のっとりまして､病院完結型医療から地域完結型医療への転換も進めて

きているところでございます。  

 本日の部会におきましては､平成30年度の決算の概要及び市立札幌病

院中期経営計画の進捗状況を議題にさせていただいております。  
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 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。  

 それでは、本日はどうぞ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。  

 地域医療構想というお話が出ましたけども､この間、マスコミをにぎ

わわせた全国で424病院というのがございます。北海道保健福祉部地域

医療推進局の小川医療課長が､地域医療構想で具体的対応の再検証を

要請する公立・国立病院は、全国で424、北海道で54ございますが、札

幌圏にはなかったということを明言されております。ですから、病院

の再編統合は札幌圏ではあり得ないということは、国のほうでもわか

っていただいているということです。この点を踏まえまして､市立病院

をますますよいものにしていけるよう、この場でご議論いただければ

と思います。  

 本日の議題は２件ございます。決算の概要と中期経営計画の進捗状

況ということで、従前どおり、最初に病院局から説明を受けて、その

後、一括で質疑をさせていただきたいと思いますが、よろしいですか。 

（「異議なし」と発言する者あり）  

○今部会長 それでは、議題（１）（２）について、病院局の説明を求

めます。  

○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、資料にのっとって説明させていただきます。  

 まず、資料２－１をごらんください。  

 平成30年度決算の概要でございます。  

 （１）患者数の推移でございます。  

 入院の患者数ですが､平成 30年度は、 19万 8,412人で､前年に比べて

0.6％伸びました。右の折れ線グラフが新入院患者数ですが､５年間ずっ

と伸びておりますけれども､延べ入院患者数につきましては､平成28年

度のときに一旦落ちましたが、その後、増加しております。  

 平成28年度に一旦落ちたのは、平均在院日数が短くなったための減

でございます。  

 続きまして､外来患者数でございますけれども､平成30年度は、30万
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7,581人で､前年に比べて0.7％の減でございました。  

 ５年間の推移で見ますと、毎年延べ患者数は減少しており､５年前の

平成26年度と比べますと約６％の減ということで､平成25年８月に地域

医療支援病院に指定を受けた後、地域完結型医療を目指して、症状の

安定している患者さんは地域の医療機関にお願いするという取り組み

を進めてきた結果､外来の患者数は減ってきております。  

 （２）経常収支でございますけれども､平成30年度決算の収入でござ

います。経常収入ですが､診療収益が201億6,000万円で、前年に比べて

11億円増加しております。  

 その結果、トータルの経常収入計では233億1,000万円で､対前年で11

億7,000万円の好転となってございます。  

 経費につきましては､人件費が１億6,000万円の減､材料費につきまし

ては、前年に比べて１億9,000万円の増ですが、この材料費の増は、収

入が伸びたことに伴う医療材料費の増と､抗がん剤などの高額な薬剤が

伸びている関係で増加しております。  

 また、経費について前年に比べて2.2億円増加しておりますが､これ

は、給食業務委託の中で、材料の調達も含めて委託した関係で伸びて

いるものでございます。  

 支出の合計は、平成30年度は234億円となりまして､前年に比べて１

億8,000万円の増です。  

 一番下の欄の収支差引では、平成29年度は10億8,000万円の赤字でし

たが、30年度におきましては約9,000万円の赤ということで、約10億円

改善しております。  

 ２ページ目をごらんください。  

 資本的収支の状況を上の表でまとめております。  

 これは、建物や医療機器などの整備費用をまとめたものでございま

して､表の中段の建設改良費ですが、病院整備費は､前年度と同額の３

億円を支出しております。  

 右に内訳を記載しておりますが､自動火災報知機設備などの更新工事

などを実施しております。  

 次の行は、医療機器の購入でございまして、こちらも前年とほぼ同
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額で４億1,000万円の支出がございました。  

 人工心肺装置や３Ｄの画像システムなどを更新しております。  

 （４）ですが､経常収支、当年度末の資金残の推移を折れ線グラフで

記載しております。  

 実線が実績で､点線が中期経営計画で見積もった数字になっておりま

す。  

 平成30年度は予算の数値となっていまして、経常収支でいきますと、

平成30年は予算に比べて約７億円改善しています。  

 下の資金残の推移も同じく約７億円です。  

 続きまして、資料２－２でございます。  

 こちらでは、業務量をまとめております。  

 今、延べ患者数の部分もご説明させていただきましたので､それを除

いて主要な指標として、上から二つ目のところに病床利用率がござい

ます。  

 病床利用率の30年度決算は77.3％で、そのうち､一般病床は81.2％で

ございました。前年に比べて４％から５％ほど増加しております。  

 続きまして､資料２－３ですが､資料２－１で説明しました概要をま

とめたものでございますので、後ほどごらんいただければと思います。 

 決算の概要については以上でございます。  

 続きまして、中期経営計画の進捗状況の説明に移らせていただきた

いと思います。  

 資料３－１をごらんください。  

 中期経営計画では､基本目標を六つ定めておりまして、それごとに数

値目標を定めています。合計で16項目の数値目標を定めております。  

 まず､基本目標１の市民の命を守るために断らない医療を実践すると

いう目標です。  

 この表の左が平成29年となっているのは､計画を策定するときの基準

値が平成29年度であるということです。計画書には令和６年度の目標

の数値を記載していましたけれども、今回、進捗状況を管理するに当

たって､毎年の数値を載せさせていただいております。  

 ９月でちょうど半年ということですので､右に現状値とございますが、
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６か月とあります。ですから、計画値の令和元年の数字の約半分をク

