
 

 

 

 

札幌市営企業調査審議会（平成22年度第１回病院部会） 

 

 

 

 

日 時  平成22年６月９日（水）午後６時27分～７時28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 ７名 

     佐々木委員、瀧谷委員、中田委員、西澤委員、浜田委員、

松家委員、村上委員 

      

     市 側 

     病院事業管理者、経営管理室長、富樫副院長、村田副院長、

佐野理事、加藤理事、晴山理事、関理事、静療院長、 

     経営管理部長、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 

○松家部会長 定刻よりちょっと早いのですけれども、皆さんおそろ

いになりましたので、ただいまから札幌市営企業調査審議会平成22年

度第１回病院部会を開催いたします。  

 本日は、各委員の皆様、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。  

 浅井委員、舟橋委員におかれましては、本日は欠席されるというこ

とでご連絡をいただいております。  

また、昨年度まで委員をされておりました工藤委員は、北海道看護

協会の副会長を退任されましたので、本審議会の委員も退任されまし

た。後任に、同じく同協会副会長の川畑委員が就任されましたけれど

も、本日は所用により欠席となっております。  

 それでは、病院部会の開催に当たりまして、吉田病院事業管理者か

ら、一言ごあいさつをお願いいたします。  

○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。 

 委員の皆様におかれましては、大変ご多忙のところを本日の病院部

会にご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 さて、本年度第１回目となります本日の部会につきましては、平成

22年度予算の概要のほか、昨年度、全庁的に議論を重ね、パブリック

コメント手続を経まして本年３月末に決定いたしました精神科新病棟

の建設に伴うプランの見直しについてご報告をさせていただきます。

委員の皆様には、２月に文書でご連絡をさせていただきましたが、本

日、その内容を改めてご説明させていただくものでございます。 

また、昨年４月にスタートいたしました新パワーアッププランの進

捗状況についてご報告させていただき、その後、ご審議をいただきた

いと考えてございます。プラン策定後、この間、職員一丸となりまし

てプランに掲げた取り組みを実施してまいりました結果、当院の経営

内容は着実によい方向に向かっていると感じているところでございま

す。一方で、地域医療機関との連携や働きやすい職場環境づくり、サ

ービスアップの推進など、まだまだ途半ばの課題もたくさんございま
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すので、委員の皆様のご意見を参考にさせていただき、プランの実現

に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。委員の皆様

におかれましては、どうぞ忌憚のないご意見をいただければと思って

おります。 

簡単ではございますが、以上で私からのごあいさつとさせていただ

きます。 

 なお、ここで、この４月の人事異動によりまして病院局理事者の交

代がございましたので、この場をかりまして紹介をさせていただきま

す。 

まず、内藤経営管理室長でございます。 

○経営管理室長 経営管理室長の内藤です。よろしくお願いいたしま

す。 

○病院事業管理者 続きまして、佐々木経営企画課長でございます。 

○経営企画課長 事務局席から失礼いたします。佐々木でございます。

よろしくお願いします。 

○病院事業管理者 以上でございます。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

○松家部会長 どうもありがとうございました。 

 

２ 議 事 

○松家部会長 それでは、早速、本日の最初の議題に入らせていただ

きます。 

本日は、お手元の次第にありますように、三つの議題がございます。

それぞれにつきまして、事務局から内容の説明をいただきまして、そ

の後、質疑応答の時間をとりたいと思います。 

それではまず、一つ目の議題、平成22年度予算の概要について、事

務局から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。 

 座ったまま説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

それでは、お手元の資料に基づきまして、22年度予算の概要につい

てご説明させていただきます。 
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なお、数値につきましては、100万円未満を切り捨てて申し上げます。 

 初めに、１ページ目の予算総括表をご覧ください。 

 表の構成は、左側に収入、中央に支出、右側に収支差引を記載して

ございます。また、表の上段には収益的収入及び支出を記載してござ

いますが、これは、医療サービスの提供や、これに付随する事業など、

１年間の経営活動によって生じた収益と、それに対応する費用を表し

ます。中段には、資本的収入及び支出を記載してございますが、これ

は、支出の効果が翌年度以降にも及ぶため、その年度の費用とすべき

でない支出と、その財源を表します。具体的には、医療機器の購入や、

その財源となります企業債の借り入れ、元金償還金などでございます。 

 まず、上段の収益的収支からご説明いたします。 

収益的収入につきましては、医業収益は平均在院日数の短縮などに

伴い、患者数は前年度を下回ると見込んでおりますが、ＮＩＣＵの増

床や助産料等の改定に加え、抗がん剤など高額な医薬品の使用量の増

加などに伴い、診療収益の増収が見込まれますことから、前年度と比

べまして７億6,900万円の増となります189億3,000万円を計上してござ

います。 

 また、医業外収益につきましては、一般会計からの繰入金で、医師

確保に要する経費が新たに対象となったことなどから、前年度と比べ

まして3,100万円の増となります32億2,700万円を計上してございます。 

 なお、特別利益に計上しております7,700万円につきましては、一般

会計からの長期借入金の償還金のうち不良債務にかかわる分につきま

して、その２分の１を一般会計から補助金として受け入れるもので、

前年度と同額を計上してございます。 

 以上、収益的収入の合計といたしましては、中段網かけ部分の太枠

で囲ってございます22度予算Ａの欄でございますが、前年度対比８億

100万円の増となります222億3,600万円を計上してございます。 

 一方、収益的支出でございますが、まず医業費用につきましては、

医薬品などの材料費の増加に加え、財源率の改定により基礎年金拠出

金公的負担分などの共済負担金の増加が見込まれますことから、前年

度と比べまして８億1,800万円の増となります216億5,400万円を計上し
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てございます。 

