
 

 

 

 

札幌市営企業調査審議会（平成26年度第１回病院部会） 

 

 

 

 

日日日日    時時時時  平成26年６月16日（月）午後６時～７時22分 

 

場場場場    所所所所  市立札幌病院 ２階 講堂 

 

出席者出席者出席者出席者  委 員 11名 

     斉田委員、斉藤委員、髙田委員、高橋委員、中田委員、行

方委員、西澤委員、浜田委員、松家委員（部会長）、村上

委員、和田委員 

 

     市 側 

     関病院事業管理者、渡邉経営管理室長、向井副院長、晴山

副院長、近藤副院長、牧瀬理事、甲谷理事、三澤理事、西

川理事、木内経営管理部長、貴志撮影技術課長、中村検査

部長、後藤薬剤部長、勝見看護部長、高橋総務課長、中村

施設管理担当課長、野口経営企画課長、田中医事課長、斉

藤地域連携課長 
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１１１１    開開開開    会会会会    

○経営企画課長○経営企画課長○経営企画課長○経営企画課長  浜田委員がお見えになっておりませんが、定刻の６

時になりましたので、始めさせていただきたいと思います。 

 私は、事務局を担当しております経営企画課の野口と申します。 

 本日は、お忙しい中、また、天候も悪い中、市営企業調査審議会平

成26年度第１回病院部会にご出席いただきまして、ありがとうござい

ます。 

 本日の議題の資料につきましては、事前に郵送させていただいてお

りますけれども、それとは別に、参考に、本日は26年度の予算書を配

付させていただいております。 

 また、業務量という１枚紙もお配りしておりますが、それは事前に

配付しておりました資料３の４ページの差しかえでございます。右側

の差し引き増減欄の数字が一部間違っておりましたので、お手数です

が、差しかえをお願いしたいと思います。 

 それでは、病院部会を開催したいと思いますが、進行は部会長の松

家先生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。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  皆さん、こんばんは。 

 ただいまから、札幌市営企業調査審議会の平成26年度第１回病院部

会を開催いたします。 

 本日は、各委員の皆様におかれましては、大変お忙しいところをお

集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 それではまず、開会に当たりまして、関病院事業管理者から、一言、

ご挨拶をお願いいたします。 

○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者  皆さん、こんばんは。 

 ４月から病院事業管理者を拝命いたしました関でございます。どう

ぞよろしくお願いします。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、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おきましては、24年

度から26年度の経営計画である市立札幌病院ステージアッププランの
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進捗状況と26年度の予算概要等につきましてご説明させていただきま

す。 

 ここで、この４月に人事異動により、病院局理事者の交代がありま

したので、この場で紹介させていただきたいと思います。 

 まず、渡邉経営管理室長でございます。 

 続きまして、晴山副院長でございます。 

 続きまして、甲谷理事でございます。 

 続きまして、三澤理事でございます。 

 続きまして、西川理事でございます。 

 続きまして、貴志撮影技術課長でございます。 

 続きまして、後藤薬剤部長でございます。 

 続きまして、勝見看護部長でございます。 

 続きまして、高橋総務課長でございます。 

 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○松家部会長○松家部会長○松家部会長  ありがとうございました。 

 

２２２２    議議議議    事事事事    

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  それでは、本日の議題に入らせていただきます。 

 本日の議題は、市立札幌病院ステージアッププランの進捗状況につ

いて、平成26年度予算の概要について、原則紹介制の導入について、

新たな中期経営計画についての四つでございます。 

 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に質

疑応答の時間をとりたいと思います。 

 それでは、事務局から、まず、市立札幌病院ステージアッププラン

の進捗状況について、ご説明をお願いいたします。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  経営管理部長の木内と申します。 

 それでは、お手元の資料２によりまして、ステージアッププランの

進捗状況についてご説明させていただきます。 

 この表の構成でありますが、左側にプランに掲げました項目と、そ

の主な内容を記載しており、その右には目標値と実施予定時期や現在
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までの取り組み結果、今後の取り組み、課題等を記載しております。

取り組み結果のうち、平成25年度に実施したものにつきましては、ア

ンダーラインを引いております。本日は、この下線を引いている項目

を中心にご説明させていただきます。 

 まず、（１）質の高い医療の提供についてご説明いたします。 

 ア、地域医療機関等との機能分化・連携推進でありますが、当院は

これまで地域医療機関との連携推進に努めてまいりましたが、その結

果、平成25年８月に自治体病院としては道内で初めてになりますが、

目標としておりました地域医療支援病院の承認を受けたところであり

ます。また、10月には診療科案内の第２号を発刊いたしまして、連携

医療機関のほか、新たに医療・看護系大学にも配付を行っております。

25年度の紹介率は54.9％、逆紹介率は65.1％となっておりまして、要

件をクリアしておりますが、今年度、地域医療支援病院の承認要件が

紹介率50％、逆紹介率70％に引き上げられましたことから、今後、紹

介率、逆紹介率のさらなる向上を図っていかなければならないと考え

ております。 

 次に、イ、精神科医療の充実につきましては、平成25年４月から精

神科救急・合併症入院料の算定を開始しております。 

 次に、ウ、周産期医療体制の充実につきましては、９階西病棟内の

一室を改修いたしまして、平成25年９月からマザーリング病床の供用

を開始しております。 

 次に、エ、外来化学療法室の拡充につきましては、15床への増床に

伴い、利用件数も増加しておりまして、平成25年度は3,463件となって

おります。 

 ２ページ目をお開きいただきたいと思います。 

 次に、オ、専門性の高いチーム医療の推進についてであります。 

 （ア）栄養サポートチームにつきましては、介入件数は増加傾向に

あり、昨年度は402件でございました。今後、カンファレンスの日程、

体制等について調整の上、対象病棟の拡大を行っていく予定になって

おります。 

 （ウ）薬剤師の業務範囲の拡大につきまして、平成25年度は病棟担
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当者を５名増員いたしまして、新たに５病棟において業務を行ってお