リアできていれば､その次の達成状況のところに丸と記載して、約９割

以内の達成であれば三角､また、達成できなかった場合や、現在評価す

ることができないものはバツ、もしくはバーを記載しています。  

 一番上の①に救急車の搬入件数ですが、平成29年度は3,156件で､令和

元年度の目標3,600件のところ､ことしの半年間で1,857件達成している

ということです。  

 手術の件数につきましても達成しておりまして、取り組み状況のと

ころに内容も書いていますが、手術につきましては､ことし、休日にお

いても定期の手術を試行的に実施しているところでございます。  

 これまでも臨時の手術は実施しておりましたが、このたび、４月、５

月の10連休の間の２日間､４月30日、５月２日、それから、月曜が休み

になって３連休になるところの休日で、９月23日と11月４日と来年の

１月13日に定期の手術を実施することとしております。そのような取

り組みで、手術の件数もふえてきているところです。  

 病床利用率につきましては、今年度は85％を目標にしておりました

が､今のところ、９月までの平均で81.4％となっております。  

 直近10月の利用率を申しますと、87.1％で、一般病床では92.2％ござ

いました。今後とも､病床利用率の増に向けて取り組みを進めていきた

いと考えているところでございます。  

 ④の外来化学療法の件数も達成をしているということで、取り組み

状況のところに、早朝の採血枠を拡大したことによるベッド回転数の

向上とありますが、そのような取り組みで件数が増加しているところ

でございます。  

 基本目標２の地域の医療機関との連携体制の構築についてですが､紹

介患者の増につきましても､この半年で目標をクリアしております。  

 これは来年の１月１日以降の予定ですけれども､現在、原則紹介制の

診療科が15ございますが､それに加えて新たに６診療科も原則紹介制に

して進めていきたいと考えているところです。  

 次に、⑥の長期処方患者の率でございますが､36.8％のところ、37.6％

にとどまっております。  
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 ＰＥＴ－ＣＴ稼働率につきましても、若干目標に届いていないとこ

ろです。  

 ＰＥＴ－ＣＴについては、新型のＣＴをこの９月に新たに導入しま

したので、その部分もあわせて地域の医療機関には積極的にＰＲして

いきたいと考えているところです。  

 基本目標３の人材育成に関するところですが､初期研修医につきまし

ては目標をクリアしておりますが､専攻医（後期研修医）は目標に至っ

ていなかったものですから､今後とも積極的にＰＲ活動､広報活動を続

けていきたいと考えております。  

 夜間の看護補助員につきましては、当初は３病棟に配置していたの

みだったのですが､ことし８月に全病棟に配置することができ、目標を

クリアしているところでございます。  

 基本目標４の医療の質の向上ですが､ＤＰＣ特定病院群の維持につい

て､その結果につきましては､来年４月に次期更新がございますので､そ

れに向けて院内で取り組みを進めているところでございます。  

 リハビリテーションの実施単位数についてはクリアしているところ

です。  

 基本目標５の患者満足度調査につきましては､入院、外来ともに９月

上旬に実施したところであり、現在、数値の分析をしているところで

ございます。  

 基本目標６の財政基盤の確保についての指標は､経常収支、資金収支

の数値で、年度末決算が出たときにわかるものですので、今説明した

事柄の取り組みを進めることによって達成していきたいと考えている

ところです。  

 全部で16の数値目標がございましたけれども､この中で、経営に関与

し、強く影響を与える指標とそうではないものが混在しているという

ことで、前回の病院部会の中でその辺がわかるようにというお話もご

ざいましたので､資料３－２で診療収益の構造を整理させていただきま

した。  

 本当にアバウトな整理の仕方ですが､診療収益は大きく入院と外来の

二つに分かれて、入院収益は患者数に入院単価を掛ける形です。  
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 右の③病床利用率、①救急、⑤紹介患者数という丸つきの数字は、

今説明した資料３－１に振ってあった数値目標の項目の丸数字と連動

しています。  

 入院の患者数ですけれども､地域医療支援病院である当院の入院の入

り口は大きく二つありまして､救急と紹介患者になります。ですから、

①救急車の搬入件数及び⑤紹介患者数を伸ばしていくことによって、

その上の③病床利用率が向上していくという流れになろうかと思いま

す。  

 入院単価につきましては､⑪ＤＰＣ特定病院群､②手術の件数､⑫リハ

ビリ実施単位数ということで、②と⑫は出来高の部分でございまして、

そちらで単価の増を見ているということです。  

 外来収益の患者数は、地域の医療機関との役割分担という考えで、

長期処方患者率で減らしていきたいという指標を⑥で持って、それに

外来単価の増ということで､外来化学療法､ＰＥＴ－ＣＴの稼働件数と

いうふうに整理しております。  

 この流れに沿って、再度、取り組み結果をまとめたのが資料３－３

です。説明が重複するところもあるので、概略を飛ばしながらご説明

させていただきたいと思います。  

 １のところは､今お話をした入院患者数をまとめたもので、一番上の

表が中期経営計画上の計画値、平成30年度のところは実績値を置いて

おります。  

 それに対する計画と実績の比較を（２）の表で示しております。  

 表の真ん中あたりに計画値を書いていますが､平成30年実績、令和元

年度の計画､令和６年の計画ということで、令和元年の計画の６か月分、

２分の１にしたものが､右のほうの「Ｒ元年度（計画６か月）」と書い

てあるものです。令和元年度の実績は６か月の実績ですが、その差し

引き、右の（実績－計画）で､今回の計画の進捗がクリアされたかどう

かを評価したという流れになります。  

 表の中にあるとおり、紹介患者数、救急車の搬入件数の両方とも伸

びております。その結果、その二つ上の新入院患者数が前年に比べて

113人ということで１％ほど増加しているのですが､延べ入院患者数が
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減っているのは平均在院日数が減っているためで､計画のときは10.7日

