
 

 

 

 

札幌市営企業調査審議会（平成22年度第２回病院部会） 

 

 

 

 

日 時  平成22年12月17日（金）午後６時23分～７時33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、泉委員、川畑委員、中田委員、行方委員、 

     西澤委員、浜田委員、藤原委員、前田委員、松家委員 

 

     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、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 

○経営企画課長 定刻前でございますが、皆さんおそろいでございま

すので、ただいまから札幌市営企業調査審議会平成22年度第２回病院

部会を開催いたします。 

 本日は、各委員の皆様には、大変お忙しいところをお集まりいただ

きまして、誠にありがとうございます。 

 私は、当部会の事務局を担当いたします経営企画課長の佐々木でご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２ 管理者あいさつ 

○経営企画課長 それでは、初めに、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ごあいさつを申し上げます。 

○病院事業管理者 病院事業管理者の吉田でございます。 

 市営企業調査審議会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、師走の大変お忙しい中、本日の病

院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。 

 病院部会の委員といたしましては、前期から引き続く７名の皆様と

今回からお入りいただいた４名の皆様、合わせて11名の方々で構成さ

れることとなりますが、まずは、部会委員にご就任いただきましたこ

とについて、改めてお礼を申し上げます。 

 さて、本年度第２回目となります本日の部会におきましては、新パ

ワーアッププランの進捗状況と21年度の決算概況につきましてご報告

させていただき、その後、ご審議をいただきたいと考えております。 

 詳細につきましては、後ほど経営管理部長よりご説明させていただ

きますが、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

基づき、職員一丸となって取り組んできた結果、21年度決算は、前年

度比７億円の収支好転、赤字額も１億5,000万円と、桑園地区へ移転し

ました平成７年度以降、最もよい経営成績をおさめることができまし

た。 

 さらに、22年度につきましては、このたびの診療報酬改定により、
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当院が行っております難易度の高い手術や感染対策や医療安全対策な

どへの評価が引き上げられるなど、経営面ではプラスに働く見込みで

ございます。 

 しかし、その一方で、地域医療機関との連携や働きやすい職場環境

づくり、さらには精神科病棟の新築など、大きな課題が残されており、

引き続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き

ますようお願いを申し上げます。 

 簡単ではございますが、私からの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 本日は、８月に開催されました総会以降、初めての

病院部会の開催でございます。引き続き委員をお引き受けいただいた

方もおられますが、新たに就任された委員の方もいらっしゃいますの

で、改めまして委員の皆様方をご紹介させていただきます。 

 お手元の資料１の委員名簿に従いましてご紹介を申し上げます。 

 初めに、浅井委員でございます。 

 続きまして、泉委員でございます。 

 川畑委員でございます。 

 中田委員でございます。 

 行方委員でございます。 

 西澤委員でございます。 

 浜田委員でございます。 

 藤原委員でございます。 

 前田委員でございます。 

 松家委員でございます。 

 なお、村上委員につきましては、所用のため、本日は欠席する旨の

ご連絡をいただいております。 

 続きまして、病院局の理事者をご紹介申し上げます。 
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 初めに、吉田病院事業管理者を改めてご紹介します。 

 続きまして、内藤経営管理室長でございます。 

 樋口副院長でございます。 

 富樫副院長でございます。 

 村田副院長でございます。 

 佐野理事でございます。 

 加藤理事でございます。 

 晴山理事でございます。 

 関理事でございます。 

 安田静療院長でございます。 

 野崎経営管理部長でございます。 

 藤川検査部長でございます。 

 伊藤薬剤部長でございます。 

 近藤看護部長でございます。 

 中川総務課長でございます。 

 小島施設管理担当課長でございます。 

 中島医事課長でございます。 

 猫宮静療院庶務課長でございます。 

 磯野地域連携課長でございます。 

 理事者側は以上でございます。 

 

４ 部会長及び部会長代理選出 

○経営企画課長 それでは次に、部会長及び部会長代理の選出に移ら

せていただきます。 

 審議会条例の第６条によりますと、部会には部会長を置くこととな

っております。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、引き続き進行させていただきます。 

 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。 

〔浅井委員、挙手〕 

○経営企画課長 浅井委員、どうぞ。 

○浅井委員 部会長については、札幌市の医療に精通なされている松

家委員に、部会長代理につきましては、病院業界に精通をされていま

す村上委員にお願いしてはどうかと思います。 

○経営企画課長 ありがとうございます。 

 ただいま、浅井委員から、部会長を松家委員に、部会長代理を村上

委員にというご推薦がございました。 

 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 それでは、ご異議がないということでございますの

で、松家委員に部会長を、村上委員に部会長代理をお願いしたいと存

じます。 

 なお、村上委員には、事務局の方でご推薦があった旨をお伝えいた

しまして、ご承諾いただきたいと考えてございます。 

 それでは、松家部会長には部会長席の方にお移りいただきまして、

ごあいさつをお願いしたいと存じます。 

 また、その後の議事運営につきまして、よろしくお願い申し上げま

す。 

〔松家部会長は所定の席に着く〕 

○松家部会長 市立札幌病院が市民の病院であり続けることができる

ように、微力ながらこの部会で見守っていきたいと思いますので、皆

様、よろしくお願いいたします。 

 

５ 議 事 

○松家部会長 それでは、早速、議事に入りたいと思います。 
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 それでは、お手元の次第に記載されておりますとおり、きょうは、