り、26年１月から病棟薬剤業務実施加算を算定しております。 

 以上、チーム医療の推進につきましては、今後も対象の拡大を図り、

利用件数の増加を図ってまいります。 

 次に、カ、医師、看護師の勤務環境改善につきましては、医療秘書

の増員を図り、平成25年４月から40対１医師事務作業補助体制加算を

算定しております。また、看護補助員につきましても増員を進め、25

年６月より50対１の体制加算を算定しております。 

 ３ページ目をお開きいただきたいと思います。 

 次に、（２）経営基盤の強化についてご説明いたします。 

 まず、ア、ジェネリック医薬品への移行でございますが、平成25年

度につきましては、32品目を移行しております。 

 ウ、専門性の高い病院事務職員の確保・育成につきましては、病院

独自採用の事務職員として診療情報管理士の資格を有する職員を平成

26年４月に新たに２名採用したところでございます。 

 エ、地域医療機関等との機能分化・連携推進、以降４ページに移り

まして、キ、医師、看護師の勤務環境改善までは、（１）質の高い医

療の提供で掲げた項目の再掲となっておりますので、説明は割愛させ

ていただきます。 

 ５ページをお開きください。 

 （３）計画的な施設、設備、高度医療機器の整備につきましてご説

明申し上げます。 

 まず、ア、病院施設、設備の改修・更新でございますが、更新工事

を実施したもの及び工事の実施設計を行ったものを列挙しております。

また、近い将来必要となる施設の大規模な修繕につきましては、平成

25年度に保全改修可能性調査及び配管劣化度調査を行っており、これ

らの調査結果を踏まえまして、今後、基本構想を策定してまいりたい

と考えております。 

 次に、イ、災害に強い電気設備の設置につきましては、受変電設備

や非常用発電設備の工事に着手いたしまして、竣工予定は平成27年３

月となっております。また、非常用井戸につきましても、本年度中の
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竣工に向け、準備を進めているところでございます。 

 ウ、総合医療情報システムの更新につきましては、平成27年１月の

更新に向けまして、業務フローの確認と利用環境に適した病院内のセ

キュリティポリシーの検討を実施しております。 

 エ、高度医療機器の更新・整備では、前回審議会でもお伝えしてお

りますが、手術支援ロボットのダ・ヴィンチを導入いたしまして、本

年５月から稼働しているところでございます。 

 ６ページをお開きください。 

 （４）患者サービスの向上につきましてご説明いたします。 

 ア、患者さんの意見、要望を踏まえたサービスの向上では、引き続

き、患者満足度調査、外来待ち時間調査を実施いたしますとともに、

ご意見箱などに寄せられました意見をもとに、院内全面禁煙への取り

組みに係る院内・院外放送を開始しております。 

 イ、患者アメニティの向上では、平成25年４月にファミリーマート

が院内で開店しております。 

 ウ、院内情報の提供では、平成26年３月に１階ロビーにディスプレ

ーを設置いたしまして、医療や当院に関する情報を提供しております。 

 続きまして、７ページをお開きください。 

 プランで掲げております数値目標に対する実績または実績見込みを

まとめた表であります。 

 表の構成は、左側に各指標、その右には、各年度における目標、実

績及び達成状況を記載しております。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「△」、それ以外のものを「×」として、目標を下回った

ものにつきましては、備考にその原因と考えられることを記載してお

ります。 

 （１）財務内容の改善に係る数値目標であります。新入院患者数及

び材料費対医業収益比率につきましては目標を達成しておりますが、

その他の項目につきましては、目標を下回る結果となっております。

これは、平均残院日数の短縮や医業収益の減少、人件費の増加などが

主な要因となっていると考えております。 
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 続きまして、８ページをお開きください。 

 こちらは、（２）医療機能の確保に係る数値目標の達成状況をまと

めた表でありまして、達成状況が「△」または「×」となっている指

標が三つございます。まず、一つ目が紹介率でございます。紹介率は、

初診患者数に占める紹介患者数で算出されますが、紹介患者数につき

ましては、約400人ふえているものの、これを含む初診患者が約1,000

人ふえておりまして、ごくわずかでありますが、目標に届きませんで

した。後ほど、議題(３)でご説明させていただきますが、原則紹介制

の導入などによりまして、引き続き、紹介率の向上に努めてまいりた

いと考えております。 

 次に、救急患者受入数につきましては、医療圏の３次救急件数の減

少が主な要因と分析しております。 

 次に、栄養サポートチームの介入件数につきましては、対象となる

患者さんが少なかったため、前年度に引き続き目標をやや下回ってお

ります。 

 ご説明は以上でございます。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの説明の内容について、何かご質問等はございますでしょ

うか。 

○西澤委員○西澤委員○西澤委員○西澤委員  かなり努力している跡が見られるのですが、一部、下回

っている項目があると思います。 

 一つ、二つ聞きたいのですが、まず、人件費が増加しております。

職種あるいは部門でもよろしいですが、どこの部門の人件費がふえて

いるのかを教えていただきたいと思います。 

 もう一つは、患者紹介率が下がっているのです。これは、初診患者、

要するに紹介状を持ってこない患者がふえているということだと思い

ます。たしか、初診の患者さんからは幾らかいただいていると思いま

すが、現在は幾らほどいただいているのか。 

 この２点を教えていただきたいと思います。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  まず、人件費の増加分でございますが、一昨年と昨

年に診療報酬改定の状況に合わせまして、私どもは職員を増員させて
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おります。大きな部分でいきますと、看護補助業務を充実させていく

ということで、看護補助員、あるいは看護師などの非常勤職員等の増

員を図ってきております。その影響が人件費全体に大きく出ていると

考えております。 

 それから、非紹介患者の場合は、通常の医療費のほかに、現在、2,000

円を非紹介患者加算ということでいただいております。 

 以上であります。 

○西澤委員○西澤委員○西澤委員○西澤委員 わかりました。 

 やはり、サービスの質というのは、ある程度は人でございますので、

人件費を削るのはなかなか難しいと思います。できるだけ効率を図っ

ていただいて、無駄なく有効にやっていただければと思います。 

 また、この場では言いづらいのですが、紹介状を持ってこなかった

場合の患者さんの負担は、もっと思い切って上げていいと私は思って

おります。 

 以上です。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  紹介状を持ってこなかったらもっとというのは最近の

流れです。 

 ほかに、ご意見、ご質問はございませんか。 

○斉藤委員○斉藤委員○斉藤委員○斉藤委員  栄養サポートチームの介入が目標を下回っているとおっ

しゃっていたのですが、これは、例えば糖尿病の方にはどのような食

事をということなのでしょうか。私は、そのようなサポートはとても

いいと思うのですが。 

○三澤理事○三澤理事○三澤理事○三澤理事  栄養サポートチームは、病棟ごとに稼働していまして、

今、稼働している病棟としては、外科、救急、形成外科、消化器内科

の４科です。糖尿病などの個別のことに関しては、栄養治療という形

でやっています。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  栄養サポートチームの介入対象の人が少ないというこ

とであって、患者に栄養指導をしていないということではないです。

機能の問題だと思います。 

○高田委員○高田委員○高田委員○高田委員 １点お伺いしたいのですが、説明資料の３ページのエに、

地域医療機関との機能分化ということで、本来は市立札幌病院ですか
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ら、札幌市民がかかる病院なのでしょうけれども、地域連携というこ

とで、地域医療支援病院入院診療加算が算定できると書かれておりま

す。これは、どういった形で、どれくらい算定できるのか、教えてい

ただけないでしょうか。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  地域医療支援病院の承認を受けました結果、年額で

１億4,000万円ほどの加算がつく形になっております。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  ほかにどなたかございますか。 