を見込んでいたのですけれども、実際には10.2日で推移しているという

ことで､そこが５％ほど減になっている影響で､延べ入院患者数は減っ

ているという結果になっております。  

 ２番の入院単価につきましても､表の構造はほぼ同じでございます。 

 （２）の入院単価の増減ですが、表の一番上にある平成30年度の６

か月の単価が７万3,389円で、今年度の実績が７万5,581で､差し引き約

2,000円の増になっているということです。  

 ３は外来患者数ですが、これも同じように平成30年度実績で、右が

計画値となっておりまして､右上の表が計画と実績の比較でございます。

外来患者数につきましては､目標では減らしていくということにしてお

りましたが、半年間の差し引きで5,000人ほどふえている状況になって

おります。  

 外来単価につきましては､実績との比較は（２）に単価がございます

けれども､実績が１万7,653円に対しまして､今年度は１万 9,037円で、

1,400円ほど増加しております。  

 収入については以上ですが､中期経営計画では、費用の分の指標も記

載して目標に掲げています。これは医業収益に対する比率ですが、職

員給与費の比率､材料費の比率､委託費の比率です。平成30年度の実績

で、例えば給与費については54.3％を令和６年度には53％にするという

目標を掲げています。年度途中の推移も記載しております。これにつ

きましては、最終決算が出たときに評価をしたいと考えているところ

です。  

 中期経営計画の進捗状況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。  

 これから質問その他に入らせていただきますけれども､皆様に機会均

等ということで、１回のご質問につき３問程度でお願いいたします。  

 ご発言の委員は、資料番号と場所を明示の上､よろしくお願いいたし

ます。  

 ただいま説明がありました議題２点について、ご質問やご意見があ

りましたら、よろしくお願いいたします。  



 - 9 -

○水澤委員 質問ですが、資料２－１です。  

 入院患者の数ですが、平成29年度と平成30年度の決算値の比で見る

と､1,236人ふえております。また、外来患者の数で見ると逆に2,299人

減っています。全体では1,063人減っている形になっていますが、（２）

の経常収支の診療収益を見ると、11億円も増加しています。患者の数

が全体に減っているにもかかわらず増収になっているというのはどう

いう構造なのか、教えてほしいと思います。入院患者がふえると増収

になり、外来患者が減ると増収になるというのはどういう構図なのか

というところを教えてください。  

 ２点目は、中期経営計画の進捗以降の資料ですが､正直に言いまして、

指標の数値構造がわかりませんでした。余りにも専門的な数字で､素人

の一市民が見ても、個々の数字の意味がわかりません。  

 ただ、指標の数値目標は、経営改善の指標ではなくて、基本目標を

達成しているかどうかの進捗を測定するものであることはわかりまし

た。  

 やはり、数値間の連携が全然見えませんでしたので､もう少しわかる

ような資料にしていただいたほうがいいのではないかという要望です。 

 最後に、ちょっと教えてほしいのですが、中期経営計画というのは、

ざっくり言うと、市立病院と地域の病院の患者の紹介と逆紹介によっ

て経営改善を目指しているというふうに理解できるのですが、そうい

う理解でいいのでしょうか。そうなのであれば、そういう関係をずっと

維持するためには相当の努力が要るのではないかと思いました。  

 そういう理解でいいのかどうか、教えていただきたいと思います。  

○今部会長 ご質問が２点とご要望が１点ありました。  

 まず、ご質問の２点について事務局に回答をお願いして、具体的に

中期経営計画の指標に関して、どこがわかりにくいかということを後

で教えていただきたいと思います。  

○宇都宮経営管理部長 まず、１点目のトータルで患者数が減少して

いるのに収入が伸びているのはなぜなのかということです。  

 診療収益で11億円伸びているうち、入院で約７億円伸びていて､外来

で４億円伸びております。入院での伸びは、入院の単価の増と延べ入
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院患者の増なので､そちらがふえていくというのは理解しやすいと思い

ますが、外来のほうは、外来患者数は落ちているのですけれども､外来

の単価が上がってきています。  

 なぜかというと､材料費のところで触れさせていただきましたが､抗

がん剤などの高額の薬剤を使う外来化学療法の患者さんがふえてきて

おりまして､１人の外来患者さんの単価が上がってきているということ

です。  

 逆紹介を進めているというのは､症状の安定している患者さんを地域

のほうで診ていただく形なので、そのような患者さんは、通常の診察

をして処方箋を出すのに比べて、化学療法については、その分、薬剤

を使ったり、いろいろな検査をしたりということがあるため、単価が

高くなる傾向がございます。ですから､患者数は減っておりますけども、

単価が上がった関係で､外来の収益も実は４億円増加しているところで

ございます。  

 ２点目の、中期経営計画として目指す方向性として、紹介患者､救急

をずっと伸ばしていくという方向性で問題ないのか、間違いはないの

かということですが、そのとおりでございます。  

 資料３－１の基本目標２の⑤にありますが、毎年、紹介患者数を伸

ばしていって､令和６年には１万5,000人まで目指すとしています。  

 これは、本当に地道に、地域の医療機関が市立病院に何を望んでい

るのか、求めているのかということを各医療機関に確認に行ったり、

市立札幌病院ではどういう医療ができるということを地域の医療機関

にお話しして、信頼関係を積み上げていく中でふえていくものだと思

います。  

 ですから､急に伸ばすことはなかなか難しいと思いますが、そういう

活動を地道につなげることによって、ふやしていきたいと考えている

ところです。  

○今部会長 わかりにくい指標の件を教えていただけますか。  

○水澤委員 例えば、延べ入院患者数について、私はネットで調べた

のですが、入院患者と退院した人を足した数が延べ入院患者数である

ことを初めて理解できました。  
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 では、新入院患者数というのはどこにあるのかと思うと、（２）の中

