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場場場場    所所所所  市立札幌病院 ２階 講堂 
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     足立委員、今委員（部会長）、髙田委員、徳田委員、行方

委員、早坂委員、森田委員 

 

     市 側 

     関病院事業管理者、渡邉経営管理室長、向井副院長、渡辺

副院長、近藤副院長、牧瀬理事、甲谷理事、三澤理事、西

川理事、蓮実経営管理部長、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、野田

施設管理担当課長、佐々木経営企画課長、大谷医事課長、

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  それでは、定刻になりましたので、始めさせていた

だきます。 

 私は、事務局を担当しております経営企画課長の佐々木でございま

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ているとこ

ろでございます。 

 なお、斉田委員、菅原委員、高橋委員、平本委員におかれましては、

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。 

 それでは、以降の進行は、部会長の今委員にお願いいたします。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長     では、早速、始めましょう。 

 札幌市営企業調査審議会の平成27年度第１回病院部会を開催いたし

ます。 

 本日はご多用の中、皆様ご参集いただきまして、本当にありがとう

ございます。 

 まず、開会に当たりまして、関病院事業管理者に一言ご挨拶をお願

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  病院事業管理者の関でございます。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、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、本日の病院部会におきましては、24年度から26年度の経営計

画であります市立札幌病院ステージアッププランの進捗状況と、27年

度予算の概要につきましてご説明させていただきたいと考えておりま

す。 

 委員の皆様におかれましては、ぜひ忌憚のないご意見を頂戴いただ

ければ幸いというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 なお、前回の部会から病院局理事者に異動がありましたので、この

場をおかりしまして紹介させていただきたいと思います。 

 まず、副院長の渡辺でございます。 
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 続きまして、経営管理部長の蓮実でございます。 

 続きまして、施設管理担当課長の野田でございます。 

 続きまして、医事課長の大谷でございます。 

 最後に、経営企画課長の佐々木でございます。 

 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。 

 

２２２２    議議議議    事事事事    

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長     議題に入らせていただきます。 

 本日の議題は２件でございます。それぞれにつきまして、病院局か

ら説明を受けた後に、質疑応答の時間をとらせていただきます。 

 前回、非常に活発なご意見をいただきまして、ありがとうございま

す。今回、皆様にできるだけ均等にご発言いただきたいということも

ございまして、１件の質問について二つくらいのポイントでご質問い

ただければと思いますので、ご協力のほどをよろしくお願いいたしま

す。 

 それではまず、市立札幌病院ステージアッププランの進捗状況につ

いてのご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  経営管理部長の蓮実でございます。 

 まず、ステージアッププランは、管理者の挨拶にもありましたよう

に、市立札幌病院の平成24年度から平成26年度までの中期計画になり

まして、医療の質と患者サービスの向上、経営基盤の強化、計画的な

施設整備を目指し策定したものであります。 

 本年１月の病院部会においてご審議いただきました今の中期計画で

あります新ステージアッププランの土台となる計画であり、新ステー

ジアッププランにおいても、平成26年度半ばまでの状況をステージア

ッププランに掲げる取組の実施結果として掲載しているところでござ

います。 

 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

進捗状況をご説明いたします。 

 左側からプランに掲げた項目・内容と実施予定時期を、右側の取組

状況の欄には、これらに関する３カ年の取組や実施件数を記載してお
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ります。このうち、平成26年度のものにつきましては、下線を引いて

あります。 

 これから、左の各項目・内容につきまして、右の取組状況の欄で説

明してまいります。 

 まず、（１）質の高い医療の提供でございます。 

 ア 地域医療機関等との機能分化・連携推進の（ア）及び（イ）に

ついては、右の取組状況にありますとおり、当院の診療に関する情報

誌を26年度も６月に発刊し、連携医療機関等に配付しております。ま

た、連携医療機関への訪問活動や院内におけるかかりつけ医相談体制

も強化し、実施件数は増加傾向にあります。 

 26年７月からは、紹介患者さんの予約の土曜受け付け、９月からは

原則紹介制を実施しております。 

 26年度の一般病院計算における紹介率は59.2％、逆紹介率は95.6％

でありました。 

 次に、イ 精神科医療の充実については、24年度から精神医療セン

ターを開設し、身体合併症を持った精神科患者さん等に対応し、さら

に25年度から精神科救急・合併症入院料を算定しております。 

 次に、ウ 周産期医療体制の充実については、９階西病棟の一室を

改修し、25年９月からはマザーリング病床としての利用を可能として

おり、26年度は３件の利用がありました。また、新生児内科に臨床心

理士を配置して相談体制の強化を図りました。 

 次に、エ 外来化学療法室の拡充については、24年度に行った増床

によって実施件数を伸ばしております。 

 なお、26年度の診療報酬改定により、加算が算定できる化学療法が

限定されたため、加算の算定額については減少しております。 

 ２ページをお開きください。 

 次に、オ 専門性の高いチーム医療の推進でございます。 

 （ア）栄養サポートチームについては、対象病棟の拡大を26年７月

に行い、現在、６病棟で実施しております。26年度の介入件数につい

ては、390件でございました。 

 （イ）がん患者さんへの緩和ケアについては、26年度の外来緩和ケ
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ア管理料の算定件数が283件でございました。 