○中田委員○中田委員○中田委員○中田委員 二つあります。 

 先ほど西澤委員がおっしゃった非紹介患者は、値上がりしたら困る

気持ちもありますけれども、ＰＲにどのくらい力を入れて、こうなの

だよと出されているのかということが１点です。 

 もう一つは、患者サービスの向上で、満足度調査も毎回出てくるの

ですけれども、下で１時間半待ったとか、こうだとか、いっぱい書か

れていたのを下で拝見しました。この一つの方法として、その科によ

っても違うと思いますが、ずっと待っていらっしゃる患者さんを見て

いると、わかるような気がするのです。ですから、随分お待ちのよう

ですけれども、どうですかと早目、早目に声かけをするサービスとい

うか、大げさに言うとおもてなしですね。サービスとおもてなしは少

し違うかもしれませんが、看護師は先生方のお手伝いなどで非常に忙

しいから、あの人が待っているなとわかっても声をかけられませんの

で、もしボランティアの活動がオーケーであれば、ボランティアなど、

違う業務をしている方たちが待合のときに声かけをするというサービ

スはいかがなものでしょうか。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  １点目のＰＲの関係については、今、私どもも、か

かりつけ医を持ちましょうということで一生懸命ＰＲしているのです

が、まだ不十分ということだと思います。ホームページに載せたり、

連携医療機関にはパンフレットをつくって配付したり、さらに、院内

でもかかりつけ医を持ちましょうと放送を毎日かけて、できるだけ周

知を図ろうと努力しておりますが、なかなか浸透しない状況です。後

ほど出てまいりますが、紹介制のお話もありますので、今後も引き続

き、そういう機会を捉えながら、札幌市の広報誌も使いながら、ＰＲ
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を進めていきたいと考えております。 

 それから、２点目の声かけについては、病院ボランティアの方に外

来でいろいろとお手伝いをしていただいております。今ご意見があり

ましたように、長時間待っている患者さんに対しては、院内の外来の

看護師の中で、すぐに声かけをしようという考えで常に進めておりま

す。 

○西澤○西澤○西澤○西澤委員委員委員委員  先程、簡単に言い過ぎましたが、ただ負担をふやせとい

うことでは、確かに市民感情としてはそうなると思います。私が言い

たいのは、昨年から地域医療支援病院の認定を受けたということです。

では、この地域医療支援病院はどういう病院かということを市民にき

ちんと知っていただくということだと思います。要件としては、紹介

率が50％、逆紹介率が70％という目標値があります。ただ、ことしは

下がっています。もしこれを満たさなくなった場合には、取り消しに

なりまして、先ほど効果として１億何千万円の収入があると言ったも

のが入らなくなりますので、ますます赤字がふえるということです。 

 紹介率を上げるということは、紹介状を持ってこない患者さんを来

させないのではなくて、必ずかかりつけの先生から紹介状をいただい

てから来てくださいということになると思います。そうしないで勝手

に来る場合だけ、とってくださいということなので、市立病院が札幌

市民にとってどういう性格の病院なのかということを市民の方々にし

っかり認知していただく手段の一つとして、そういうことをしてはい

かがかということです。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  ほかにいかがですか。 

○行方委員○行方委員○行方委員○行方委員 ８ページのがん治療の質の確保・向上というところです。

平成23年度、24年度、25年度と件数がどんどんふえていっています。

これは、前のページにもありましたけれども、退院を促すということ

でふえていっているのか、がん患者の絶対数がふえているのか、それ

は相関関係があると思いますが、この辺を少しお聞きしたいと思いま

す。 

○晴山副院長○晴山副院長○晴山副院長○晴山副院長  がん患者の件数は、年間1,000件ちょっとぐらいあると

思います。外来の化学療法の件数はふえていますが、全体のがん患者
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数は微増という状態だと思います。そして、できるだけ外来の化学療

法に持っていくような形をとっておりますけれども、患者さんによっ

ていろいろな状況がありますので、それに応じて適切に判断して対応

している状況です。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  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○松家部会長○松家部会長○松家部会長  特になければ、二つ目の議題の平成26年度予算の概要

についてに移りたいと思います。 

 まず、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○経営管理部長○経営管理部長  それでは、続けて、私からご説明させていただきま

す。 

 お手元の資料３に基づきまして、平成26年度予算の概要についてご

説明させていただきます。 

 初めに、１ページ目の１の予算総括をごらんください。 

 こちらには、予算の全体像を記載しております。 

 まず、一番上の収益的収支であります。収益的収支とは、診療収益

など病院の経営活動によって生じた収益と、職員の人件費など収益を

生むために要した費用のことで、病院の１年間の経営成績をあらわし

ます。 

 26年度予算につきましては、総収益に232億6,000万円、総費用に282

億4,000万円を計上した結果、差し引きで49億8,000万円の赤字となり

ますが、支出のうち今年度限りの費用であります会計制度改正に伴う

退職給付引当金などとしまして55億4,000万円を計上したことによるも

のであります。 

 なお、収益的収支の内容につきましては、後ほど詳しくご説明させ

ていただきます。 

 次に、その下の資本的収支であります。資本的収支とは、建物や医

療機械など固定資産を購入するための支出や、この財源となる企業債

などの収入、また、過去に発行した企業債の元金返済に伴う支出や、

この財源となる一般会計からの繰入金収入などでございます。 

 26年度につきましては、受変電設備増設工事や総合医療情報システ
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ムの更新などにより支出が58億2,000万円となりました。また、この財

源となる企業債や繰入金などの収入を31億1,000万円計上した結果、収

支差し引きでは27億1,000万円の不足が生じます。 

 続きまして、その下の資金状況でございます。 

 平成26年度は、収益的収支の赤字49億8,000万円、資本的収支の不足

額27億1,000万円を減価償却費など現金を伴わない当年度損益勘留保資

金55億7,000万円で補塡した結果、21億2,000万円の資金の不足が見込

まれておりますが、これを前年度までの資金残で補塡しまして、26年

度末では37億7,000万円の資金残となる見込みでございます。 

 続きまして、２の予算の概要でございます。 

 先ほどの収益的収支につきまして、詳しくご説明いたします。 

 まず、囲みにある予定患者数をごらんください。 

 入院患者数でありますが、一般と救急病床では平成23年度、平成24

年度決算並みの１日平均594人、精神病床では平成25年度決算見込み並

みの１日平均29人、合計では１日平均623人、年間22万7,305人と見込

んでおります。 

 次に、外来患者数でございます。 

 当院は、地域医療機関との適切な役割分担のもと、当院での治療が

一段落し、病状が安定している患者さんを地域の医療機関に紹介する

逆紹介を推進しております。これに伴いまして、前年度と比べて、再

来患者数の減少が見込まれますことから、平成26年度予算におきまし

ては、逆紹介の推進に伴う再来患者数の減少を加味いたしまして、前

年度予算対比で１万3,664人の減少となる年間42万7,523人、１日平均

で1,752人を見込んでおります。 

 次に、その下の収益的収支をごらんください。 

 総収益は232億6,000万円を見込んでおりまして、内訳としましては、

入院及び外来の診療収益が196億9,000万円、一般会計からの繰入金が

17億8,000万円、その他の収益が17億9,000万円となっており、収益全

体では前年度対比で12億1,000万円の増収の見込みでおります。 

 これは、右側の囲みの部分でありますが、診療収益につきましては、

平成25年９月から地域医療支援病院入院診療加算の算定を開始してお
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りまして、この加算が通年で算定できることなどから、前年度と比較