に新入院患者数とありましたが、これは救急搬送件数であって、人数

ではないのです。ですから、これと紹介患者数を足したら新入院患者

になるのかと思ったら、そうでもないのです。  

 ですから、必ずしも足し算をして数字がぴったり合うような形には

ならないのです。素人としては、何と何を足して、何と何を掛ければこ

うなるというふうに一つ一つ理解していこうと努力しているのですが、

数字が個々の算出の仕方になってしまっていて、それらがどうなって

いるのかがこの表を見ただけでは全くわかりません。これは、やっぱり

プロの方のご意見を待たないと、素人の市民ではわからないです。  

 それをわかるような資料をつくるのはもっと難しいのかもしまれま

せんが、正直、今回は質問できるだけの力がなかったです。  

○今部会長 表記方法について、よりかみ砕いてというお話です。結

構かみ砕かれているような気もするのですが、いかがですか。  

○宇都宮経営管理部長 おっしゃるとおり、足し算、掛け算ですぐに

数式的にならないところがあります。  

 例えば、入院の患者数ですと、①の救急車の搬入件数で､救急車の搬

入件数があって、そのうち、入院されるのは入院率があって、そのうち

の一部の方が入院のほうにつながっていきます。紹介患者数も同じで

す。  

 紹介患者があったとしても、そのうち、外来で終わってそのまま帰

る方もいらっしゃれば､検査をして入院につながる方もいらっしゃいま

す。ですから、救急と紹介患者数を足しても新入院患者数にはならな

いです。  

 ただ、もともとの母数である救急車の受け入れや､紹介患者数をふや

さないと入院患者数の増にもつながっていかないものですから、そう

いう面では、取り組みの指標として挙げさせていただいているという

ことです。  

 それから、新入院患者数と延べ入院患者数の関係ですが、平均在院

日数が関係していまして、新入院患者数がふえても､在院日数が短くな

ると延べ患者数は減る傾向にございます。ただ、単価は上がる傾向に
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なります。  

 それを、診療科別､疾病ごとにわかりやすく表記をするのはなかなか

難しいので、延べ入院患者数は新入院患者数に平均在院日数を掛ける

ものだとざっくりとしたイメージを持っていただくのがわかりやすい

と思います。  

 先ほど退院ということもありましたが、③の病床利用率は、退院の

患者数を足して出した数字です。例えば１月１日に退院して、同じ日

に同じベッドに入院したら、一つのベッドに２人いたというカウント

になります。ですから、延べの入院患者数に退院の患者数を足して､そ

れが患者数トータルになってベッド数で割る形で稼働率を出すもので

すから、退院したところ全てに入院患者が入ってベッドが高回転した

となると、100％を超える数字になります。  

 そこの説明が足りなかったところは反省点として、今後、資料をつ

くるときには、ただ、そこを詳しく書いてしまうとかえってわかりにく

くなるので、わかりやすい範囲で表記を工夫してみたいと思います。  

○今部会長 そうですね。説明のときに詳しく話していただくという

ことで、確かにベッドの稼働率の算出は複雑怪奇なのです。  

 また、救急患者さんが延伸するかどうかという話ですが、札幌消防

の統計ですと、とうとう出動件数が10万を超えたということです。2025

年を超えても高齢者人口はどんどんふえて、2040年までふえるという

ことです。人口は減っていきましても、救急搬送件数はどんどんふえ

ていくという状況です。したがって、出動件数もどんどんふえていっ

て､救急に関して言うと、札幌市は二次救急医療体制を非常に頑張って

いるのですが、オーバーフローしたところを市立札幌病院に責任を持

ってやっていただいているので、救急搬送件数はこれからもどんどん

ふえていくのだろうと推察されます。  

 以上、補足です。  

 そのほかにいかがでしょうか。  

○平本委員 水澤委員のご質問と少し趣旨が似ているかと思うのです

が、資料２－１の外来患者数が近年減少している一方で、資料３－２

の収益の分解をしたものが非常にわかりやすいのですけれども､外来患
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者数の数値目標を見ると、長期処方患者率というものがあります。長

期処方の率を減らしていこうという趣旨はこれまでのご説明で理解し

ているつもりですが、長期処方患者率を減らすということと延べ外来

患者数を減らすということは同じことと理解していいのか、それとも、

少し違う意味合いを含んでいるのかということがちょっとわからなか

ったのです。  

 長期処方患者率を減らすということは、慢性期に入っていて、地域

の医療機関で面倒を見ることができる患者さんを逆紹介していきまし

ょうという趣旨だと思うのです。一方で､事実として外来患者数は減っ

ているけれども、外来化学療法等の単価が上がっているので、こちら

の収益も上がっているのだということは、ほぼ同じことと理解してい

いのでしょうかという趣旨の質問です。  

○宇都宮経営管理部長 病院の人的その他の資源が限られている中で､

高度急性期の病院としてやるべき役割を達成するために､長期処方の患

者さん、症状の安定している患者さんを地域に逆紹介してお願いする

ことによって、がんなどの急性期の患者さんを診るということですか

ら、ある意味で連動していまして、逆紹介することによって患者数は

減っていっています。例えば、がんなどの急性期の外来患者さんがふ

えていけば拮抗するかもしれませんが、どのくらいで折り合いをつけ

るかというのは、なかなか難しい議論であると思います。  

○平本委員 例えば、急性期の、しかも外来で対応できる患者の数は

一定数を確保しながら、でも、安定的な患者さんを逆紹介していくと

いうことになっていくのがいいのか、それとも、外来の患者数は右肩

下がりで減らしていくほうがいいのか、どちらを経営的な方向性とし

てお考えになっているのでしょうか。  

 先ほどらい出ている⑥の長期処方患者率を一定のところまで減らし

ていきましょうということは十分理解できていて､言葉がすごく悪いけ

れども、単価の高い外来患者さんは一定数とっていきましょうという

のは公立病院だから言いづらいのかもしれませんが、ある程度は戦略

的に受け入れていくということもあり得ると思ったのです。  

 その方向性をお尋ねしたのですが、ここまでの説明で大体理解した
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ので、結構かと思います。  