医業外費用につきましては、企業債支払利息の減少により、前年度

比6,700万円減の11億6,700万円を見込んでございます。 

 予備費につきましては、前年度と同額を計上してございます。 

 特別損失の7,100万円は、過年度分の診療報酬が査定等により減額さ

れることに伴う過年度損益修正損でございます。 

 以上、収益的支出の合計といたしましては、網かけ部分のＣの欄で

ございますが、前年度対比７億5,100万円の増となります229億300万円

を計上してございます。 

この結果、収益的収支差し引きといたしましては、右側中段の網か

け部分のＥの欄でございますが、６億6,700万円の収支差引不足額、い

わゆる赤字となりますが、前年度対比で5,000万円の好転となる予算と

なってございます。 

 続きまして、資本的収支でございますが、こちらは支出の方からご

説明申し上げます。 

 医療器械の購入と施設の改修等を内訳といたします建設改良費につ

きましては、前年度から9,000万円の増となります6億6,500万円を計上

してございます。 

企業債償還金は、前年度対比で1,600万円増の20億4,700万円、一般

会計からの長期借入償還金と予備費は前年度と同額を予定してござい

ます。 

 以上、資本的支出の合計といたしましては、前年度対比１億600万円

の増となります30億6,900万円を計上してございます。 

 また、その財源でございます資本的収入は、建設改良費に充当され

ます企業債といたしましては５億9,000万円、建設改良費のうち起債対

象外の２分の１と長期借入償還金のうち建設改良分について受け入れ

ます一般会計からの出資金が２億3,300万円、企業債償還に対する一般

会計負担金が12億2,400万円となってございます。 

 以上、資本的収入合計といたしましては、前年度対比3,100万円の増

となります20億4,800万円を計上してございます。 

この結果、資本的収支差し引きでは、10億2,100万円の収支不足とな
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るものでございます。 

 次に、資金の状況でございますが、表の右側Ｅ欄を中ほどから下へ

ご覧ください。 

収益的収支の不足額６億6,700万円と資本的収支の不足額10億2,100

万円がございますが、これをその下にございます当年度分損益勘定留

保資金17億9,200万円、これは減価償却費などの現金支出を伴わない費

用でございますが、これで補てんいたしますと、22年度単年度といた

しましては、下から３段目の１億400万円の資金残となってございます。

また、その下の前年度までの資金残となります過年度分資金過不足額

32億4,800万円と合わせまして、22年度末では、一番下にございます33

億5,200万円の資金残となる見込みでございます。 

なお、収益的収支及び資本的収支の主な項目ごとの金額につきまし

て、４ページ目に図をおつけしておりますので、後ほど見ていただけ

ればと思います。 

 続きまして２ページ目をご覧ください。 

22年度の業務量を前年度と比較してご説明いたします。 

 まず、本院の入院患者数でございますが、一般・救急を合わせた患

者数は、21年度決算見込みと同水準の１日平均633人、年間で延べ23

万979人を見込んでおり、前年度予算と比べますと3.0％の減となって

ございます。これは、クリティカルパス、いわゆる入院診療に係る工

程表の使用率の向上やＤＰＣの適用などに伴い、平均在院日数がさら

に短縮し、実患者数は増加しているところでございますが、延べ患者

数が減少していることによるものでございます。 

 なお、19年度から感染症病棟を設置しておりますが、これにつきま

しては対象患者が法律に基づく疾患に特定されておりますことから、

予算には特に見込んでございません。 

 外来患者数につきましては、１日平均患者数を21年度決算見込みと

同水準の１日平均1,860人、年間で45万1,883人を見込んでおり、前年

度の予算と比べますと1.9％の減としてございます。 

 次に、静療院でございますが、21年度決算見込みと同水準の入院患

者数は１日平均104人、年間で３万7,960人、外来患者数は１日平均160
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人、年間で３万8,880人と見込んでございます。これらを前年度予算と

比べますと、入院は12.6％の減、外来は1.7％の増となってございます。 

 以上の結果、本院と静療院を合わせた合計では、入院患者数は前年

度対比4.5％の減、外来患者数は1.6％の減を見込んでございます。 

 続きまして、３ページ目をご覧ください。 

主要事業といたしまして、建設改良費の内訳をこちらに示してござ

います。 

 まず、医療器械購入費等といたしましては、４億3,500万円を計上し

てございまして、内容といたしましては、心臓、脳神経領域をはじめ、

全身の血管カテーテル検査等を行う血管造影Ｘ線診断装置や、手術等

で使用する医療器材などを消毒するための高圧蒸気滅菌装置の更新な

どを予定してございます。 

このほか、施設の改修費でありますその他病院整備といたしまして

は、ナースコール設備の更新や、後ほどご説明いたします精神科病棟

新築のための設計費などを含め２億3,000万円を計上してございまして、

建設改良費総額といたしましては、６億6,500万円となってございます。 

 なお、これらの財源内訳といたしまして、企業債が５億9,000万円、

一般会計出資金が3,250万円、その他留保財源が4,250万円となってご

ざいます。 

説明は以上でございます。 

○松家部会長 ありがとうございました。 

ただいまの説明につきまして、何かご質問、ご意見等はございます

でしょうか。 

赤字が5,000万円、前年度よりは少なくなる、留保資金がちょっとふ

えるということですが、特にございませんでしょうか。 

○瀧谷委員 こちらの予算書を見ていたのですが、今年は企業債を前

年度の予算に比べて8,000万円増やすということなのでしょうか。その

利率が９％以下と載っているのですが、実質的には企業債というのは

幾らぐらいのパーセントの利息の負担になっているのかということが

１点です。 

もう一点は、予算では当期の収支差額が約１億円ぐらいプラスにな
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るにもかかわらず、やはり8,000万円の借入金をしなければいけないの