先ほど吉田院長からもお話がありましたけれども、二つの議題がござ

います。それぞれにつきまして事務局から内容をご説明いただいた後、

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、事務局からご説明をいただきます。よろしくお

願いします。 

○経営管理部長 経営管理部長の野崎でございます。 

 新パワーアッププランの進捗状況につきましてご説明をさせていた

だく前に、新しく委員に就任された方もいらっしゃいますので、市立

札幌病院の概要につきまして、お手元の「市立札幌病院」というパン

フレットに基づきまして、簡単にご説明させていただきたいと存じま

す。 

 まず、１ページ目をごらんください。 

 中ほど左側に当院の沿革を記載してございますが、明治２年、開拓

使が現在の小樽市銭函に開設した治療所を、現在の札幌市東区に移転

して以来の長い歴史を有しておりまして、昨年、開院140周年を迎えた

ところでございます。 

 この間、平成５年には救命救急センターの指定を受け、平成７年に

は、老朽化が著しかった本院を、市内の中心部から現在の桑園地区に

新築移転いたしました。 

 そして、平成17年には地域がん診療拠点病院、平成18年に道央圏で

唯一の総合周産期母子医療センター、さらに、平成19年には感染症病

棟を設置し、北海道で唯一の第１種、第２種感染症指定医療機関に指

定されるなど、本市はもちろん、道央圏そして北海道を代表する基幹

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。 

 次に、その右の施設概要でございますが、これは、この桑園にある

市立札幌病院の本院に関して記載してございまして、診療科は32科、

病床数は818床、そのうち、一般病床が810床、感染症病床が８床とな

ってございます。 

 また、最後のページの８ページの下段には、豊平区平岸にございま
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す単科の精神科病院の静療院について記載しております。こちらの方

の病床数は162床となってございます。 

 ページを戻りまして５ページ目でございますが、本院の特色となっ

ている医療施設を簡単にご紹介いたします。 

 中段の写真右側にＮＩＣＵ（新生児集中治療室）、その下左側にＭ

ＦＩＣＵ（母体・胎児集中治療室）がございますが、いずれも９階の

総合周産期母子医療センターに配置され、日夜、緊急な治療が必要な

妊婦や新生児の受け入れに対応してございます。 

 ＭＦＩＣＵの写真の右側には札幌市医師会と連携して設置した地域

医療室がございますが、この地域医療室を基点に、地域の医療機関か

ら患者の紹介を受ける前方連携に取り組むほか、入院患者さんの退院

や転院調整、かかりつけ医の紹介などを行うため、平成20年４月に地

域連携センターを設置しまして、地域完結型医療の推進に取り組んで

いるところでございます。 

 その下には救命救急センターの写真がございますが、当院は、第三

次救急医療機関、救急患者のうち、心肺停止などの特に重篤な患者様

を受け入れる医療機関の指定を受けておりまして、ＩＣＵ、ＨＣＵに

加え、循環器系の重症患者さんに対応するＣＣＵを備えてございまし

て、総勢約20名の医師が24時間無休で診療体制を組み、年間約1,000

件の救急患者を受け入れているところでございます。 

 また、本院の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いるほか、敷地内には消防局の救急ワー

クステーションを併設いたしまして、本院医師が要請に応じて救急車

に同乗して現場に向かうドクターカーの運用を行うことなどにより救

命率の向上に取り組んでいるところでございます。 

 続きまして、お手元の資料２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を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現在までの取組結果、そし

て、今後の取組、課題等について記載してございます。 
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 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）の周産期医療体制の充実でございますが、21年７月に新生児集

中治療室（ＮＩＣＵ）を６床増加し、また、９月には後方病床の改修

を行いまして、療養環境の整備と病棟の円滑な運用を図ったところで

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する子宮脱センターを22年１月に開設し、人

工素材のメッシュを用いて臓器を本来の位置に戻す手術をこれまでに

140例行ってまいりました。 

 また、脳神経センターと循環器センターにつきましても、それぞれ

診療科間で協議を行い、センター化に向けた準備を進めているところ

でございます。 

 （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。 

 まず、成人部門の本院統合につきましては、本院南側に精神科新病

棟を建設することとし、現在、設計を進めているところでございまし

て、24年４月からの供用開始に向け、23年度に工事を行うこととして

ございます。 

 次に、児童部門の一般行政病院化でございますが、児童部門につき

ましては、保健・福祉・教育と一体となって、子どもの心の健康増進

を図るため、行政部局で所管する行政病院へ転換することを検討して

まいりました。 

 現在のところ、新たな所管部局としては、障がい児・者に対する福

祉・保健・医療を全般的に担っております保健福祉局とする方向で協

議を行っており、今後、移行後の組織体制や事業内容などにつきまし

て検討を進めていくこととしてございます。 

 （４）病床数の見直しでございます。 

 病床の利用状況や各診療科の意向等も踏まえながら、適正な病床数

について検討を重ねてまいりました結果、23年４月に向け、一般病床

を46床削減し764床とする予定でございます。また、病床削減後の活用
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方策の一つとして、６床室の４床室化につきまして準備を進めている

ところでございます。 

 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。この加算に

つきましては、22年度の診療報酬改定により、総合入院体制加算に名

称変更されておりますが、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、21年６月に算定を開始することができ、21年度にお