○今部会長 市立札幌病院には医療の必要度の高い患者さんを持って

いただいてという意味合いですね。  

 そのほかにいかがでしょうか。  

○市川委員 市民委員の市川でございます。  

 私からは、資料３－１の中期経営計画の推進状況についてお尋ねし

たいと思っております。  

 基本目標１から６の数値目標についての説明がありました。それは

おおむね理解したところでありますけれども､あくまでも表題は推進状

況となっておりますので､私どもとして知りたかったのは、基本目標６

項目の中で、それぞれの取り組み事項が明示されて、私どもにも説明

がなされたところです。  

 これを見ますと、合計25項目に分かれていまして、まだ６か月しか

経過していませんが、それに対する中間的な推進状況を若干記載して

ご説明していただければ、私どもとしても理解を増すことができたの

ではないか思っております。  

 そこで､私としては、何回か意見を言ってきた項目について、この資

料に基づいて２点だけ、これはどの程度推進しているのか、あるいは、

今後どのような取り組みをなされるおつもりかということをお尋ねし

たいと思います。  

 基本目標４の医療の質を常に向上させますという項目についてです

が、取り組み事項が５項目に分かれているのです。その全てについて

言うつもりはありませんが、取り組み事項の一番上に、医療の質向上

に向けた研修などを実施いたしますということが明示されております。 

 私も、このことについては意見を言いました。特に、医療過誤の防

止等のためにも、大変難しいのですが､全ての職員にそれを理解させる

ことは、もちろん医療専門職としての自負がありますから､モチベーシ

ョンは非常に高いものと思っておりますが､さらにそれを高めるために、

この計画の中では、非常勤職員に至るまでの教養を実施していただき

たいのです。基本教養と､医療過誤等の安全に関する教養を実施します

となっておりますが、現時点において、これらの教養がどの程度なさ
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れているのかということです。  

 交代制勤務等で看護師さんが65％を占める職場において、全員に徹

底するのは難しいと思いますので、今後、どのような取り組みを計画

されているか、簡単で結構ですから、その点をお願いしたいと思いま

す。  

 もう一点は､基本目標６の業務の効率化を徹底し､健全な財政基盤を

確保しますということで、三つの取り組み事項が例示されています。

その一番上の業務効率化の推進という項目について､これを期限までに

達成するのは厳しいのではないかと思っていましたが、例えば、業務

の時間配分の適正化を図るため､業務の可視化と改善活動が継続する仕

組みづくりを2019年度までに実施しますと明示しているのです。とい

うことは、来年の３月末までに実施が可能なのでしょうか。これは、そ

こまでにやってくださいということではなくて、その場限りのもので

はなくて、しっかりとしたものをやっていただきたいので、期間にこだ

わることはないと思います。  

 さらに、職員から業務改善に係る提案を促す仕組みづくりを2019年

度までに行い、継続的に業務の見直し、改善を進めますということで、

内容は非常に立派です。これは、ある意味、難しいことですが、これを

2019年度末までに推進できる可能性があるのか、あるいは、現在まで

に少しでも何か手を打ったものがあるのでしょうか。  

 これは、批判ではございません。改善を一生懸命されているのはわ

かりますので、簡単で結構ですから、お答えいただければと思います。 

○今部会長 整理しますと､医療安全研修の全職員への徹底、時間配分

の可視化、職員からの業務改善項目の吸い上げ等に関しての進捗状況

というお話でございます。お答えいただけますか。  

○仁木医療品質総合管理部長 医療品質総合管理部長の仁木でござい

ます。  

 ご回答させていただきます。  

 まず、１点目の医療安全に関する研修についてでございますけれど

も､医師ももちろん含めた全職員を対象にして、ｅラーニングを使って

研修を実施しています。実施率につきましても、産休に入った職員を
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抜かしまして100％となっております。  

 これは、今後も年に２回行います。ことしは１回が終了したところ

で､今後も続けてやってまいります。  

 そのほかにも､医療安全に関しましては､講師の先生をお呼びしまし

て､それぞれテーマを決めて､全職員が受講する予定にしております。  

 続きまして、業務改善の件ですけれども､確かにご意見があったとお

り、そう簡単ではないと思っておりますが、毎年、職員の満足度調査

からのご意見もありまして､一つは､職員の提案・相談窓口を開設しま

して､継続的に改善活動を続けております。ことしも既に５件受けてお

ります。これは、医師もそうですけれども､看護職員等も含めまして、

いろいろな職員から意見をもらって､改善活動に努めております。  

 そうしましても、現場の職場環境の改善も含めますと､自前だけでは

なかなか解決しないものもありますので、現在は、北海道医療勤務環

境改善支援センターの方のお力もかりて、昨年度から継続的に勤務環

境の改善に努めております。また、来年度も当院に介入していただき

たいということで、継続して取り組んでもらうことにしております。  

 それだけでは解決しないものに関しましては、病院としてどのよう

に取り組んでいったらいいのか､仕組みづくりをどうしていったらいい

のかということを、今、経営企画課とも検討しているところでありま

すが、まだ方向性は出ておりません。  

○市川委員 わかりました。  

 大変頑張られておられることはよくわかりましたので､今後ともどう

ぞよろしくお願いいたします。  

○今部会長 ｅラーニングの回答率ですが、どういうふうにして出し

ているのですか。  

○仁木医療品質総合管理部長 電子カルテのシステムをつかって、う

まくつくりました。医師も含めて職員全員がやるように、進捗管理も

しています。そして、行っていない職員に対しては、いついつまでにと

いうことで催促もしております。  

○今部会長 記録が残るという仕組みなのですね。  

○仁木医療品質総合管理部長 そのとおりです。 
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○今部会長 すごいですね。ありがとうございます。 