でしょうか。何となく、イメージ的には、収支がマイナスにならない

のであれば、無理して企業債を増やさないでいいのではないかと思う

のですけれども、その辺でもし何かあれば教えてください。 

○経営企画課長 まず、企業債の発行利率についてなのですが、確か

に予算書上は９％という上限の利率を設定しております。実際の借り

入れに当たっての利率は、ここ数年を見ますと、やはり低金利を反映

いたしまして、直近の平成21年度でいきますと0.5％ほどという低い利

率になっております。 

それから、企業債を起こす必要性ということなのですが、病院事業

の場合、施設については平成７年にこの建物を新築してまだ十数年で

すから大きな改修は今のところはないのですが、毎年、医療機器の更

新がございます。この更新に当たっての財源ということで企業債を発

行しているのですが、原理原則で申しますと、その医療機器というも

のは、取得して以降数年間使用するわけですから、その間の減価償却

が当然発生いたしますので、それに対する償還財源といたしまして、

それ以降の診療収益を充てるという考え方のもとに、この場合は、あ

えて借金を起こして、後々償還をするということを続ける対応をとっ

ております。 

以上でございます。 

○松家部会長 瀧谷委員、よろしいでしょうか。 

○瀧谷委員 100％納得はしていないのですけれども、減価償却の中で

内部留保されているものから買い換えしていくというのが理想であっ

て、今回、ことしの22年度の予算ではそれができそうで、１億円ぐら

いの予算が浮きそうであっても、やはり8,000万円の借金は増やさなけ

ればいけないという解釈なのですね。 

○松家部会長 いかがですか。 

○経営企画課長 確かに、起債、借金を起こすということは、その利

息が当然発生しますので、その負担を考えると、留保資金で対応する

べきではないかという旨のお話だと思うのですが、確かにそういう考

え方は一理あると思います。ですから、留保資金がある限りは、それ
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で対応でということも可能なのですが、一方で、地方財政制度の中の

話として、企業債を起こした場合に地方交付税措置ということで国か

ら一定程度の交付税措置を受けることがあります。そういった措置が

あることを合わせて考えますと、利息の負担もさりながら、そういっ

た病院財政への負担軽減という上からも、起債制度を活用するという

ことは病院の場合には望ましい姿というふうに考えております。 

○松家部会長 よろしいですか。 

 少し多く借りておいた方が運営がスムーズにいくということですか。 

○経営企画課長 そうですね。企業債は、大体年４億円から５億円と

いう起債の発行額になっておりますので、そういったところも安定的

に借りて償還をするという安定化も考えてのことです。 

○松家部会長 どうもありがとうございました。 

 ほかに質問はございませんか。 

○西澤委員 予算としては結構だと思いますが、もう４月から始まっ

ていると思いますけれども、この４月、５月の実績で見て、入院ある

いは外来の患者数、あるいは診療報酬上の収益が予想と同じなのか、

あるいは変わっているのかを教えていただければと思います。 

○病院事業管理者 今、西澤委員からご指摘がありましたように、こ

れは診療報酬改定前の予算でございますので、４月、５月でほぼ７％

から８％ぐらいの増収になってございます。今後、まだ不確定ではあ

りますけれども、そのような形で推移するのではないかと期待してご

ざいます。 

○西澤委員 今回の診療報酬は、この市立病院あたりがかなり上がる

ようにできていまして、やり方によっては、入院医療だけで考えると、

たしか、うまくすると10％近く上がるのではないかと思います。外来

はほとんど上がりませんが、平均しても７％から８％ぐらいかと予想

していましたので、普通にやればそのとおりいくと思います。また、

ちょっとした工夫をすると、さらに上がることも考えられます。ぜひ、

ことしは期待しておりますので、よろしくお願いいたします。 

○松家部会長 診療報酬を決めた方ですから、内容は知っていると思

うのです。 
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ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○松家部会長 特にほかに質問がないようでしたら、二つ目の議題の

精神科新病棟建設に伴う市立札幌病院新パワーアッププランの収支計

画等の見直しについてに移りたいと思います。 

では、事務局からお願いいたします。 

○経営管理部長 それでは、お手元の資料に基づきまして、精神科新

病棟建設に伴います市立札幌病院新パワーアッププランの収支計画等

の見直しについてご説明いたします。 

まず、１ページ目をご覧ください。 

新病棟建設の必要性でございますが、平成21年３月に策定いたしま

した新パワーアッププランにおきましては、民間の精神科病院では対

応困難な身体合併症を有する精神科患者に対応するため、静療院成人

部門を本院に統合することを掲げてございます。この統合に当たりま

して、プランでは本院の既存病棟を改修することを想定しておりまし

たが、主に二つの理由から新病棟を建設することといたしました。 

まず１点目は、精神科救急医療体制への対応でございます。 

本市の精神科救急の医療体制につきましては、現在、本市の保健福

祉局が主宰をいたします精神保健福祉審議会において検討が進められ

てございますが、その中で、当院が精神科３次救急医療の拠点病院、

すなわち精神科救急患者の最後のとりでとしての役割を担うことが期

待されているところでございます。当院といたしましては、この役割

を果たすためにも、精神科救急・身体合併症に対応した医療を目指す

ことといたしました。この場合、救急救命措置を要する患者、例えば

重篤な身体合併症のある方や自殺企図者、強制的な入院措置が必要と

なる方などに対応することとなり、診察室や個室などの充実した施設

整備や救命救急センターとの緊密な連携が必要となりますが、新病棟

を建設することにより、これらに万全な対応を図ることができます。 

次に２点目として、新型インフルエンザなどの不測の事態への対応

でございます。 

昨年の新型インフルエンザ発生に際しては、本市保健所の要請等を
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受けて、発熱外来の設置のほか、感染症病棟が満床となった場合に備