ける財政効果としては、１億３,600万円の収入増加となっております。 

 次に、（２）地域医療支援病院入院診療加算の算定でございます。 

 地域医療支援病院とは、地域の病院や診療所から紹介される患者さ

んの診療を中心とし、診断・治療を行った後は、紹介元の医療機関な

どへの逆紹介を行うとともに、高額な医療機器の共同利用など、地域

医療全体の充実を図る病院でございます。 

 当院では、地域医療支援病院の指定の取得を目指し、連携医療機関

の確保に努め、その数は、現在、602機関にまで拡大しております。 

 また、新患受付への紹介患者専用の窓口の設置や、各診療科待合へ

の連携医療機関マップ掲示、地域連携センターでのかかりつけ医の相

談・案内業務を行うなどの取り組みを進めてまいりました結果、紹介

率、逆紹介率とも前年同期よりアップしてきているところでございま

す。 

 次に、（３）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しました。こ

れらの改定によりまして、21年度は5,200万円の収益増加となったとこ

ろでございます。 

 今後につきましては、６床室の一部について４床室化することに関

して、間仕切り家具などにより個室風の環境を整え、新たに差額室料

の設定を行うことで準備を進めてございます。 

 続きまして、（４）ジェネリック医薬品への移行でございます。 

 21年度につきましては、７月に13品目、９月に12品目の計25品目を
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移行しまして、この効果額は4,200万円となったところでございます。 

 22年度につきましては、現在、ジェネリック医薬品に移行する候補

を選定中であり、23年２月に切りかえる予定でございます。 

 （５）入札・契約方式の見直しでございますが、21年度における医

療材料の購入額の上位品目について価格交渉を行いました結果、約

1,400万円の削減効果を見込んでいるところでございます。 

 今後も、価格交渉の対象品目を増やすとともに、新規採用医療材料

についても、引き続き低廉価格での契約を目指してまいりたいと考え

てございます。 

 （６）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年契約を締結し

ました。21年度実績に比べまして約25％、7,000万円のコスト削減とな

ってございます。 

 続きまして、３ページ目をごらんください。 

 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、21年度に医師の定数を

13名増員するとともに、22年度も年度途中で医師を採用するなど、必

要とされる診療科医師の増員に努め、22年11月１日現在、正職員医師

は134名となってございます。 

 また、医師の事務負担を軽減するために、20年度に11名配置してお

りました医療秘書を増員し、22年11月現在、20名を配置してございま

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、診

療報酬改定などに的確に対応していくため、病院独自職員の確保に向

け、関係部局と検討を進めているところでございます。 

 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いてですが、22年度も

９月に調査を実施したところでございまして、分析結果を取りまとめ、

患者サービスの向上につなげることとしております。 

 次に、（２）患者アメニティの向上でございますが、患者用図書コ

ーナーにつきまして、本年８月、外来棟の１階にジェントル文庫を設
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置し、診察や検査をお待ちの外来患者さんの好評を博しているところ

でございます。 

 （３）広報、広告活動の充実でございますが、21年６月に創刊した

広報誌「かざぐるま」も、22年９月までに６回発行し、これまでに18

診療科７部門を紹介したところでございます。 

 また、市民向けのチラシ「ハーモネスト」も「かざぐるま」発行に

合わせて作成し、連携医療機関などへ送付するとともに、院内にも配

架してございます。 

 お手元には最新号をお配りさせていただきましたので、後ほどご覧

いただければと存じます。 

 ４ページ目をお開きください。 

 ５番目の経営の効率化でございます。 

 （１）手術室運用体制等の見直しでございますが、手術枠や運用ル

ールの見直しによりまして、時間外手術を増加させることなく手術件

数が増加してございます。また、手術器材のキット化については15種

類まで増加いたしました。 

 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、そのための準備作業を進めてまいりま

した。 

 今後につきましては、コンサルタント業者を活用しながら、診療科

への効果的な情報提供を行い、医療の標準化や効率化を図っていきた

いと考えております。 

 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。 

 ただいまのご説明の新パワーアッププランの進捗状況について、皆

さん、ご意見、ご質問等ございましたら、どうぞ。 

○西澤委員 パワーアッププランが順調に進められているなと感じま

した。 

 １点だけでございますが、先ほどのＤＰＣでございますが、ＤＰＣ

の対象病院になっておりますね。 

 それで、２ページ目の後発薬品ジェネリックの件ですが、外来は院
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外処方だと思います。要するに、ここのジェネリックの導入というの

は、入院患者だとすると、ここの表現ですけれども、患者負担の軽減

というのはＤＰＣの場合にはないので、これはちょっと変えていただ

ければと思っております。 

○病院事業管理者 ありがとうございます。ご指摘のとおり変えさせ

ていただきます。 

○松家部会長 では、文言の修正をよろしくお願いいたします。 

 ほかに何かございませんか。 

○川畑委員 看護協会の立場から質問なのですけれども、勤務環境の

整備等の中で、（１）で医師の勤務環境の改善ということが上がって

おりますが、看護師、また、その他の業種に対しての勤務環境改善と

いうことは計画の中に上がっているのでしょうか。 

○松家部会長 いかがでしょうか。 

○経営管理部長 この項目の中には入ってございませんが、実際、多

くの医療専門職が働いている中で、その勤務実態に応じた職員数の増

加などに取り組んでいるところでございます。 

 先ほどありましたように、ＮＩＣＵの増床を行いましたが、当然な

がら、それに必要な人員を配置してございますし、勤務環境という面

では、７対１看護導入後、病棟に増員配置してございます看護師の勤

務環境改善の一つとして空調設備の改善など、ハード面の改修も行っ

ているところでございます。 

○松家部会長 よろしいでしょうか。 

○川畑委員 病棟の方は７対１で保障されているので勤務改善はなさ

れるかと思いますけれども、例えば、手術室の看護師の環境整備とか、

そういうあたりにはどのような着眼があるのかを教えていただきたい

と思います。 

○病院事業管理者 手術室については、特に変更ございません。 

 今は、あくまでもパワーアッププランの項目に従って説明させてい

ただいておりますので、それ以外の問題は、また別個にそれぞれ検討

しております。 

○松家部会長 別個に検討されているということで、環境が余り悪い
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というわけではないようですので、ご安心ください。 