 そのほかございますか。  

○金子委員 先ほど、病院側から収支に関するご報告をお伺いしまし

て､基本的には収入がふえて借金も減ってきているということで、一生

懸命頑張っているなと思います。  

 その内容も、地域医療構想のとおり、重症患者を当院で受け入れて､

軽症患者は皆さんで受け持っていただくという基本的な方針を少しず

つ進めていらっしゃるし､病院の治療内容も、これだけ診療単価がふえ

ているということは、それだけ濃い治療をされているのかなという印

象がありました。  

 ただ、今、質問がありましたように、質的な問題がどうなのかという

のはまた別な問題ですし、単に収支がいいからそれで全てオーケーと

いうことはないと思います。  

 きょうは、収支に関して深く立ち入る場面ではないのかもしれませ

んが、若干質問があります。  

 資料２－２で、ベッドの利用率とベッドの稼働率はちょっと別なも

のだということはまず理解しておいたほうがいいと思うのです。  

 利用率は、先ほどお話があったように､入院患者さんが１人いて、退

院患者さんが１人いれば、その日のうちに２人が利用したということ

になるわけです。ですから、稼働率はまた別な概念で計算しなければ

ならないと思うのです。  

 ここで、ベッドの利用率というお話ですが、平成29年度から30年度

にかけて73％から77％と４％ほど利用率が上がったということです。

これは､単純計算して、700床のベッドで４％ですと、二十数人の入院

患者さんがふえないと、また、退院も入れるとすれば、十数人の患者さ

んがふえないと利用率は４％ぐらい上がらないわけです。ところが、

このデータを見ていただきますと､１日の入院患者数は４人しかふえて

いないのです。  

 これは、どういう構造で利用率が上がったのかということをお伺い

したいと思います。  

 ２点目は、資料３－３で、職員給与費対医業収益の人件費率につい
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て、平成30年度から令和元年度にかけて54.3％から54.2％とほぼ同じな

のです。人件費率というのは、私の単純な考えでは、総収入がふえれば

人件費率は下がると思うのですが、そんなに下がっていないわけです。 

 また、資料２－１の経常収支の人件費のところで、平成29年度が114

億7,000万円､平成30年度が113億円ですから、若干下がっているわけで

す。ところが人件費率がほとんど同じというのはどういうことなのか、

詳しいことを教えていただきたいと思います。  

 ３点目は、資料３－１です。  

 基本目標４のリハビリテーション実施単位数というところです。  

 前回も、リハビリテーションはＤＰＣと別枠ですので､リハビリをす

ればするほど収入がふえるということをお話ししたような気がします。 

 今回、１人のリハビリテーション療法士がふえたというのはいいこ

とですが、療法士１人当たりの１日の単位数はどういうふうになって

いるのでしょうか。  

 １人の療法士がふえて､半年で５万7,000単位ふえるということは、こ

の１人で全てやったわけではないと思うのです。そうすると、療法士

全体の１日の単位数がかなりふえたのではないかと思うのです。リハ

ビリテーション療法士は１日当たり何単位くらいされているのでしょ

うか。  

 そういうことも含めて、先ほどもお話がありましたように､患者さん

の満足度と､人件費がふえていないということは、残業代もふえていな

いということですね。私としては、リハビリも含めて、残業をすごくし

ているのではないかという印象があるのです。人件費が同じというこ

とは、残業をしないで本当にこれだけの仕事ができているのかと思っ

たのです。そういう意味では、職員の満足度もちょっと気になるとこ

ろです。  

 以上の３点です。  

○今部会長 経営健全化検討会の座長を務められた金子委員の質問で

ございますけれども、お答えできますか。  

○宇都宮経営管理部長 まず、１点目の病床利用率の関係でございま

すけれども、資料２－２の※１のところに、「病床数は、休止病床44床
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（30年１月１日から休止）を除いたものである」と記載しております。 

 これは、平成30年１月１日に８階東病棟を休床した関係で利用率が

上がっているということです。それまでは、全体の病床に対して空床

になっているところがありましたが、それを８階東病床に集めてとい

うとおかしいですが、そこを休床して、全体でベッドコントロールし

たことによって稼働率が上がっているということです。  

○金子委員 そうすると、これは平成30年度ですから、前年の４月か

ら31年３月までを計算されているということですね。  

○宇都宮経営管理部長 はい。  

 それから、人件費率についてですが、忙しくなっているので、稼働も

上がってきて、時間外がふえているのではないか、だけれどもというお

話がありました。資料２－１で、平成29年度決算と30年度決算で人件

費が若干減っています。それは、職員数が減っているということがあ

ります。それはどこのことかというと、先ほど言ったとおり、８階東病

棟を休床にしましたので、その分、看護単位が減って、全体の職員数

は減ってきています。  

 ですから、単純に29と30の職員数のベースが違うので比べられない

ところがあるのですが、全体としては若干の減にとどまっていると見

ていただければと思います。  

○金子委員 総収入がふえたにもかかわらず、人件費率が同じだとい

うのは、どういう計算なのでしょうか。  

○宇都宮経営管理部長 平成29年度決算の人件費率は55％を超えてい

ました。  

○金子委員 資料３－３で、平成30年度と令和元年度の人件費率が記

載されていますね。  

○宇都宮経営管理部長 平成30年度は実績ですが、令和元年度から６

年度は、計画値で置いている数字がそのままなので、実績はこれから

出ることになるのです。  

○金子委員 これは、半年の実績ではないのですね。わかりました。  

○宇都宮経営管理部長 ３点目のリハビリテーションの１人当たりの

単位数ですが、19.1単位です。  
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 資料３－１で、リハビリテーションの実施単位数ということで、合