しますとこの部分で8,000万円ぐらいの増収を見込んでいるものであり

ます。 

 また、その他の収益につきましては、会計制度の改正に伴い、長期

前受け金戻入を計上することにより、11億円の増を見込んでいるもの

であります。 

 続きまして、総費用でございます。 

 総費用は、282億4,000万円を見込んでおりまして、内訳といたしま

しては、職員の人件費が109億2,000万円、薬品や医療材料などの材料

費が57億7,000万円、委託料や修繕費などの経費が39億8,000万円、減

価償却費等が11億6,000万円、その他の費用が64億1,000万円など、全

体では前年度対比で62億3,000万円の増となっております。 

 まず、人件費につきましては、勤務環境改善のため、医師、看護師、

医療補助員等の増員や医師職の処遇改善などから、前年度対比で２億

7,000万円の増加となっております。 

 材料費は、消費税率改定等により、１億円の増となっております。 

 また、経費につきましても、医療機器の保守業務委託の増や、手術

支援ロボットのリース料の増などのため、前年度対比で４億3,000万円

増加しております。 

 その他の費用につきましては、26年度から会計制度が変更されるこ

とに伴い、退職給付引当金などの計上により、前年度対比で54億円の

増となっております。 

 以上の結果、先ほどもご説明いたしましたが、総収益、総費用の差

し引きといたしまして49億8,000万円の赤字となる予算となってござい

ます。 

 続きまして、２ページ目をごらんください。 

 ３、予算に計上する主な事業をご紹介いたします。 

 まず、①診療体制の強化・勤務環境改善であります。 

 手術支援ロボット装置ダ・ヴィンチの導入に当たり約9,000万円、医

師、看護師の勤務環境改善のため７億5,000万円を計上しております。

このほか、レジデントの確保と研修の充実化や地域連携センターにお



 - 13 - 

ける連携業務の強化等の事業も含め、総額で８億5,000万円となってお

ります。 

 続きまして、②施設の保全更新・改修でございます。 

 受変電設備や総合医療情報システムの更新等、施設の保全更新・改

修のための事業費として、26億円を計上しております。 

 なお、受変電設備増設工事につきましては、鉄筋コンクリートづく

り地上２階建て、１階に北電から６万6,000ボルトの電圧を受け入れ可

能とする特別高圧受変電設備、２階に非常用発電設備を配置する計画

でおります。また、電柱に共架しております北電からの送電ルートが

専用線として地中化となりますことから、災害時の危険リスクを大幅

に低減させますとともに、万一、北電からの供給が遮断された場合で

も、日常に使用しているものと同程度の電力を３日間程度供給するこ

とが可能となります。 

 続きまして、③医療機器の更新でございます。 

 内容といたしましては、超電導磁気共鳴診断装置、いわゆるＭＲＩ

でありますが、これなどの医療機器の更新を行うもので、５億8,000

万円を計上しております。 

 なお、３ページには、参考といたしまして、予算総括表を前年度予

算と対比しながら記載しております。 

 また、４ページ目には、業務量といたしまして、先ほどご説明いた

しました予定患者数、病床数の増減を記載しております。 

 最後の５ページには、先ほどの説明を重なる部分もございますが、

主要事業といたしまして、病院整備費等の内訳を記載しております。 

 説明は以上でございます。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  ありがとうございました。 

 ただいまの予算の概要について、どなたか、ご意見、ご質問はあり

ますでしょうか。 

○西澤委員○西澤委員○西澤委員○西澤委員  まず、今回、消費税が上がったのですが、予算を立てる

上で、消費税の影響はどの程度だったのか、教えていただければと思

います。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  消費税が４月から５％から８％に上がるということ
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で、予算上もその部分は見込んでおります。 

 影響額といたしましては、３％部分で、約２億6,000万円の消費税仮

払い額が増額になると見込んでおります。 

○西澤委員○西澤委員○西澤委員○西澤委員 その程度ですか。もっとあるかなと思いました。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  ３％の部分で、全体では７億円ぐらいになります。 

○西澤委員○西澤委員○西澤委員○西澤委員  もう一つは、今、消費税負担分が診療報酬に入っている

わけですが、今、いろいろな病院でシミュレーションをやっています。

今までの仕入れに係る消費税の３％増分と、それから、診療報酬上は

全部基本診療料に乗っていますので、それで患者の数で計算すると、

どれぐらい補塡されているかが出ますが、もし計算していたのであれ

ば、その数字を教えていただきたいと思います。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  正確には、診療報酬改定は1.36％と言われておりま

すが、実は、私どもが予算を組んだ段階で数字がはっきりしておりま

せんでした。その段階で、診療報酬改定で消費税部分として1.14％く

らい見ていただけるのではないかと計算しておりました。 

 その影響としては、先ほど２億6,000万円ほどと申しましたが、1.14％

を加味すると、その部分で２億2,000万円から3,000万円ぐらいは補塡

されるのではないかと期待しながら予算計上したところでございます。 

 現実的にこれがどうなっていくのかについては、シミュレーション

をしていないので、今後の状況を見ていかなければわからないところ

です。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  ほかにご質問等はございませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  特になければ、三つ目の原則紹介制の導入についてに

移りたいと思います。 

 まず、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○経営管理部長○経営管理部長  続けてご説明させていただきます。 

 資料４をごらんいただきたいと思います。 

 資料の左側の上段は、当院が提供いたします医療を図式化したもの

です。図のように、当院は、救急車で運ばれてくる患者さんや他の医

療機関から紹介される患者さんなど、緊急、重症な状態にある患者さ
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んに必要な入院、手術など高度で専門的な医療、いわゆる急性期の医