 ほかにないでしょうか。 

○藤原委員 確認ですが、３ページ目の４、患者サービスの（１）患

者満足度調査の継続実施というところです。これは21年度から始めら

れているということですが、この結果の公表というか、その取りまと

めはどこかに出ていらっしゃいますか。 

○病院事業管理者 ホームページ上にも出しておりますし、印刷物と

して出しております。 

○藤原委員 承知しました。 

 もう一点ですが、既に決定されていることなのですけれども、自主

料金の見直しのところで助産料が引き上げになっているのですが、ち

ょっと私もわからないのですが、適正な料金のところでお決めになっ

たかと思うのですが、少子化という部分もありますので、どうなのか

なと思ったのです。 

○経営管理部長 私の方からお答えいたします。 

 自主料金の決定につきましては、私ども職員の人件費とか、医療材

料等の原価計算に基づきまして算定いたしました。実際に分娩にかか

る経費としては、助産料とこの新生児調乳等介添料とその他もろもろ

のお金がかかるわけでございますが、私どもの病院で分娩した場合に

ついては42万円程度必要ということで、それに見合う形で改定させて

いただきました。 

 なお、今、出産時に支給される金額も42万円と、これは偶然にも一

致したところでございますが、その金額と同じでございます。 

○藤原委員 わかりました。ありがとうございます。 

○松家部会長 お産は保険者から支給があるので、それを超えなけれ

ば、上がってもお産する方には余り負担にならないというシステムに

なっていますから、大丈夫かと思います。 

○藤原委員 ただ、先に用意しなければならないので、結構難しいで

すね。 

○西澤委員 今までは先に払って後で償還払いだったのですけれども、

今は制度が変わりまして、現物支給といいますか、直接、医療機関が
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請求というふうに変わりましたので、前もって用意することがなくな

りました。 

○藤原委員 済みません、現役ではないものですから。 

○病院事業管理者 私どもの病院が安過ぎる傾向にございましたので、

他の医療機関とのバランスという意味で、まだちょっと安いかと思う

のですが、この額とさせていただきました。各医療機関の価格をそれ

ぞれ調べた結果、先ほど経営管理部長が言ったようなところで決めさ

せていただきました。 

○松家部会長 中田委員、お願いします。 

○中田委員 ３ページを見て、医師が増えて少しはゆとりができたの

かなと感じるのですが、秘書が20名に増えて、これは非常勤も含めて

なのでしょうけれども、医師の事務的な作業がどの程度なくなって医

師がゆとりを持たれたのかを具体的にお示ししていただけたら助かり

ます。 

○松家部会長 具体的にというのは難しいでしょうか。 

○病院事業管理者 具体的に言われましても、数値が出ませんので、

難しいところです。 

 ただ、最初に11名配置した時点で、各診療科の医師にアンケートを

とって、さらに必要とか、あるいは、当初は慣れないものですから、

かえって足手まといだというご意見もあったのですが、その後、お互

いの関係が非常にスムーズになって、それぞれの科で希望があり、そ

の数に合わせて20名に増やしたということで、医師の方からは好評で

ございます。 

○松家部会長 よろしいですか。 

○中田委員 はい。 

○松家部会長 ほかにはございませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○松家部会長 特になければ、次の議題に移らせていただきます。 

 平成21年度病院事業会計決算の概況について、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、21年度決

算の概要につきましてご説明をさせていただきます。なお、数値につ
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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ページ目の決算総括表をごらんください。まず、収益的

収入及び支出でございます。 

 収益的収入の合計は、中段網かけ部分の太枠で囲っております決算

額Ｂの欄ですが、215億800万円となっており、前年度に対して12億7,200

万円の増加となってございます。 

 この主な要因は、医業収益におきまして、入院患者数は前年度に及

ばなかったものの、先ほどご説明いたしました入院時医学管理加算の

算定や、抗がん剤などの高額な医薬品の使用量が増加したことなどに

より、診療収益が前年度に比べて12億6,900万円の増となったものでご

ざいます。 

 一方、収益的支出でございますが、合計は、網かけ部分の決算額Ｄ

の欄ですございますけれども、216億6,200万円となりまして、前年度

に対し５億7,300万円の増加となっております。 

 その主な要因は、医業費用におきまして、医薬品などの材料費の増

加に加え、医師の増員や医師給与の見直しなどにより人件費が増加し

たことによるものです。 

 この結果、収益的収支の差引といたしましては、右側中段の網かけ

部分、決算額Ｆの欄でございますが、21年度は１億5,300万円の不足額、

いわゆる赤字となってございますが、前年度と比べますと６億9,800

万円好転しており、プランに掲げている大きな目標の一つであります

24年度における経常収支の黒字化に向けて大きく前進できたものと考

えているところでございます。 

 続きまして、中段より下、資本的収入及び支出でございますが、こ

ちらは支出の方からご説明申し上げます。 

 資本的支出の合計額は、網かけ部分の決算額Ｄの欄でございますが、

前年度に比べて１億5,500万円増加し、29億4,000万円となっておりま

す。 

 その内訳の建設改良費でございますが、これは医療器械等の購入を

行う固定資産取得費と、施設の改修等である病院整備費でございまし

て、５億900万円となってございます。 
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 内訳につきましては、後のページで後ほどご説明いたします。 