計の単位数を書いています。現状、６か月で約５万7,000単位と書いて

いるのは、トータルの数字になります。  

○金子委員 わかりました。  

○今部会長 忙しくなっているので、満足度はどうかというお話もあ

りましたが、これはまだわからないですね。  

○宇都宮経営管理部長 はい。  

○今部会長 金子委員、これはもうちょっと待ちましょう。  

 そのほかはいかがですか。  

○菅原委員 私が聞こうと思っていたことは、今の金子委員への回答

で大体わかりました。  

 資料２－１の人件費ですが、先ほどは１億6,000万円の減ということ

でこの表になっているのですが、看護師数の減というのは、病床数が

減ったから、それに伴って減ったということですね。  

 あとは、「など」というのは何が入っているのかだけお答えくださ

い。  

○宇都宮経営管理部長 人件費のところで､実際の人件費も給与費も落

ちているほか、退職給付引当金などもあり、「減など」と記載していま

す。大きい要因は職員数の減ということです。  

○今部会長 そのほかにいかがですか。  

○渡辺委員 資料３－１で、ＰＥＴ－ＣＴの稼働件数が三角で９割達

成ということですが、ことしの９月に新たに新型を導入したというこ

とです。  

 そこで、資料３－３ですが、平成30年度の実績が1,002件です。ちな

みに、29年度は785件の実績でした。これは、既存の機器の減価償却と

いうこともあろうかと思いますが、新たに導入したことによって件数

がふえる可能性、または共同利用等の推進ということですけれども、

どのような方策をとられるのでしょうか。  

○向井病事業管理者 ご質問をありがとうございます。  

 実は、新型ＣＴというのは、ＰＥＴ－ＣＴとは全く別物です。ＰＥＴ

－ＣＴは主にがんの診断や局在を見るためのものですが、新型ＣＴは、
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デュアルエナジーＣＴと言いまして、２種類の放射線を使って、画像

をより鮮明に見るようなものです。造影剤の量も今までの半分以下で

済むというＣＴで、用途が全く違いますので、かぶることは余りない

ような領域になっています。ぜひそれぞれご利用いただければと思っ

ております。  

 我々も、講演会などで、画像を用いて、こう違うのだということを示

しています。今、道内で新しいＣＴが入っているのは３カ所しかなく

て、私どもが札幌医療圏では２台目ということもあるので、ぜひ広く

使っていただければと思っております。  

 また、ＰＥＴ－ＣＴについては、市内にもたくさんあるのですが、画

像も非常にすぐれているので、ぜひ市内の先生に使っていただければ

と思っております。  

○渡辺委員 わかりました。  

 私は、ＣＴを使ったことがありますし、来年の２月に新たにＣＴの

検査をするようにと言われております。鮮明過ぎてもちょっと怖いの

で、ほどほどに思っております。ありがとうございました。  

○今部会長 そのほか、いかがでしょうか。  

○荒木委員 資料３－１の基本目標１の手術実施件数についてです。  

 ご検討されて､休日も手術をするということで､すばらしいなと思い

ました。  

 これは､休日にやったことによってどれくらいの効果を出しているの

かとか患者さんの満足度をこれから評価していくことによって､ますま

す件数の伸びにつながっていくのではないかと思います。  

 その辺について、ある程度の評価は出ているのでしょうか。  

○宇都宮経営管理部長 休日に定期の手術を実施した効果ですが、４

月30日、５月２日、９月23日それぞれで、人件費も当然かかりますし、

経費もいろいろかかります。ですから、手術にかかる経費と、10連休の

ときであれば、その分、入院もふえていきますので、その分をふやして

支出と相殺すると、四、五百万円くらいの増収になっています。  

 ただ、それは手術の内容によって全く変わってきます。それでも、手

術を実施することによって入院がふえてくると、病床利用率にもいい
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影響が出てきますので、進めていきたいと思っています。  

 また、患者さんの話ですが、当然、待っている患者さんがいらっしゃ

いますので、長期の休みの途中に手術の枠があれば、10連休などの長

期の休みを待って次の月に手術をするのではなくて、早い時期にでき

るので、そういう面では患者さんにとっては満足度があるかと考えて

おります。  

○向井病院事業管理者 補足です。  

 今、腎移植の患者さんは半年以上待っています。今回の連休のとき

にも腎移植の患者さんが１組ありましたが、腎移植をする場合、健康

な人からとる部分と移植する部分と二つの手術室を使わなければいけ

ないものですから、休みの日をうまく活用していきたいと思っており

ます。  

○荒木委員 ありがとうございます。  

 例えば、お仕事をなかなか休めない人はこういう連休を使いたいの

で、定期で手術をしてほしいというご希望はかなりあるのではないか

と思っていました。腎移植で腎臓を提供される方も、お休みがとりや

すかったということもあるかと思います。すごくいい取り組みだと思

いました。  

○今部会長 そのほか、いかがでしょうか。  

○河原委員 資料３－３の５の費用のところですが、一番下に民間の

ノウハウを活用した調査を実施と書いてあります。これは、何年ぐら

い前から清掃を含め行っているのか、また、一度に何社ぐらいの調査

を実施されているのでしょうか。  

 やはり、１社よりは複数の事業者を参考にされたほうが改善につな

がると思います。常に清潔を保つ病院において、どんな効率化ができ

るのか、単純に興味を持ったので、教えていただけますか。  

○宇都宮経営管理部長 民間のノウハウと記載していますのは、民間

のコンサルタント会社に私どもの委託の内容と実態を見ていただいて、

そこに配置している人数が多くないのか､効率的に動線を確保すること

によって減らすことができないかというところを見ていただくという

ことです。  
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 そのコンサルタントの会社は、ほかの医療機関にもよく入っていて、