療を提供する役割を担っております。患者さんの地域社会等への早期

復帰のため、また、新しい患者さんを受け入れるため、急性期を脱し

た患者さんにつきましては、自宅や回復期の病院等への退院支援を行

っております。 

 左側の施設数が示しますように、札幌市には多くの施設が存在して

おりまして、それぞれ役割を分担している状況にあります。 

 また、中段の枠の中ですが、当院は、自治体病院といたしまして、

救急、周産期等の採算性等の面から民間医療機関では提供が困難な政

策医療等の提供をする役割も担っているところであります。 

 また、左側の下段でありますが、当院の地域医療支援病院としての

役割を図式化したものです。地域医療支援病院は、かかりつけ医から

の紹介患者さんの受け入れ、医療機器や病床の共同利用、急性期後の

患者さんの逆紹介、地域の医療従事者向けの研修の実施、在宅医療の

支援など、地域の医療機関を支援、バックアップする役割を担ってお

ります。これに対しまして、かかりつけ医の皆様は、患者さんに、よ

り身近な地域での医療を提供する役割を担っております。 

 資料の右側をごらんください。 

 当院の役割につきましては、これまでも、ホームページや院内の相

談窓口や院内放送などでも広報を行ってまいりました。また、紹介状

なしで当院に来院した患者さんには、通常の医療費のほかに、特別な

料金、非紹介患者加算といたしまして、税別で2,000円をお支払いただ

いているところであります。しかしながら、現在も紹介状を持たない

患者さんが多数来院されておりまして、そのため、患者さんには、長

時間お待ちいただいているとともに、手術、入院が必要な患者さんへ

の対応に多くの時間を費やせない状況にあります。 

 このため、現在、当院では、初診の際は必ずかかりつけ医からの紹

介状をお持ちいただく原則紹介制を導入する準備を進めているところ

であります。 

 原則紹介制の導入は、患者さんにとりましても、質の高い医療を受

けられる、あるいは、早期に治療を受けることができる、早期回復が
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期待できる、また、外来の待ち時間が緩和されるなどのメリットが考

えられます。 

 今後、医療機関等への説明、市民向けの広報を行いまして、本年９

月ごろから、まずは15の診療科で実施いたしまして、この結果を踏ま

えまして、来年２月ごろには対象診療科の拡大を図っていきたいと現

在考えております。 

 原則紹介制を導入した場合、紹介状を持たない患者さんであります

が、基本的にご自宅の近隣の医療機関または当院周辺の医療機関をご

紹介させていただきたいと考えております。 

 なお、救急患者さんはもとより、救急搬送以外でも症状が重く、緊

急の治療が必要な患者さんなどは、紹介状を持たなくても診療を行い

ますし、手話通訳の必要な方など対応できる病院が限られている、当

院でなければ対応できない患者さんにつきましても、診療を行ってい

くという考えでおります。 

 以上であります。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  ただいまの原則紹介制の導入についての説明について、

ご意見、ご質問等はございますでしょうか。 

○斉藤委員○斉藤委員○斉藤委員○斉藤委員  原則紹介制ということで、近くのお医者様にかかってく

ださいとありますが、例えば、健康診断で血圧が高いという結果が出

て、お医者さんのところへ行ってくださいとなって、行ったとします

ね。そして、健康診断と同じような検査をされて、血液検査はここで

はできないので、結果が出るまで少し待ってくださいと言われて、そ

の間にぐあいが悪くなった場合は、やはり、大きな病院に行きたいと

いう気持ちになります。風邪などの余り緊急でない場合はよろしいの

ですが、そういうところはどうなのでしょうか。 

○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者  健康診断で病院を受診しなさいという指示が出た

場合は、紹介状とみなして受け入れます。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  ほかにご質問等はございませんでしょうか。 

○斉田委員○斉田委員○斉田委員○斉田委員  紹介状を持たない患者が多く来ているので、そのために

時間が長くかかってしまうということですが、逆に、紹介状を持って

くるとどれだけ短くなるのかが疑問です。お医者さんの紹介状は、何々
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先生御机下と書いてあって、こういう患者さんでこうですと書いてあ

ります。例えば、整形の先生だったら、神経学的テストをやったらこ

うでしたとか、そこまで詳しく書いていないと思うのです。そこで、

紹介状を持ってきたから短くなるというのがちょっと疑問で、それな

ら、いっそのこと、カルテのコピーもつけてもらったらどうかと思い

ますが、その点はどうですか。 

○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者  紹介状を持ってきていただく場合は、そこの病院

の先生が患者さんを診断して、画像を撮って、採血もやって、何かお

かしい、これは市立病院に行きなさいという紹介状をもって紹介され

る患者さんがほとんどです。そうなった場合には、今、委員がおっし

ゃられたように、これで待ち時間が減るのかどうかとイコールではな

いと思うのですけれども、紹介状のない患者さんで、こちら側から問

診をして、体の身体所見をとって、採血して、画像も全部その日にや

る待ち時間と比べると、時間はかなり短縮されると思います。 

○向井副院長○向井副院長○向井副院長○向井副院長  補足させていただきます。 

 紹介状を持ってきた患者さんにつきましては、現在、札幌市医師会

の地域医療室と当院の地域連携センターがございまして、そちらで予

約することができるようになっております。予約すると、待ち時間は

かなり減らすことができます。ですから、紹介状を持った方について

は、事前に予約していただくシステムを使っていただくと、ない場合

に比べて待ち時間が１時間ぐらいは短くなると思います。 

○斉田委員○斉田委員○斉田委員○斉田委員  しつこいようですが、確かに紹介状がないよりもあるほ

うが早いと思うのです。ただ、かかりつけのお医者さんが今まで見て

いて、カルテもあれば画像もあるわけですね。だったら、いっそのこ

と、それも持ってきてもらったほうが早いのではないかという気がす

るのですが、どうでしょうか。 

○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者  委員がおっしゃるのは、ＩＴ連携と申しまして、

将来的にはそういうことも視野に入れています。それぞれのかかりつ

けの先生たちが当院とインターネットを通じてデータのやりとりをす

ることも視野に入れて対応しております。 

○西澤委員○西澤委員○西澤委員○西澤委員  私のところは小さい病院ですが、診療所からの紹介の場
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合でも、最近はデータや画像を持ってくる例がかなり多いです。医師

会の指導がきちんとされていまして、紹介状にはいろいろなデータを

つけるのが当たり前のようになってきているので、恐らく、そういう

心配はないのではないかと思っております。 

 今、疑問があったように、紹介制のことは書いてあるのですが、同

時に、予約制ということもこの中に書いたほうがわかりやすいので、

ぜひ、この中に、予約制のことも一言入れていただければよろしいか

と思います。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  高田委員、どうぞ。 

○高田委員○高田委員○高田委員○高田委員  １点教えてほしいのですが、紹介状でいろいろなデータ

を持ってまいりますね。基本的な考え方でいいのですけれども、その

場合には、大きな病院では同一の検査をしないと考えてよろしいでし

ょうか。それとも、同じことをまた繰り返すのでしょうか。 

○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者  それは、ケース・バイ・ケースだと思います。例

えば、私の診療科は泌尿器科ですけれども、かかりつけの先生が、た

またま腹部のＣＴを撮って、どうも腎臓のがんみたいだという場合も、

それは単純写真でしかないので、当院に来たときにはその診断を確定

するために造影剤を使ったＣＴを撮る可能性はあります。 

 もう一つは、かかりつけの先生たちは、診断はできるのですけれど

も、実際の治療をこちらの病院にお願いする段になると、治療を行う

ためには必要な検査が変わってくることもありますので、その検査を

追加することはあり得ます。 

○高田委員○高田委員○高田委員○高田委員  それでは、例えば血液検査で同じ内容のものは基本的に

はないというふうに考えていいのでしょうか。 

○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者  そのとおりです。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  ほかにどなたかありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  原則紹介制については、かかる患者さんにとってみれ