 その下の企業債償還金についてですが、これは、建設改良費の財源

として発行した企業債、いわゆる借入金に対する元金償還金ですが、

過去に発行した高金利の企業債や、静療院の施設の一部を所属替した

ことに伴い、その取得財源となった企業債を繰り上げ償還したことを

含めまして、前年度比２億5,200万円の増加となる20億7,500万円とな

ってございます。 

 次に、その財源であります資本的収入でございますが、前年度に比

べて2,000万円減の19億5,000万円となってございます。 

 その内訳につきましては、建設改良費に充当されます企業債といた

しまして４億6,900万円、企業債の対象とならない建設改良費の２分の

１と、長期借入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２億1,400万円、企業債償還に対する一般会計負担金が12

億2,200万円などとなってございます。 

 この結果、資本的収支差引では、９億8,900万円の収支不足となって

ございます。 

 次に、資金の状況でございますが、右側の収支差引の決算額Ｆの欄

を中ほどから下へごらんください。収益的収支の不足額は１億5,300

万円、資本的収支の不足額は９億8,900万円となっております。 

 この不足額から、当年度分損益勘定留保資金、つまり減価償却費な

ど現金支出を伴わない費用の17億5,200万円を差し引きますと、21年度

単年度の資金残は、下から３段目の６億900万円となってございます。 

 さらに、その下の前年度までの資金残であります過年度分内部留保

資金30億5,100万円と合わせまして、21年度末としては、一番下の36

億6,000万円の資金残となったところでございます。 

 続きまして、２ページ目をごらんください。21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１

日平均の患者数は、入院欄小計の634人、年間では延べ23万1,354人と

なっておりまして、前年度と比べますと1.3％の減となってございます。

これは、ＤＰＣの適用やクリティカルパス、いわゆる入院診療に係る
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工程表の使用率向上などに伴いまして、平均在院日数が14.2日と、前

年度に比べて0.9日、率にして６％短縮いたしましたが、これに比べて、

実入院患者数の増加幅が4.6％と小さかったため、占床率が低下したも

のでございます。 

 また、外来患者数につきましては、１日平均は1,872人、年間では45

万3,139人となっており、前年度と比べますと1.0％の減となってござ

います。 

 この主な理由としては、地域医療機関との機能分化と連携の推進に

より、当院から地域医療機関へ患者を紹介するという逆紹介の増加な

どに伴って再来患者数が減少したためでございます。 

 次に、静療院でございますが、入院患者数は１日平均が107人、年間

では３万8,956人となっており、児童部門での入院者数の減少などによ

り前年度と比べ2.9％の減となってございます。 

 外来患者数につきましては、１日平均で159人、年間３万8,367人で、

前年度から1.4％の減となってございます。 

 以上、本院と静療院を合わせました合計の入院患者数は、前年度比

で1.5％の減、外来患者数は1.0％の減となってございます。 

 続きまして、３ページ目をごらんください。 

 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、医療器械等の購入といたしましては、右側にその主な内容を

記載してございますが、がんや心臓疾患などの診断に使いますガンマ

カメラシステムの更新のほか、医療器材などを消毒するための高圧蒸

気滅菌装置など89件の機器等の更新、整備を行いました結果、決算額

としては、前年度に比べて7,500万円減の４億1,700万円となってござ

います。 

 また、施設の改修等その他の病院整備につきましては、ナースコー

ル設備更新工事などを含めまして9,100万円となり、建設改良費の総額

といたしましては５億900万円となってございます。 

 なお、これらの財源内訳は、企業債４億6,900万円、一般会計出資金

1,300万円、その他留保財源等として2,600万円となってございます。 
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 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。 

 ただいまの概要につきまして、ご質問等はございますでしょうか。 

○西澤委員 決算の件なのですけれども、非常にいい数字が出ている

と思いますが、ちょっと私は覚えていないので、21年度の予算段階で、

例えば医業収支でどれぐらいを見込んでいたのか教えていただければ

と思います。 

○経営管理部長 21年度予算の医業収益は185億2,000万円ほどでござ

います。うち、診療収益につきましては180億1,300万円でございます。 

○西澤委員 支出の方はどうですか。 

○経営管理部長 支出の方は、医業費用全体としましては210億5,600

万円でございます。 

○松家部会長 よろしいですか。 

○西澤委員 はい。 

○松家部会長 ほかにどなたかございませんか。 

 この平均在院日数をどんどん短くしても、実際のところ、実入院患

者数を確保するのは結構難しいと思うのですけれども、この辺の予測

というのはどんなものでしょうか。もっと短くして、すぐに入院する

患者がいるというか、回転を上げるうまい方法は何かあるのでしょう

か。 

○病院事業管理者 特に妙案はございませんけれども、一つは、今、

部会長からありましたように、我々の病院の持っている機能として、

手術室とか、内視鏡の検査室とか、その辺のキャパシティから言って、

今の病床数を持つこと自体ちょっと無理がございまして、幾ら患者さ

んを入れても処置ができないということになってしまいます。しかも、

ＤＰＣで、とにかく入れたらすぐ治療してすぐに帰っていただく、黙

って患者さんを置いてもそれはよい方向に働きませんので、先ほど申

し上げましたように、病床数をもう少し適正なものにするため、現在、

我々の病院の持っている力では約50床ほど下げるのが適切でないかと

いう結論に至りまして、また、患者さんに４人部屋で少し環境をよく

過ごしていただくということで、そちらの方向をあわせて検討してい
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るところでございます。 