えて本院病棟内での患者受け入れも検討してきたところでございます。

本院病棟の改修では、工事中はもとより、工事後も本院病棟内での患

者受け入れ余地が縮小し、こうした不測の事態に対応することが困難

となります。 

なお、新病棟建設による場合には、改修工事に比べ騒音や振動によ

る入院患者への影響を大幅に抑えることができ、工事に伴って病棟を

閉鎖する必要もなくなるというふうに考えてございます。 

続きまして、２の建設概要でございますが、建設場所につきまして

は、位置図にありますとおり、救命救急センターとの連携を図るため、

同センターの南側としてございます。また、規模につきましては地上

３階地下１階、工事費用につきましては概算で11億3,000万円、スケジ

ュールとしては、22年度の設計、23年度の工事、24年度の移転を予定

してございます。 

次に、２ページ目をご覧ください。 

新病棟建設に伴うプランの収支計画の見直しの（１）プランから変

更となる点でございます。 

まず、移転時期につきましては、プランでは23年度を予定してござ

いましたが、新病棟の建設に伴い、１年後の24年度としてございます。

工事費用につきましては、プランでは改修費用として２億5,000万円を

見込んでございましたが、新病棟建設に伴い11億3,000万円となり、８

億8,000万円の増となってございます。収益・費用でございますが、変

更後としては、先ほど申し上げました精神科救急・身体合併症医療の

提供に伴います精神科救急・合併症入院料の算定による収益の増が見

込まれますが、その一方で、24時間365日という常時対応型の施設とな

りますことから、医師、看護師の数を手厚くする必要がございまして、

人件費の増も見込んでございます。 

なお、この入院料につきましては、前１年間の実績をもとに算定が

可能となることから、移転初年度である24年度から人件費の増が生じ、

25年度から入院料算定による増収を予定してございます。 

次に、経常損益への影響と対応でございます。 
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プランの収支計画に、今、申し上げた変更を加味いたしますと、新

病棟建設に伴う諸経費の増加などによりまして、プランで予定してご

ざいました24年度の黒字化が困難となりますが、新たな収支改善の取

り組みを行うことにより、24年度の黒字化は達成される見込みでござ

います。 

この新たな取り組みにつきましては、その下の表に３点記載してご

ざいます。 

まず１点目の地域医療支援病院入院診療加算の算定等による診療収

益の増でございます。表の欄外、注１に記載してございますが、これ

は地域医療支援病院の認定を受けることにより算定できる入院料の加

算でございまして、通常の入院料に約３％上乗せした診療報酬を得ら

れるというものでございまして、効果額としては年１億5,800万円を見

込んでございます。 

２点目の４床室化による差額室設置でございますが、これは、現在、

各病棟に配置されております６床室、６人部屋の一部を４床室、４人

部屋に改装するとともに、施設面を充実することで差額室料をご負担

いただくというものであり、効果額としては年1,200万円を見込んでご

ざいます。 

３点目の自主料金の算定でございますが、プラン策定時には見込ん

でいなかった腎臓移植の際に行われる組織適合検査料を改定したこと

などにより、年1,000万円の効果額を見込んでございます。 

これらの取り組みの結果、経常損益の見通しといたしましては、そ

の下の表の見直し後（Ｂ）欄でございますが、24年度に2,800万円、25

年度に1,400万円の経常収支の黒字を計上する見込みでございます。 

続きまして、３ページをご覧ください。（３）繰入金への影響でご

ざいます。 

当初のプラン（Ａ）欄と見直し後（Ｂ）欄を比較いたしますと、22

年度は減少、23年度と24年度は増加、25年度は減少する見込みとなっ

てございます。 

まず、22年度の減と23年度の増についてご説明申し上げます。静療

院では、運営上生じた収支不足、いわゆる赤字については、一般会計
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から繰入金を受けております。プランの収支計画では、静療院の本院