状況をわかっているものですから、例えば、職員のみが使うような階

段であれば頻度を下げてもいいとか､ここに１病棟当たりの人員の精査

と書いていますが、私どもの場合は、一つの階で西病棟と東病棟があ

って､それで何人という形でやっていて、それは複数人でやっているの

ですが、それを１人減らすことによって､そこのレベルを落とさずに効

率的にできるかどうかをまずは１病棟で試してみて、それができれば

ほかの病棟に拡大していくとか、やり方についてもコンサルタントの

会社に見ていただきながら改善をしていくというものでございます。  

○今部会長 試行錯誤と効率化を追求しながらということですね。  

 そのほか、いかがでしょうか。  

○早坂委員 資料３－３の中期経営計画の進捗状況というところで、

資料３－１も含めてですけれども、丸、三角のところを見ますと、現

在、ここの進捗状況については、まあまあいい線で動いているので、こ

れについてはきょうの話ではないという気はするのですが、先ほどの

ＰＥＴ－ＣＴの稼働件数で、485件のうちの何件くらいが外部からの委

託なのかということです。目標である令和元年度の1,035件のうちの何

割ぐらいの受け入れ態勢を想定していらっしゃるのかということが１

点目です。  

 また、これは経営計画の話ではないかもしれませんが、令和６年度

までの６か年の計画が入っています。令和６年は2024年ですが、2024

年となりますと、いわゆる25年問題で、高齢者が非常にふえますし、札

幌市においても高齢者の比率は高くなり、人口も多少減ってくるかも

しれないという状況です。今、市立病院のほうで入院患者さんの平均

年齢は大体どのぐらいなのでしょうか。  

 令和６年という区切りではなくても、ここをステップにしながら、

また次の５年、６年を見据えた中で､超高齢社会に対しての医療提供と

いうことで見ていくと､長期処方患者率もこのとおりいくのかどうかと

いうところもクエスチョンマークが出るかもしれません。紹介患者に

ついては、多分､伸びてこざるを得ないと思いますし、社会的な変化に

よっての数値目標の見直しがあるかもしれません。  
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 ここに６か年の計画が出ていますけれども、１年１年の実績をもと

に、次年度は果たしてこのままでいいのかどうなのか、そこもきちんと

精査していかなければならないということを、次年度以降に改めて皆

さんで考えていければいいと思います。  

○今部会長 まず、外部からの委託はどれくらいだったかということ

です。  

○貴志放射線部長 放射線部長の貴志です。 

 ご質問の内容ですが、ＰＥＴ－ＣＴの地域からの依頼件数は、余り

伸びがありませんで、月に大体２件から３件で推移しております。  

 ＰＥＴ－ＣＴの委託をする検査センターがあるものですから、地域

からの依頼件数はふえていないのですが、院内の掘り起こし等で、数

はかなり伸ばしてきております。  

○今部会長 ほかの画像診断で判断がつかない場合にということで、

外からいきなりというのはなかなか難しいのです。  

 入院患者の平均年齢は、科の特殊性もあって、眼科も小児科もあり

ますけれども、社会全体を見渡して、高齢化を見据えてということで､

平均年齢は上がっていくと思います。何歳くらいなのかというのが意

味があるかどうか、科によって難しいところがありますね。  

○宇都宮経営管理部長 入院患者さんの平均年齢は押さえていないの

ですが、実感として、高齢者の割合はふえてきています。入院患者さん

の中でも、認知症があって身体的な疾病で入ってきている方もいらっ

しゃいます。  

 また、今後、高齢者の数がふえていくというのは、そのとおりだと思

います。今回の実績として、外来単価、入院単価の部分ですが、半年を

過ぎたところで非常に伸びていて、計画よりも伸びているというのは、

高度な治療が必要な方々がふえているということで、年齢構成がどう

影響しているかはわからないところですが、今後、当院が担っていく

治療なり医療を受け持つ役割の部分で、その時々で変わっていくので

あれば、それに即した形で計画も見直していく必要があると思います。 

 この進捗管理をしていく中でその辺を見ていきたいと思います。  

○菊地医事課長 医事課長の菊地です。 
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 平成30年度決算で、平均年齢は出ていないのですが、年齢階層ごと

に申し上げますと、65歳以上の高齢者の割合が56％で、そのうちの75

歳以上の方に限っても30％ということです。これは入院の数字ですが、

外来の方もほぼ同様な傾向になっております。 

○今部会長 年次比較は難しいですか。 

○菊地医事課長 すみません。平成30年度決算の分しかありません。 

○今部会長 早坂委員、よろしいですか。 

○早坂委員 部会長がおっしゃったように、この平均年齢等の数字が

果たしてどれほどの影響が出てくるのかというのは、私もよくわから

ない中で質問してしまっていますが、実際には、65歳を超えますと、い

ろいろな病気の罹患率は上がってくるだろうと思います。特に、がん

にかかる患者さんもふえてくると思います。そうなると、がんの化学

療法もさらにふえてくるだろうということで、これは予測の中での話

ですが、平成30年度では65歳以上で56％というのは、結構高いと思い

ます。こういう方々の中で、手術が必要だ、がんの治療も必要だ、外来

での化学療法も必要だ、高度な医療も必要だということで、この時期

の65歳が令和５年、６年のときにはもしかすると元気でいらっしゃる

かもしれません。さらに、今、65歳までの定年というのがどんどんふえ

てきているので、一会社員として社会生活をなさっている方々もたく

さんいらっしゃる。そのように、社会構造が少し変化してくる中で医

療も、全体像として何か考えていなければいけないのかなという思い

があったので、質問をさせていただきました。 

○向井病院事業管理者 少しだけ補足させていただきます。 

 札幌市の医療需要につきましては、札幌市の人口そのものは余り減

らない予想で、地方からの高齢者が流入してくる予定であり、高齢化

率はさらに上がっていく予想です。このため、今後は、高齢者の医療

需要がかなりふえてくると思います。 

 先ほど今部会長からもお話がありましたけれども、救急車の需要は

さらにふえるだろうということと、疾患別に見ると、白内障ですね。眼

科の率と循環器系がふえるのではないか。がんは横ばい程度で余りふ

えないのではないかとも言われています。今後は、そういうところの医
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療需要がふえてくるだろうし、産科や小児科の医療需要はむしろ減っ

てくるのではないかと予測されていますので、今後は、それに見合っ

たことを検討していかなければいけないと考えております。 

○今部会長 あとは、ＰＤＣＡですね。きちんと検証しながら次につ

なげていくという貴重なご意見を賜りました。今回は頑張って６年ま

で出したのですね。ありがとうございます。 

 そのほか、ございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○今部会長 それでは、医療機関としての質を向上させつつ、職員、

患者さんの満足度を上げつつ、かつ、収益も上げつつ改善を見込むと

いう大変な難題でございますけれども、頑張ってやっていければと思

います。 

 事務局から連絡事項はありますか。 

○武井経営企画課長 特にありません。  

 

３ 閉 会 

○今部会長 それでは、本日の審議を終了したいと思います。 

 令和元年度第２回病院部会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

                         以  上   