ば、一つの病院で全て済めばいいのかもしれませんが、これは互助も

あると思います。自分の場所を次の人に譲ってあげるということがな

ければ、この病院が幾つあっても足りませんので、やはり必要になっ
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てくると思います。１カ所で全部というのはなかなか難しい状況にな

ってきていると思います。 

 続きまして、新たな中期経営計画についてに移りたいと思います。 

 では、説明をよろしくお願いいたします。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  それでは、新たな中期経営計画についてご説明させ

ていただきます。 

 資料５になります。 

 現在、当院では、現行の中期経営計画でありますステージアッププ

ランの計画期間が平成26年度まででありますことから、27年度以降も

健全で計画的な病院運営を図るため、ステージアッププランに続く新

たな中期経営計画の策定に着手しております。着手に当たりまして、

中期経営計画の上位概念に位置します目指す将来像となる病院のビジ

ョンをごらんの資料のようにまとめたところであります。 

 ビジョンは、四つの柱から成り立っております。一つ目は、患者さ

んにも医療機関にも信頼される地域完結型医療を提供して、北海道や

札幌という地域を支える基幹病院、二つ目は、高度急性期・急性期の

医療を提供、公立病院として政策医療を提供、また、32診療科を有す

る病院として、各分野の専門家が協力して治療を行う集学的医療を提

供するなど、多くの機能、役割を担う多機能病院、三つ目は、質の高

い医療を提供し、また、信頼されるような人材を育成する発展する病

院、四つ目は、医療・介護機能の再編に対応して、健全な運営を行う

自立した病院であります。 

 中段になりますが、ビジョンのもとに四つの柱、それぞれの実現に

向けた基本的な考え方を記載しております。 

 一番下の運営方針は、このビジョン実現に向けた基本的な考え方を、

短く、わかりやすく記載したものであります。 

 資料の２枚目をごらんください。 

 これは、新たな中期経営計画を策定する前提といたしまして、ビジ

ョンに掲げる基幹病院、多機能病院、発展する病院、自立した病院に

なるために解決すべき課題をビジョンごとに掲げたものであります。 

 地域の医療機関との機能分化と連携をさらに進める、救急患者さん
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の受け入れや手術実施の体制を充実させていく、職員を確保し、専門

性の向上を図るなどが重点項目であると考えております。 

 今後は、各項目について具体的な検討を行いまして、計画の素案段

階には、また審議会でお示ししまして、ご意見を頂戴したいと考えて

おります。 

 以上であります。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  新たな中期経営計画という大変高邁な市立札幌病院の

ビジョンですけれども、どなたかご意見、ご質問はございませんか。 

○浜田委員○浜田委員○浜田委員○浜田委員  ステージアッププランの進捗状況や一連の説明を聞いて

いると、ＰＤＣＡを含めて、相当きちんとやられていると思っており

ますが、その中で、検討することが可能かどうかというところがあり

ます。 

 先ほど、退職給付引当金を会計基準が変わってということで出され

ました。これは、基本的にはアウト・オブ・ポケットコストで五十数

億円をぼんと計上したということです。お金がどこかに行っているわ

けではないと思います。結局、こういう会計基準を入れるのは何かと

いうと、今までの単年度収支を見て黒字にするぞという見方だけでは

なく、財政状態といいますか、財務上の安定性をきちんと見ながらや

っていってくださいということです。これは、５０億円を計上すると、

通常の企業でしたら、自己資本の５０億円がどこかになくなって、財

務の安定性はこういう状態ですということで見ていくと思うのです。

お金のことは全然言いたくないですし、実感はないのではないかと思

うのです。 

 きょう、いろいろな資料を見せていただいても、単年度収支中心の

ご説明をいただいているので、このビジョンをつくっていく中では、

企業債の動向などを含めて、財政状態をしっかり見ていけということ

で、会計基準も変わったと思います。ですから、ぜひその辺を視野に

入れていただければというのが一つ目の意見です。 

 もう一点は、人材の育成です。主に先生や看護師さんが中心に言及

されていると思いますが、議会もありますし、通常の病院であれば考

えられないぐらいのスタッフを抱えていると思います。それは、税金
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を使っているという観点もありますが、本当に専門性の高い経営のマ

ネジメントを適切にしていくということがこれからの病院経営では非

常に重要だと思います。そういう面で、事務局のスタッフの養成が足

りているのか、足りていないのか。先生方や管理者に適切な経営判断

をしてもらえるような専門性の高いマネジメントが可能な人材の育成

についても、このビジョンの中で考えていく必要があると思うのです。

もう十分だというのであれば問題ないと思いますが、その辺はぜひご

検討いただいて、次回にでも教えていただければと思います。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  今の２点目のお話は、まさにご指摘のとおりだと思

います。私は札幌市の一般職員として病院局に来ていまして、事務職

のほとんどがそういう形です。そういう中で、確かに経営についても

専門性が必要だということで、ステージアッププランの中でも、市立

病院のプロパー事務職員を採用していきたいと考えていまして、まだ

数は少ないのですけれども、診療情報管理士の資格を持っている職員

の採用を始めております。こういう職員をできるだけふやして、今後、

将来的に病院運営の中心を担っていただけるような職員を養成してい

きたいという点につきましては、次のプランでも進めてまいりたいと

考えております。 

○浜田委員○浜田委員○浜田委員○浜田委員  市立病院という特殊な中で、これだけ高度な医療マネジ

メントが必要になってくる中では、そういう視野も必要かと感じまし

た。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  結局は、札幌市の問題ですね。全ての経営能力の問題

ですからね。 

 ほかにどなたかご意見はありませんか。 

○高田委員○高田委員○高田委員○高田委員  このビジョンは大変すばらしいものだと思っているので

すが、ここで言っている地域医療の医療圏の範囲はどのくらいを想定

されているのでしょうか。札幌市内だけでしょうか、それとも、札幌

市以外も含めてなのでしょうか。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  札幌市だけで言いますと１次医療圏となりますが、

２次医療圏が基本的な対象と考えております。ですから、札幌市以外

の周辺の市町村も入っております。 
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○高田委員○高田委員○高田委員○高田委員  それに基づいて質問したいのですけれども、札幌市病院

事業の設置等に関する条例を見ますと、市民の健康の保持のために病

院をつくりますと書いてあるのです。 

今までは、札幌市民以外の人が来ても全然問題ないと思いますけれ

ども、これだけ壮大にばんと上げてしまうと、それだけで条例の設置

はいいのかなという気がするのです。条例改正はしなくていいのか、

地域医療圏のことも含めて市立札幌病院がやりますというふうに改正

しなければいけないような気がするのです。その辺の取り扱いは、条

例との関係で問題ないのでしょうか。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  確かに、「市民の健康」と記載させていただいてお