統合を23年度と想定し、その前年度となります22年度はこの統合に向

けた移行期間と位置づけ、静療院の入院患者の減少などによる収支悪

化を見込んでございました。しかし、移転時期が１年後年次となった

ため、22年度には入院患者の減がないことから、静療院の収支好転に

より繰入金が減となる一方、23年度は移行期間となることに伴う収支

悪化により繰入金が増となるものでございます。 

また、24年度及び25年度以降でございますが、精神科救急・合併症

入院料算定の前年度となる24年度に人員増を行うことに伴い繰入金が

増となりますが、入院料の算定が始まります25年度以降は収支が改善

され、病棟建設に伴い元利償還額が増加するものの、繰入金総額とし

てはプランに比べて減となる見込みでございます。 

次の４ページ及び５ページにつきましては、このたびのプランの具

体的な変更内容について記載したものでございます。 

１の経営指標に係る数値目標につきましては、収支計画を見直すこ

とに伴い、財務内容改善や医療機能の確保に関する数値目標を変更す

るほか、２の経営効率化のための具体的な取り組みにつきましても、

先ほどご説明いたしました精神科救急・合併症医療の提供を行うこと

や、地域医療支援病院入院診療加算の算定など、収入増加のための取

り組み項目を追加することなどを記載してございます。 

６ページにつきましては、先ほどご説明いたしました見直し後の収

支計画の詳細を記載したものでございます。 

以上でございます。 

○松家部会長 ありがとうございました。 

ただいまの新病棟建設に伴うパワーアッププランについてご質問は

ございますでしょうか。 

新築ということで、かなり工事費用がかかりますけれども、できる

ものは立派なもののように思います。札幌市は精神科救急が非常に弱

いものですから、期待しているのです。 

どなたか、ご質問等はございませんでしょうか。 

○村上委員 質問というより要望になるかもしれませんが、この精神
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科救急・合併症入院料は、札幌市内及び近郊の民間病院はほぼ取得で

きないと思うのです。ぜひ、これは採算面度外視と言っては何ですが、

まさに市立病院が行う政策的な医療だと思いますので、ぜひ進めてい

ただきたいという要望をまず最初にお伝えいたします。 

一般病院で外科系の救急医療を担っているところは、今、精神病院

に入院していた患者、あるいは、現在、外来治療を受療中の患者の救

急搬送等によって非常に困惑しているそうです。もうおわかりだと思

いますが、統合失調症、あるいは非常に多くの薬剤を投与された状態

で搬送された患者を保護、管理するのに、夜間当直の事務員総出で４

人、５人張りつける、あるいは上肢外傷等ですと動けますので、産科

あるいは婦人科を持っている病院は、ほぼ受け入れることができませ

ん。条件として、精神病院から看護師４人以上、あるいは男性看護師

２人を病室に張りつけてください、そうしないと受け入れられないと

いう状況が起きているそうです。 

医療法改正その他に盛り込まれていますように、精神病床はこれか

ら増えませんし、運用病床はますます減っていくことが予想されます。

こういう中で、合併症等を持つ患者の医療を市立札幌病院が率先して

受け入れていただけることを強く希望したいと思います。そのための

費用については、市理事者との間で強硬に主張されてもよいものでは

ないかと思います。 

質問というより要望ですが、以上です。 

○松家部会長 要望ということでよろしいでしょうか。 

札幌市の夜間急病センターも、そういう方がいらっしゃっても受け

入れるところがないのです。実際に電話があるのですけれども、どこ

の精神科にかけてもベッドはあいていないとか、そういう方は受け入

れられないということが多いのです。これが今回の最大の目玉かと思

いますので、市議会とか市の方に強烈に言っていただければ、まず可

能ではないかと思います。 

ほかに、どなたかご質問はないでしょうか。 

○西澤委員 １ページ目の必要性の（２）に不測の事態への対応が書

いてあるのですが、実際に今回のプランとの関係はどうなっているの
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でしょうか。 

○病院事業管理者 この対応ということは、最初のプランにありまし

た今の病院の中に一病棟を改修して、そこを精神科病棟に変えるとい

うプランでございまして、そのプランを実施した場合にこういう事態

に対する対応が非常に困難になってくるということで、それを避ける

意味で新病棟を建てるという意味です。それによって、また前回のよ

うなインフルエンザのときに対応が可能である、病棟の中に入れてし

まうとほとんど対応が不可能になるという意味合いで書かせていただ

いております。 

○松家部会長 ほかにどなたかございませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○松家部会長 ほかにご質問がなければ、次に、三つ目の議題の市立

札幌病院新パワーアッププランの進捗状況についてに移りたいと思い

ます。 

事務局、お願いいたします。 

○経営管理部長 それでは、お手元の資料４に基づきまして、新パワ

ーアッププランの進捗状況についてご説明させていただきます。 

 表の構成でございますが、左側にプランに掲げました経営効率化の

ための取り組みの各項目と、その主な内容を記載してございます。そ

の右側には目標値等と実施予定時期や、21年度における取り組み結果

及び今後の取り組み、課題等について記載してございます。 

なお、ご説明は、昨年度（21年度）に実施予定としております項目

を中心に行いたいと考えてございます。 

 まず、１番目の診療体制の強化及び病棟機能の再編についてご説明

いたします。 

（１）周産期医療体制の充実でございますが、21年７月にＮＩＣＵ

を６床増加し、また９月には後方病床（ＧＣＵ）を改修いたしまして、

療養環境の整備を行ったところでございまして、新生児科病棟の円滑

な運用を図っているところでございます。 

次に（２）診療科の連携・センター化でございます。産婦人科と泌

尿器科が連携して運営します子宮脱センターにつきましては、22年１
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月に開設いたしました。これまでに、メッシュを用いた最新の子宮脱