 ＤＰＣについては、先ほど申し上げましたが、少しコンサルタント

業者の力も借りていろいろ分析をしまして、疾病別の原価計算も進め

てもう少し効率よくできるように、必ずしも短くするだけがいいわけ

ではございませんので、適切な短さというところを探索しているとこ

ろでございます。 

○松家部会長 短くするのに一生懸命になって、規模と合わなくなっ

てくると、働く人たちのストレスがすごく多くなって疲弊してしまう

のです。結局、マイナスになってしまうので、そういうことは考えて

いただければと思います。 

 ほかに、全体を通して何かございませんか。 

 浅井委員、何かございませんでしょうか。 

○浅井委員 要望ですけれども、お医者さんを初め、働いている方々

の過重負担が生じないようにぜひ配慮していただきたいと思います。

ハード面の配慮のみならず、ソフト面、例えば、休養をとりやすくす

るとか、最近は、一般の会社でも、お子さんが生まれた場合、男性で

も育児休暇がとれるように配慮する企業も増えておりますので、そう

したソフト面でも配慮していただきたいと考えております。 

○松家部会長 泉委員、何かございますでしょうか。 

○泉委員 特段思いつくものはないのですが、僕も、民間といいます

か、会社を４つ経営していまして、病院食をつくっている企業さんに、

食材の食品会社を３社とコンサルタント会社を経営しているのですが、

どうとらえるかだと思うのです。こういう病院は、患者数が多ければ

多いほどいいという経営の見方もあるのでしょうけれども、病気にな

る人が少なければ少ないほどいいという見方もありまして、入院患者

も多いほど、長ければいいというものとは違う、僕らのような純然た

る民間企業とは違う見方もあると思うのです。 

 それで、先ほど決算の数字を見せていただいて、自分の会社で例え

るならば、通常どおり見るならば、これはどうなのだろうと思うこと

はあるのですが、多分、札幌市でやられているということで機能が違

うのだと思うのです。 
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 僕が思っていたのは、先ほどのお話にあったとおり、今、病院もサ

ービス業として、居酒屋の大手チェーンのワタミさんは、手がけられ

ている病院のスタッフの方を自分の店舗に行かせるとか、そういう極

端なことまでされて利用者の満足度を上げたりしております。 

 一つだけ気になったのは、外来のアンケートをとられたということ

ですが、この79.9％の回収率というのは、ものすごく大きいと思って

いたのです。入院患者さんはとれると思うのですが、外来の患者さん

のアンケートというのはどういうふうに回収したのでしょうか。 

○村田副院長 外来患者さんにつきましても、１週間の期間を設けま

して、職員が患者さんに受け付けが終わった後にお渡しして、診療が

終わったときに答えてお返しくださいという方法をとりましたので、

ほとんどの患者さんが書いていってくださったという状況です。 

○泉委員 ありがとうございました。 

○松家部会長 行方委員、何かございますでしょうか。 

○行方委員 私は、初めてこの部会に出席させていただいているので

すけれども、初めて聞くような言葉がたくさんあって大変申しわけな

いと思うのですが、私が所属するのは消費者協会なものですから、一

生活者、一般人として一つお伺いしたいと思います。 

 非紹介患者初診加算額というものがあることを初めて知ったのです

が、単純に、この市立病院を受診するためには紹介状を持ってきた方

がいいということなのでしょうか。それを教えていただけたらと思い

ます。 

○病院事業管理者 そのとおりでございます。そういう機能分担をせ

よという国の方針でございます。 

○行方委員 わかりました。ありがとうございました。 

○松家部会長 浜田委員、何かございますでしょうか。 

○浜田委員 それでは、全体を通してということでございますので、

２点ばかりお聞きしたいと思います。 

 資料を拝見していまして、退職給与として年間５億7,000万円ぐらい

支出されていると思います。こういう業務柄、職員の流動性が高い部

分があると思います。通常の企業ですと一定の引当金を積んでいるの
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ですが、先生の回転の状況とか看護師その他、通常の企業に勤めてい