りますが、その対象市民は札幌市民だけなのかという部分については、

いろいろ議論が分かれるところがあると思います。札幌市といたしま

しては、基本的には、対象は札幌市民ということですけれども、市営

企業ということで言えば、札幌市民だけではなくて、札幌市以外の市

民の皆さんも医療圏の中にいる方は対象とすると考えます。ただ、条

例改正が必要かどうかと言われますと、今、即答はできません。私ど

もは、市民というものを札幌だけに限定して考える必要はないのかな

と個人的には思います。 

○高田委員○高田委員○高田委員○高田委員  これは条例に関することなので、法的な問題が出てくる

と思います。私の知る限りでは、札幌市病院事業の設置等に関する条

例で、当然、市民となれば札幌市というのが一般的な考え方かと思い

ます。例えば、石狩市の市民は札幌市民にはならないのだろうと思い

ます。そこまで要るかどうか、これは壮大な計画なものですから、そ

ういうことも含めてきちんと整理する必要があるのではないかという

気がいたします。 

 これは私の意見です。 

○西澤委員○西澤委員○西澤委員○西澤委員  今の件は、札幌市の条例はそうかもしれませんが、国の

法律で医療法というものがありまして、健康保険法もあります。日本

の国民は、保険証があれば、いつでも、どこでも、誰でもということ

でございます。逆に、札幌市民の病院だからほかの市の方はだめだと

言った途端に法律違反になると思います。市立病院は札幌市民を中心
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に診ている病院であるけれども、そこに誰が来ても排除するものでは

ないということで、特に条例違反でも何でもないと思いますので、今

までどおり頑張っていただければと思います。 

 続いて、平成27年度からの地域医療ビジョンについてです。 

 実は、今、国会で、医療・介護総合確保推進法案というものが来週

あたりに通ると言われています。その中で、病床機能の報告制度、そ

して各都道府県ごとに地域医療ビジョンをつくることになりますし、

当然、札幌市もその中でやらなければならなくなります。このビジョ

ンに先立ち、ことし１０月から報告制度が始まりますので、そのこと

を考慮しなければならないと思います。そのあたりは、今のうちから、

情報を見ながら、臨機応変にいい方向に変えていっていただければと

思います。 

 それから、今回の診療報酬でかなり問題がありますが、とれる点数

もあります。医師事務作業補助とか急性期看護補助がありますが、そ

ういうものは、もっと高い点数を取るために人員配置するということ

も目指していただきたいと思います。 

 リハについては、ＡＤＬ維持向上等体制加算があります。このあた

りも考えていただいたらどうかと思っております。 

 それから、総合入院体制加算１がありますが、これはまだとってい

ないと思います。なかなかハードルは高いと思いますが、市立札幌病

院としてはとるべきではないかと思いますので、ぜひ目指していただ

きたいと思います。 

 以上、意見でございました。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  今の件について、よろしくお願いします。 

○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者  今、西澤委員のおっしゃられた総合入院体制加算

１に関しては、今年度に診療報酬が改定になったときから、当院のよ

うな病院に対する加算だということで、ぜひとりたいと考えておりま

す。 

 ただ、一つネックになっていたのは、化学療法を行っているレジメ

ンの数が4,000だということで、残念ながら当院は4,000もやっており

ませんでした。ただ、総合入院体制加算１に関しては、市立病院とし
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ては絶対にとりにいくべきだと考えていますので、来年度に向けて、

今、準備を始めているところです。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  ほかにご意見、ご質問等はございませんか。 

○斉田委員○斉田委員○斉田委員○斉田委員  今、携帯電話で市立病院のホームページを見ていました

が、立派なホームページだと思って感心しておりました。 

 ただ、先ほどのお話だと、紹介状のない方が来られると困るところ

もあって、何だろうと思うのです。そういう意味では、医療機関です

から、営利を目的としていないので、宣伝をするわけにもいかないと

ころもよくあると思います。 

 それでお聞きしたかったのは、ステージアッププランの進捗状況で、

連携医療機関への訪問活動という言葉が出ていたのですが、これが一

体何かよくわからないと思って見ていたのです。これをご説明いただ

けませんか。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  連携医療機関の関係です。 

 先ほど来、お話が出ております、紹介、逆紹介を進める上で一番有

効なのは、医師同士が顔の見える関係をつくっていただくということ

ではないかと思います。そのためには、文章だけのやりとりではなく

て、実際に先生と先生が顔を合わせてお話をしていただくことによっ

て信頼関係を構築していただきたいということです。 

 実は、昨年は50件ぐらい回っているわけですが、関病院事業理者が

筆頭になって、地域のクリニックや病院を訪問させていただいて、先

生と直接、お話をさせていただく活動を行っております。また、今年

度も引き続き行う考えでおります。 

○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者  私は、４月以降、既に20件弱を訪問しております。

いろいろな病院に伺いまして、先生たちといろいろお話をさせてもら

うと、市立病院に対する激励の言葉もありますし、厳しい指摘をされ

ることもあります。ですから、そういうご意見を参考にしながら、う

ちの病院がどうあるべきかということを教えていただくという感じも

ありますので、病院を訪問するのは非常に有意義なことだと私は思っ

ています。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  ほかにどなたかご質問はありませんか。 
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○中田委員○中田委員○中田委員○中田委員  質問ではないのですが、資料２の２ページに、高いチー

ム医療のイというところで、がん患者さんに対して治療の早期の段階

から緩和ケアの受診を促すというのは、とても大事なことだと思って

おります。 

 あなたは、もうこれ以上治療ができないから、あとは痛みをとれる

ような病院に行きなさいということでぷつんと切られてしまっている

のをよく耳にします。そういうことを考えたときに、早期に発見され

た段階から緩和ケアに移行することもあわせていくという促し方はす

ごいなと思いました。市立病院にかかったときに、こんなふうに促し

をされたら、患者さんの気持ちとしては先々のこともほっとすると思

いました。 

 それから、私たちは、活動の中で、「賢い患者になりましょう。」

という合い言葉で動いております。その中で、このビジョンを全て見

ても、全部、医療者側が一生懸命なさっていることなのです。では、

患者さんはどんな努力をしたらいいのだろうかと思います。片や医療

者側が一生懸命していても、患者さんの努力がなければ、いい形のも

のができていかない感じがしました。ですから、患者教育という言葉

はふさわしくないと思いますが、患者さんにも少し賢くなっていただ

いて、片手間かもしれませんけれども、一人一人に何かあったときに

は、こういうときにはこうだよと教えあげられるような、一緒にやり

ましょうというようなことも入ってきたら、もっともっとお互いに先

が見えてくるのではないかと思いました。 

 この計画は、医療者側がこんなに頑張っていただいていますので、

患者としては本当にありがたいと思います。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  お互いに努力が必要だということですね。 