手術を90例行い、センターの開設により、泌尿器科を含めた複数診療

科との連携協力のもと、リスクの高い合併症に配慮した診療体制を敷

いたところでございます。 

 なお、脳神経センターにつきましては、現在、22年度中のセンター

化に向けて、診療科間の共同診療等を含め、脳外科・神経内科などに

よる検討会を行うべく準備をしてございます。また、他のセンターに

つきましても、開設に向け具体的な取り組みを進めていきたいと考え

てございます。 

 （３）精神科医療の再編につきましては、成人部門の本院統合と児

童部門の一般行政病院化の検討を掲げてございます。成人部門の本院

統合につきましては、先ほどご説明いたしましたので、ここでは説明

を省略いたします。児童部門につきましては、新たな所管部局を確定

した上で、統合後の組織や人員体制、業務内容について22年度をめど

に整理していきたいと考えてございます。 

 （４）病床数の見直しでございますが、21年度においては、各診療

科からヒアリングを行うなど、適正な病床数について検討を進めてま

いりました。今後は、センター化を含め、病棟再編のあり方を取りま

とめ、22年度中に病棟再編を実施したいと考えてございます。 

続きまして、２ページ目にお移りください。 

２番目の収入増加・経費節減でございます。 

 まず、（１）入院時医学管理加算の算定でございます。退院患者の

地域医療機関への紹介を進めたことなどによりまして、21年６月に算

定を開始したところでございます。現時点での試算では、１億3,000

万円ほどの収益増加につながったものと考えてございます。 

 次に、（２）自主料金の見直しでございます。21年７月には、非紹

介患者初診加算額や文書料などの改定を行い、10月には助産料や新生

児調乳等介添料などの改定を実施いたしました。これらの改定により

まして、現時点での試算では4,000万円ほどの収益増加につながったも

のと考えてございます。 

 続きまして、（３）ジェネリック医薬品への移行でございます。21
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年度につきましては、７月に13品目、９月に12品目の計25品目の移行

を実施した結果、現時点での試算では4,000万円ほどの費用削減につな

がったものと考えてございます。 

 （４）入札・契約方式の見直しでございますが、医療材料費の縮減

のため値下げ交渉を行い、価格を引き下げることのできた医療材料も

ございましたが、新規採用材料については、実際の市場価格水準が明

らかではないことなどから、必ずしも十分な値下げができているとは

言えない状況にございます。今後につきましては、他病院の医療材料

の値引き率等を参考に、医師の協力なども得ながら価格交渉を行って

まいりたいと考えてございます。 

 （５）委託業務の一括発注につきましては、清掃、警備などの15の

業務を統合し、本年２月に22年度から25年度までの４年契約を締結い

たしました。21年度の実績に比べまして約25％、約7,000万円の大幅な

コスト削減となってございます。 

 続きまして、３ページ目をご覧ください。 

３番目の勤務環境の整備等でございます。 

 （１）医師の勤務環境改善でございますが、必要とされる診療科へ

の医師増員に努め、本年３月１日現在では、前年度に比べて16名増と

なる131名を確保したほか、医療秘書につきましても５名増やしてござ

います。 

 （２）専門性の高い病院事務職員の確保、育成でございますが、必

要な独自職員のあり方について、引き続き検討を進めていきたいと考

えてございます。 

 続きまして、４番目の患者サービスでございます。 

 まず、（１）患者満足度調査の継続実施につきましては、21年度９

月に調査を実施したところでございまして、結果といたしましては、

各アンケート項目において、おおむね８割の方から満足とのご回答を

いただきましたが、今後もさらに工夫を重ね、病院の適正な運営を図

るため、幅広い意見を求めるよう努めていきたいと考えてございます。 

 次に、（２）患者アメニティーの向上でございますが、患者用図書

コーナーの設置につきましては、１階外来エスカレーター前の部屋を



 - 17 - 

改装し、本年７月には開設する予定としてございます。 

（３）広報・広告活動の充実でございますが、当院の医療資源や医

療情報のＰＲのため、21年６月に広報誌「かざぐるま」を創刊いたし

ました。年４回の季刊発行をしてございまして、お手元に最新号とし

て発行したばかりの第５号をお配りさせていただきましたので、後ほ

どご覧いただければと思います。 

 ４ページ目をご覧ください。 

 ５番目の経営の効率化でございます。 

 手術室運用体制等の見直しでございますが、21年度の取り組み結果

といたしましては、手術枠や運用ルールの見直しによって時間外手術

を減少するまでには至りませんでしたが、長時間全身麻酔手術の際に

手術開始時間を早めることなどにより、手術が業務時間内で終了する

ようになり、また業務効率化のため術式別医療材料のキット化につい

て６種類を新規採用するなど、おおむね目標を達成できたものと考え

てございます。 

 最後に（２）経営管理の強化でございますが、疾病別原価計算のシ

ステムを本年３月に導入したところでございまして、今後は、このシ

ステムを活用し、医療の標準化や経営改善を進めていきたいと考えて

ございます。 

 ５ページ目をお開きください。 

 プランで掲げてございます経営指標に係る数値目標に対する実績ま

たは実績見込みをまとめた表でございます。 

 表の右側にございます達成状況につきましては、目標を達成してい

るものを「○」、目標値のおおむね９割程度を達成しているものを「△」、

これ以外のものを「×」としてございます。 

 まず、上段の表の財務内容の改善に係る数値目標につきましては、

ご覧のとおり、達成状況において「×」となっているものはなく、目

標をおおむね達成できたものと考えてございます。 

下段の表の医療機能の確保に係る数値目標につきましては、達成状

況が「×」になっている指標が三つございます。まず、紹介率と逆紹

介率でございますが、地域連携を図るため、疾患別談話会の開催、広
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報誌「かざぐるま」の発刊、送付、連携医療機関の拡大などに取り組

んでいるところでございますが、前年度を上回っている数字でござい

ますけれども、目標達成には至らず、取り組みをより一層強化してい

く所存でございます。 

 次に、救急患者受入数でございますが、21年におけます札幌市消防

局による第３次救急施設への搬送件数が前年とほとんど変わらない中、

本院の救急患者受け入れ数も20年度とほぼ同数ということから、目標

には至ってございませんが、救命救急センターとしての機能を果たし

ていると考えているところでございます。 

説明は以上でございます。 

○松家部会長 ありがとうございました。 

ただいまの進捗状況について、ご質問、ご意見等はございますでし

ょうか。 

中田委員、どうぞ。 

○中田委員 すばらしい「かざぐるま」を何度か拝見させていただき

ました。もう何部か出ておりますが、その評価はどのように出されて

いるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○松家部会長 「かざぐるま」についての評価はいかがですか。 