るよりは、勤続年数の関係とか―ここは、コンスタントに同じ退職

金が出ているのであればさほど問題はないと思うのです。ただ、10年

後、20年後、このまま行くと大きな退職金がどんと出るのであれば、

ある面、将来的な財務の影響もあるのかなと思います。ざっくりした

形で結構ですが、今の５億7,000万円程度が、今後10年、20年、そう大

きな変動がない見通しなのかどうか。これは変化もあると思います。

平均勤続年数の状況もあると思いますが、そこをちょっと疑問に思い

ましたので、１点教えていただきたいと思います。 

 もう一つ、パワーアッププランの中の主要なテーマは、期限付職員

とか病院独自の職員の検討ということが中心だと思います。以前にも

お聞きしたと思うのですが、事務系の職員の方は、議会の対応とか様々

なことがあると思いますので、通常よりはたくさんいらっしゃるのだ

なと拝見します。ここの人数が多過ぎるということではないのですが、

管理者とか室長、部長というようなマネジメントの世界は別としても、

今の病院経営というのは非常に専門性が高い部分が強いのかなと思い

ます。通常ですと、非常に短期間の間に市からの出向者が戻ったりす

ると思うのですが、こういう事務系職員の育成、確保という部分では、

もちろん新しい専門的な方を雇用するということもあるのでしょうけ

れども、本庁からの出向がどんなローテーションになっているのか。

場合によっては、市からの職員の中でマネジメントに資するようなミ

ドル以下の方々の育成ということも一つポイントになるのではないか

と思いながら拝見しているのですが、その辺の状況をお聞かせいただ

ければと思います。 

○経営管理部長 退職給付金につきましては、21年度は５億7,000万円

でございますが、前年は６億9,000万円でございました。 

 当院の場合は、今、退職給付引当金を積んでございませんが、積む

とすれば56億円ぐらいというふうに計算をしているところでございま

す。 

 何分にも若い看護師が多くいらっしゃいますし、医師職におきまし

ても、在職年数が短いうちにかわるということもございますので、大



 - 21 - 

体５億円から７億円ぐらいの範囲内で推移するのではないかというふ

うに見ているところでございます。 

 ２点目の専門的な事務職員の必要性ということですが、今、関係部

局とも協議をしているということを先ほどご説明申し上げました。基

本的に、我々事務職員、技術職員については、市長部局で採用されて、

そして病院局の方に出向してくるということで、人事ローテーション

は、大体４年から５年ぐらい、役職者においては２年か３年ぐらいと

いうのが通常でございます。 

 ただ、病院として特殊性があるというところもございまして、この

中にいる役職者の中には10年以上いる者も２、３名ほどいるような状

況になっているところでございます。 

 ただ、マネジメントばかりではなく、やはり、昨今の医療制度の変

更とか、目まぐるしく変わる診療報酬改定とか、ＤＰＣとか、非常に

専門性の高い知識が必要になっているところがございまして、当院は

55名ほどの事務職員がおりますが、そのうち、医事課の職員を中心と

して、医療情報職のような専門的な職員を設置できないかということ

を関係部局と協議しているところでございます。 

○松家部会長 医療情報職を育てないとＤＰＣはなかなかうまくいか

ないと思うのですけれども、それは、職員として固定職にはなってい

ないのですね。 

○経営管理部長 私どものところにも診療情報管理士が８名ほどおる

のですが、正規職員ではなく、非常勤職員という形で任用していると

ころでございます。 

○松家部会長 前田委員、何かございますでしょうか。 

○前田委員 私は、一主婦でして、個人的に12年前から市立病院の方

に持病で毎月お世話になっている患者の立場としていつも思っている

ことを、この際ですので、お話しさせていただきたいと思います。 

 まず、こちらの方にも出ていますジェントル文庫についてですが、

ここは大きな病院ですので、どうしても待ち時間が大変長いです。今、

お隣に複合施設ができましたので自分で多少時間を合わせることはで

きるのですけれども、やはり、待合室で待つ時間がどうしても長いで
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すので、こういうところに文庫があって、それを見せていただいてい

るので、待ち時間がとても有効的になりました。ありがとうございま

す。 

 それから、はっきり申しまして、私はがんで通院しておりますので、

抗がん剤を毎月使用しております。抗がん剤を飲んでいるのですけれ

ども、毎月の薬代がとても高いです。ジェネリックはないのですかと

いうふうに先生にお話をするのですけれども、こういう薬は特別なも

のなので出ないのですよというお返事をいつもいただいています。も

し、抗がん剤などでジェネリックが出た場合は、患者の負担を考えて

いただいて、いち早く検討していただければ助かると思います。 

 あと、10月に病院内のコンピューターが全部システムダウンしたと

きに、たまたま私は通院日でいたのですが、事務の方も大変そうで、

診療代は後でという感じでした。私自身は、薬が特殊なので、院内処

方をさせていただいていまして、普通に順番を待ってという感じが当

たり前なのですが、たまたまそのときに初めていらして院内処方でと

いう方も何人かお見受けしました。そういう場合、私のような主婦だ

と時間がたくさんありますので、こういうときはしょうがないなと思

って待っているのですけれども、仕事の途中にたまたまいらして、お

薬をいただける待ち時間はどれぐらいですかと聞いている方がすごく

たくさんいたのですね。そのときに、受ける方は、順番で渡している

だけなので時間はわかりませんという対応だけでした。お仕事をなさ

っている方は、あいた時間で来ていらっしゃると思うので、もし本当

にだめなら院外処方をお勧めするとか、お金を払う会計の受付の時点

で、今日はこういうことなのでお時間がわかりません、もしお急ぎで

したらほかをどうぞというふうにご案内して差し上げると、そういう

方もいらいらして待たないですごく助かったのではないかと感じまし

た。 

 いつもお医者さんや看護師さんの方々にとても親切にしていただい

ているので、私自身、この病院が大好きで頼りにしていますので、こ

れからもいろいろ改善していただいて頑張ってください。よろしくお

願いします。 
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○病院事業管理者 どうもありがとうございます。 