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 公募委員の和田でございます。 

 ２点ございます。 

 一つは、昨年度、市立病院で導入された非常に高性能な放射線の装

置についてです。これがどういう性能かということと、実際の稼働状

態はどのようなものか、教えていただきたいと思います。 

 それから、きょうのご説明にありました５月に導入されました手術
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支援ロボットは、どのような手術が対象になっているのかということ

と、また、技術料の内容をお教え願います。 

○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者  まず、２点目のロボット支援手術についてです。

今のところ、保険が適用されているのは、前立腺がんに対する前立腺

全摘だけです。日本で行われている先端医療は、腎臓の部分切除とか

泌尿器科系統の疾患が多いのですけれども、外科系の大腸、胃がん、

婦人科系の骨盤内の手術が行われておりますが、残念ながら、日本の

中では保険適用になっているのは前立腺がんだけでした。 

 もう一つのＩＭＲＴという強度変調型の放射線治療を昨年から行っ

ていまして、これは、もちろん前立腺にも適用がありますし、乳がん

の患者さん等々に関して放射線の治療を既に行っています。 

 具体的に何件行ったかはつかまえていませんが、わかりますか。 

○撮影技術課長○撮影技術課長○撮影技術課長○撮影技術課長  月に新規で大体５件の強度変調治療を開始しており

ます。 

 どれだけ高性能かということに関しましては、ＭＲ装置やＣＴ装置

からの画像と連携しまして、診断だけではなくて治療に３Ｄ画像の情

報を利用して、多方向から効率よく、放射線強度を変えながら、正常

組織には放射線を当てないような治療を行っております。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  和田委員、よろしいですか。 

○和田委員○和田委員○和田委員○和田委員 手術支援ロボットの技術料について、お願いします。 

○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者○病院事業管理者  技術料については、たしか加算が約５万点だった

と思います。通常の手術に比べて、ロボットで行うだけで加算がつき

ます。 

 もう一つ、ロボット手術のメリットは、病変をより詳細に観察でき

ます。つまり、非常によく見えるということと、ロボットがやるもの

ですから、人間とは違って手のぶれが少ないので、極めて繊細なタッ

チで病変の措置ができるのがメリットだと思います。私たちのところ

は、５月から初めてまだ１カ月もたっていませんけれども、今のとこ

ろ４人行いました。それぞれ入院期間が10日間ぐらいで、術後に尿の

失禁がどうしてもあるのですけれども、それもかなり回復して退院し

ています。まだ数が少ないですが、通常の前立腺全摘手術に比べると、
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患者さんにとってはかなりメリットがあるのではないかと考えており

ます。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  村上委員、何かございますか。 

○村上委員○村上委員○村上委員○村上委員  質問ということではないですが、この会には院長の私的

諮問機関の時代から参画させていただいていました。経営ということ

に関しては、人減らしや、きょうも出た初診時特定療養費についての

議論では、5,000円や１万円まで持っていけばいいという話を当時した

記憶があります。また、患者様のサイドから見ると、産科と小児科に

関しては24時間いつでも診てほしいという要望が聞こえてきました。

こういった審議会は、その中間に立つといいますか、市立病院のあり

方そのものに関してこれからも議論を進めていっていただきたいと思

います。 

 個人的に、何人かのがん患者を市立病院に紹介させていただきまし

た。私は、医師ではありませんので、手技に関することはわかりませ

んが、全体的な機能、術後、退院までの看護部の対応は非常によいよ

うだというアナウンスをさせていただきました。栄養指導等について

も、この数年で、患者さんの側に立った、よい医療を実践されている

のではないかと思います。 

 これからも一層の精進をお願いいたします。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  高橋委員、何かありませんか。 

○高橋委員○高橋委員○高橋委員○高橋委員  これはお願いでもありますけれども、ビジョンの中で、

働きやすい職場づくりを挙げていらっしゃいます。この中には、補助

者等の導入による業務分担も入っていますが、これからは看護職が本

当に足りなくなっていくと思われますので、いろいろな勤務形態の方々

を採用されていくことになっていくと思います。そういう中で、通常

どおりといいますか、昔のように必ず夜勤もするような看護職という

のは減っていく気がしますので、そのあたりの待遇を考えていただき

たいと思っております。短時間とか非常勤というところに目が行き過

ぎて、通常に働く方々への待遇がおろそかになっても困りますので、

その点はぜひお願いしたいと思います。 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  ほかにどなたかございますか。 
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（「なし」と発言する者あり） 

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  それでは、特に質問がないようであれば、本日の審議

はこれで終わりたいと思います。 

 事務局から連絡事項は何かございますか。 

○経営企画課長○経営企画課長○経営企画課長○経営企画課長  事務局からは特に連絡事項はございません。 

 委員の皆様におかれましては、市営企業調査審議会の委員の任期が

ことし８月までとなっております。本日が任期中にお集まりいただく

最後の部会となりますので、最後に、経営管理室長の渡邉より、皆様

にご挨拶を申し上げたいと思います。 

○経営管理室長○経営管理室長○経営管理室長○経営管理室長  経営管理室長の渡邉でございます。 

 ただいま事務局からお話がありましたとおり、皆様の任期中では、

本日の部会が最後になりますので、一言、お礼のご挨拶を申し上げさ

せていただきたいと思います。 

 まず、委員の皆様におかれましては、この２年間の任期中、大変お

忙しい中を本部会にご参加いただきまして、大変貴重なご意見を賜り

ましたことに、心より感謝を申し上げます。 

 また、この２年間におきましては、ステージアッププランの策定は

もとより、本日も少し話題になりましたけれども、外来の待ち時間の

問題など、当院が抱えるさまざまな課題につきまして、多様な視点か

らご意見をいただいたところでございます。本日もいろいろなご意見

をいただいたところでございますが、いただいたご意見につきまして、

実現できるものについては速やかに実現を図ったところでございます

けれども、加えて、今年度に策定します新たな中期計画の中でもでき

るだけ反映させていきたいと思います。 

 皆様におかれましては、今後とも市立札幌病院が将来にわたって良

質で高度な医療を提供していくことができるように、引き続き、ご支

援を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 最後に、皆様のさらなるご活躍とご健勝を祈念申し上げまして、簡

単ではございますが、お礼のご挨拶とさせていただきます。 

 ２年間、大変ありがとうございました。 
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３３３３    閉閉閉閉    会会会会    

○松家部会長○松家部会長○松家部会長○松家部会長  今、挨拶をいただきましたけれども、２年たちまして、

私もやっとここから逃れられると思ってほっとしております。 

 それでは、これをもちまして、本日の病院部会を終了したいと思い

ます。 

 お疲れさまでした。 

                         以  上   