○富樫副院長 副院長の富樫でございます。地域連携センターの担当

をしております。 

「かざぐるま」につきましては、比較的いい評価をいただいている

のですが、具体的に各医療機関からは好意的なメールをいただいたり

ということもありますが、系統立てて評価をしていこうというような

体制はまだできていません。具体的に何％の方に好意を得られたとい

うところまでは至っておりません。今後、行ったことに対する評価と

いうことは、委員のご指摘のようにやっていければと思っております

けれども、今のところはまだ具体的な数が出てきておりません。 

○中田委員 ちょっと前後しますが、先ほど村上委員が、とてもいい

お話しをこれからお願いしますというふうにおっしゃっていましたけ

れども、私もそれを感じております。その中で、札幌市の産婦人科も

そうですが、とてもいい体制をとられているのです。これからも、第



 - 19 - 

３次救急ということで、消防士の方が困ったということのないような

体制的なものが当然つくられていくのだろうと思うのですが、具体的

にはそこまでは至らないのでしょうか。第３次救急だけではなく、そ

の流れと言うのでしょうか、こういうときにはどういう連絡網をとっ

ていったらいいのだろうという、消防士が困らない、すぐに連絡でき

る方法のようなものがつくられていかれるのかどうか。 

○病院事業管理者 それは、僭越ではございますが、松家部会長にお

答えいただくのがよろしいかと思います。 

○松家部会長 １次、２次はいいのですけれども、結局、消防署とい

うのは医療とかなり離れているのです。今、救急車との連携を一生懸

命つくろうとやっていますけれども、監督官庁が違うのでなかなかス

ムーズにいかないところがあります。ですから、これからの課題にな

るかと思います。 

救急隊の人たちも非常に困っています。目的は一つで、同じことを

目指していますので、可能なことだと思っています。ただ、上に行け

ば行くほど縦割りになって、おれは知らぬという人が出てくるもので

すから、そこだけが問題かなと思っております。 

○病院事業管理者 現実的には、救急隊の方とホットラインがこちら

の救命救急センターとつながっておりますから、そこで指示が出てお

ります。それから、救急車にうちの医療者が乗って現場に向かうとい

う仕事をしておりますが、これに北大も参加して、今、北大と私ども

の病院でドクターカーが出ておりますので、そういう面では前より進

んでいると思います。ただ、全体の機構の問題は一病院の問題ではあ

りませんので、我々の方では、もちろん、できる中で協力してやって

いきたいと思っております。 

○松家部会長 ほかにご質問等はございませんでしょうか。 

佐々木委員、どうぞ。 

○佐々木委員 単純な質問かと思うのですけれども、２ページの４番

に入札・契約方式の見直しとありまして、その中に、平成21年４月よ

り電子入札方式を開始したとあります。これからはＩＴ時代に対応し

た形をとるのが適切かと思うのですけれども、そのときに、この長所
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としては、入札手続の透明向上性を図ってきているということが一つ

なのですけれども、そのほかに設計から入札に至るまでの期間という

のは、ＩＴ化によって、電子入札によって短縮されるのですか。 

それともう一つ、去年の４月から使ってきたことによって、その辺

の業者の声はどうですか。便利になったとか、かえってややこしくな

ったとか、使いにくくなったという声はありますか。 

○経営管理部長 期間の短縮がされているか否かということと、業者

からのご意見ということだというふうにお伺いしました。電子入札と

いうことから、手続を本院のホームページに掲載して、一定期間それ

を見ていただくという時間的関係がございますから、必ずしも以前よ

りも短くなったということはございません。 

それと、業者からのお声というのは、実際に札幌市が先行して始め

ているものではなく、国及び道も含めて実施しており、実際に業者の

お声なども聞きながらシステムを設計したというふうにお聞きしてお

りますので、不便な点があれば改良されているものだというふうに考

えております。 

以上でございます。 

○松家部会長 ほかに何かございませんでしょうか。 

浜田委員、何かございますか。 

○浜田委員 「かざぐるま」というものを拝見しました。これは連携

ですから見られる方は地域の病院の方々だと思うのです。ホームペー

ジもあるということなのですけれども、ホームページの方ではこの連

携のことはきちんと出されているのですか。 

 というのは、書いてあるデータというのは、基本的にはホームペー

ジにアップした方がいいのかなというような内容が多いと思うのです。

紙代がどうということは別としても、ある一定のレベルに行けば、本

来であれば専門性の高い連携であればホームページを閲覧する可能性

は非常に高いはずなのです。 

 例えば、患者に見てもらうというと、ホームページよりは待合室に

置いておく方がいいということは言えると思うのです。まだ逆紹介率

の課題というものもあると思うので、将来的には、こういう紙ベース
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のものから、例えば地域の病院は、市立病院のホームページは１週間