 今の処方の件につきましては、できるだけ病院としては患者さんに

院外処方を選んでいただくようにお願いしているところでございます。

どうしても院内でというお望みの方は院内にしておりますが、できる

だけ院外にしていただきたいと思っています。 

 それから、院外にしたときに、患者さんにちょっと不安が残るとい

う場合は、特に我々医師を含めて病院の薬剤師とも相談して、この薬

にしてくださいという指定を出します。そういう指定がない限りは、

調剤薬局で自由に変えることができます。もし院外で同等のお薬があ

れば、調剤薬局で希望を聞いてもらえますので、そちらでジェネリッ

クを選んでいただければ価格は少し下がるかと思います。そういう意

味もあって、できれば院外でというふうに思っております。 

○西澤委員 今の抗がん剤の後発医薬品はないかということですが、

こういうものは、どんどん新しいものが出て、そちらの方が効果もあ

るわけですから、どうしても後発品がない薬を使わざるを得ないとい

うことがあると思います。 

 もう一つの負担の問題ですが、これは非常に大きな問題だと思いま

す。今、負担というと二つの面がありまして、高額医療制度がありま

すから毎月決まった額でいいわけですが、それでも高いという話が一

つと、もう一つは、窓口で一時的に払わなければならない、その支払

いが大変だということです。 

 実は、最初の高額療養費をもっと下げるというのは、今、国の方で

もいろいろな団体の方が要望していますが、もう一つ、一時的に払わ

なければならないものに関しましては、入院患者と同じように、外来

でも窓口では月の限度額まででいい、それ以外は病院が請求するとい

うふうなシステムを、今、国の方で考えているようですので、今後、

そちらの方の負担は少し軽減されると思います。 

○松家部会長 ほかにございますか。 

○中田委員 今、前田委員が言っていただきまして、前回にもお話し

したかと思いますが、待ち時間という意味で、その後、待ち時間調査

のようなことはなさってくださったのでしょうか。それから、患者さ
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んにより親しみを持つということと、外部から来た怪しげな人たちを

把握するという意味で、例えば、廊下ですれ違うときに、とにかくど

んな方でもあいさつを交わしていくということは大事になると思いま

す。当然、外部から来る人はいろいろな札を下げてくると思うのです

けれども、わからないで来る場合とか、極端に言えば外から入ってき

て置き引きをするとか、そういうことも含めて危機管理をなさってい

るのかなと思ったので、その２点をお聞きしたいと思います。 

○松家部会長 いかがですか。 

○経営管理部長 私からお答えさせていただきます。 

 まず、待ち時間の調査は行ってございません。 

 それから、患者さんに親しみを持つということで、外部の人にあい

さつをするというような運動を取り立ててしておりませんが、当院職

員は、患者さんたちに対しても黙礼をしていると思います。実は、先

日の休みの日にもあったのですが、電話機が壊される事件がございま

して、特に休みの日には我々職員も手薄になりますが、その中でも、

怪しげな人といいますか、外部の人に対しては留意するような形で周

知をしているところでございます。 

 また、平日におきましては、警察ＯＢの職員でございますが、安全

管理員を１人任用しまして、常時、巡回をしている中で、未然にリス

クを防ぐように努めているところでございます。 

○松家部会長 警察ＯＢの方は非常に頼りになるそうです。 

 藤原委員、どうぞ。 

○藤原委員 意見なのですが、今の待ち時間の件を調査してないとい

うことですが、先ほど私が伺いました患者満足度調査がありますね。

私どもは調査機関なのでわかるのですが、この中に組み込むことは簡

単かと思いますので、次回の調査票に入れてはいかがかなと思います。 

○村田副院長 設問に関しては、毎年、委員会の中で検討して患者さ

んにお願いしているところなので、その辺をまた委員会の中で検討し

ていきたいと思っております。ありがとうございます。 

○藤原委員 私も市立病院のカードを持っています。20年ぐらい前は

１カ月に１回は来ていたのですが、あのときから比べると大分よくな
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っているかと思いますけれども、今お話を聞くと、まだ結構時間がか

かるということになると、どこまで改善されたのかなとちょっと疑問

に思ったものですから、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。 

○病院事業管理者 私も月に何度か患者さんのところに出ているので

すが、前の日にほかの病院にかかった患者さんが、何となく安心だか

らということで当院へ来られるのですね。ありがたいことではあるの

ですが、予約にも入っていない、紹介状もない、地域医療室とか連携

センターも経由していない患者さんが多くなりますと、結局、待ち時

間が長くなってしまうということがあります。やはり、来やすい病院

のせいなのかなと思っています。ちょっとつらいところでございます。 

○松家部会長 院長もつらいと思います。 

 ほかにご意見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。 

 事務局から、何か連絡事項はございますでしょうか。 

○経営企画課長 事務局からは、次回の開催予定につきましてご連絡

がございます。 

 次回の病院部会につきましては、来年度、４月以降の開催を予定し

てございます。 

 内容につきましては、引き続き新パワーアッププランの点検と評価、

あるいは病院事業の予算、決算等の財務状況についてご審議をいただ

きたいと考えております。 

 開催のご案内につきましては、来年度に入りましてから改めて事務

局の方からさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 連絡は、以上でございます。 

 

６ 閉 会 

○松家部会長 それでは、これをもちまして本日の部会を終了させて

いただきます。 
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 どうもお疲れさまでした。 

以  上 