に１回は必ず見るのだという雰囲気になってくると非常にいいと思い

ます。そういう情報があるのであれば、このペーパーにはホームペー

ジのアドレスも入っていないので、例えばそういうステップアップし

ていってはどうかと思います。急にホームページだけというふうに言

うつもりはないのですけれども、見せていただいて、そんな印象を持

ちました。 

○松家部会長 ホームページをもっと活用していただきたいというこ

とです。よろしくお願いいたします。 

 ほかに何かございませんでしょうか。 

○瀧谷委員 パワーアッププランの進捗状況の精神科医療の再編とい

うところで、児童部門の一般行政病院化の検討というのが専門的な言

葉でわからなかったのですが、その辺の補足説明をお願いします。一

般行政病院化というのはどういう方向に行くのかということを教えて

もらえれば助かります。 

○経営管理部長 お答え申し上げます。 

静療院には、成人部門と児童部門、いずれも精神科医療ということ

で不採算な部分があるわけございますが、とりわけ児童部門において

は、保健施策あるいは福祉施策との連携ということで、必ずしも診療

ばかりをやっているわけではない部分もございまして、今、非常に不

採算な医療というところで、一般会計からの繰り入れも多額に受け入

れているところでございます。 

静療院の成人部門については、本院に統合するということで考えて

いる旨、先ほどご説明申し上げましたが、児童部門については、（成

人部門移転後の）静療院の跡施設の活用も含めて、病院局、地方公営

企業が運営する病院ではなく、一般会計、市長部局の中で現地点では

保健福祉局で所管する病院ということで検討できないかということを

庁内で議論しているところでございます。ですから、地方公営企業法

で運営する病院ではなく、一般会計で設置する病院ということでござ

います。 

○瀧谷委員 再確認しますが、不採算的な要素が強い部門だというこ
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とが理由として、病院会計から切り離して、市の本予算なのか一般予

算なのかわかりませんが、そちらの方で予算措置なりをしてもらうと

いう解釈でよろしいでしょうか。 

○経営管理部長 そのとおりでございます。 

○松家部会長 ほかに何かございませんでしょうか。 

一つよろしいですか。 

ジェネリック医薬品への移行と書いてあります。確かに、患者の負

担と薬品の節減でいいのですけれども、品質管理はどういうふうにな

っていますでしょうか。ジェネリックはぴんからきりまであるもので

すから、現場の使用するドクターの不安がないように品質の管理はど

うなっているか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○病院事業管理者 当院の場合、薬事委員会がございまして、そちら

でいろいろな資料を上げていただいて、もちろん薬学的な面から薬剤

師、医師が文献をもとにかなり厳選してジェネリックに変えています。

自動的に変えているものはありません。もっと進めろという市議会の

議員からの要請もあるのですけれども、実際には慎重に進めています。 

造影剤等につきましても、一度、サンプルといいますか、試用期間

を設けて、それで副作用の増大がないなどというところをしっかり確

認してから移行するというような手順を踏んでおります。 

 それから、先ほどの瀧谷委員へのお答えの一部になると思いますが、

発達医療センターという医療機関が、今、一般行政病院として機能し

ている病院でございます。ですから、我々病院局で企業として持って

いる病院ではなくて、施設的な意味合いも含めた医療機関という形で

ございます。 

○瀧谷委員 恐らく、不採算であってもやらなければいけない業務も

あれば、現実的にできないこともいろいろあると思うのです。企業会

計から市の一般会計の方に移っても、全体な負担というものはある程

度ご検討いただいて、例えばですけれども、地域のいろいろな公益的

な団体といろいろ連携しながら何かできる要素とか、経済的な負担な

ども軽減できる措置を検討できればと思っています。何となく財布が

変わって、結局的には札幌市の財政的な負担が変わらないのだったら、
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今後も同じような財政的な厳しさが生じるのかなと思いました。 

感想だけ述べさせていただきます。 

○松家部会長 非常に重要な部分でして、これは政策医療になります

から、余りお金ばかりのことを言いづらいところだと思いますので、

やむを得ないかと思います。 

ほかに何かご質問等はございませんでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○松家部会長 特になければ、これで本日の審議を終了したいと思い

ます。 

次に、事務局から何か連絡事項等はございますでしょうか。 

○経営企画課長 事務局からの連絡事項は特にございません。 

委員の皆様におかれましては、本日が任期中にお集まりいただきま

す最後の部会となりますことから、経営管理室長の内藤より最後に一

言ごあいさつを申し上げます。 

○経営管理室長 改めまして、経営管理室長の内藤でございます。  

 最後に、一言ごあいさつを申し上げます。  

委員の皆様におかれましては、この２年間にわたりまして、大変お

忙しい中、種々ご審議をいただきまして、貴重なご意見等を賜りまし

て、心から感謝を申し上げる次第でございます。  

 当病院部会は、公立病院改革プランの策定に当たり、外部の有識者

からのご意見やご要望を反映させるため、平成20年８月に設置された

ものでございます。設置初年度である20年度には、計３回のご審議を

いただきまして、平成21年３月に新パワーアッププランを無事策定す

ることができたところでございます。  

このたびは、プランの進捗状況の点検評価として、21年度の取り組

み結果などにつきまして、さまざまな視点からご審議、ご意見をいた

だいたところでございます。私どもといたしましては、皆様からいた

だいた貴重なご意見を反映させながら、引き続きプランで掲げた取り

組みを着実に実施していきたいと考えております。  

 現在の委員の皆さんによります病院部会は本日で最後となりますが、

今後とも市立病院が将来にわたって良質で高度な医療を安定的に供給
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できるよう、引き続きご意見、ご支援を賜りますよう、よろしくお願

いを申し上げます。  

 最後になりましたが、皆様の益々のご健勝をご祈念申し上げまして、

私からのごあいさつとさせていただきます。  

 本日は、ありがとうございました。  

 

３ 閉 会 

○松家部会長 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。 

委員の皆様、本当にお疲れさまでした。 

以  上 