 （ウ）薬剤師の業務範囲の拡大については、25年度から全病棟での

業務を開始し、病棟薬剤業務実施加算を算定しております。 

 （エ）周術期における口腔機能の管理については、管理計画の策定

と機能管理、それぞれ件数が増加しております。 

 （オ）糖尿病透析予防指導については、対象診療科の医師１名の退

職等もあり、26年度、件数は減少しております。 

 ３ページをお開きください。 

 カ 医師、看護師の勤務環境改善については、医師の事務の軽減の

ため、医療秘書を増員し、また、看護師の業務の軽減に看護補助員を

増員しております。患者さんの介助等を行う補助員のほか、事務補助

業務を行う看護事務補助員を新たに設け、26年度には病棟の各フロア

に配置しております。 

 次に、（２）経営基盤の強化でございます。 

 まず、ア ジェネリック医薬品への移行でございますが、26年度か

ら切りかえを年１回から年２回のサイクルとし、９月は31品目、３月

は24品目、合わせて55品目の切りかえを実施しております。 

 イ 医療情報部門の強化につきましては、24年度に部門を設置し、

情報の管理活用などの業務を行っております。 

 ウ 専門性の高い病院事務職員の確保・育成については、診療情報

管理士の資格を有する病院独自の正職員を、26年４月新たに２名採用

しております。 

 エ 地域医療機関等との機能分化・連携推進から、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でございます。 

 次に、（３）計画的な施設、設備、高度医療機器の整備についてご

説明いたします。 

 まず、ア 病院施設、設備の改修・更新でございますが、（ア）設

備の更新や建物の修繕については、26年度はヒートポンプユニット設

備等の更新工事を実施しております。 

 また、（イ）近い将来必要となる施設の大規模な改修については、
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26年度に改修基本調査を実施したところであり、複数の改修案につい

て、院内で検討を行っているところであります。 

 イ 災害に強い電気設備等の設置については、平成26年度に受変電

設備が完成したことにより、電力会社からの送電ルートが専用線とし

て地中化となり、災害時のリスクを大幅に低減させるとともに、万一、

電力会社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日程度供給することが可能となりました。 

 また、災害時のバックアップ用として井戸の増設を行いました。 

 ５ページをお開きください。 

 ウ 総合医療情報システムの更新については、電子カルテシステム

や各部門システムを含む総合医療情報システムの切りかえを27年１月

に行っております。 

 エ 高度医療機器の更新・整備では、26年度は超電導磁気共鳴診断

装置、いわゆるＭＲＩの更新などを行いました。 

 次に、（４）患者サービスの向上でございます。 

 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するとともに、ご意見

箱などに寄せられた意見をもとに、ロッカーの設置や採血台の更新を

行っております。 

 イ 患者アメニティーの向上では、27年１月に運営事業者が決定し、

４月より２階の食堂が営業を開始しております。 

 ウ 院内情報の提供では、26年３月に１階ロビーにディスプレーを

設置し、医療や当院に関する情報を提供しております。 

 エ わかりやすい案内表示・掲示では、医療機関における携帯電話

等の使用に関する指針に基づき、26年10月より取り扱いを変更したた

め、院内に携帯電話コーナーの表示を増設しております。 

 ６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

まとめた表でございます。 

 （１）財務内容の改善に係る数値目標ですが、一番上の新入院患者

数については、計画期間において増加傾向にあり、26年度も目標を達
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成することができましたが、次の病床利用率については、目標に満た

ない結果となっております。 

 これは、いわゆるＤＰＣ制度においては、入院期間が長くなるにつ

れ、１日当たりの診療報酬が下がるため、病院として短縮を進めてお

ります平均在院日数がプランの目標値を設定した際の13.7日から26年

度は10.7日までに下がり、一方で、新入院患者数がこの平均在院日数

の短縮を補うまでの伸びに至らなかったためであります。 

 次の経常収支比率から一番下の繰入金対医業収益比率については、

現在、26年度の決算監査を受けている段階でございますが、診療収益

の伸び悩みにより、目標を下回る数値が出ております。 

 ７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

めた表でございます。 

 これまでの説明と重複する指標もありますので、ここでは、目標と

実績の差が大きかった項目について説明いたします。 

 まず、上から３番目の項目、救急患者受け入れ数（３次）につきま

しては、救急救命センター所属の医師が過年度より減少していること

のほか、３次救急の症例の患者さんでもかかりつけの病院に搬送され

る例が増えていることも実績件数減少の要因として考えております。 

 さらに、三つ下の栄養サポートチームの介入件数につきましては、

平均在院日数の短縮により、チームの介入日数も短くなっていること

が目標に達しなかった理由と考えております。 

 資料についての説明は以上でございます。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長 ありがとうございました。 

 では、ただいまご説明があった件について、ご質問、ご意見をよろ

しくお願いいたします。 

○森田委員○森田委員○森田委員○森田委員 市民委員の森田です。よろしくお願いします。 

 昨年、医療事故が減少したということですが、この大きな要因をご

説明いただきたいと思います。これは、単に３年間で良いというわけ

ではありませんで、毎年、いろいろ手だてをしたり、いろいろしなけ

ればならないと思います。 
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 今、がんの関係もご報告いただきましたけれども、ＫＹＴ、危険予

知トレーニングというものがございます。これは、市立病院で具体的

にどのように取り組んでいらっしゃるのでしょうか。 

 その２点をお聞かせいただきたいと思います。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長 よろしくお願いいたします。 

○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  医療事故等の件数そのものが減ってきたという委

員のご指摘ですけれども、内容を見ますと、重たい事例の発生率はそ

れほど変化していませんでした。しかし、軽度の事例の件数が少なく

なったということがありましたので、全体としては少なかったという

報告になっております。 

 ただ、これは今年度に限ったことでありまして、それ以前は、件数

そのものは多く、重たい事例の発生頻度が低かったという時代的な背

景がありました。 

 ですから、今年度は、全体として少なくなったのですけれども、重

たい事例の発生は余り変わらなかったという報告です。 

 もう一つは、危険予知トレーニングというお尋ねです。答えになる

かどうかわかりませんけれども、こういう施設なものですから、例え

ば外来に患者さんがお見えになっている、又は病棟に患者さんが入院

されているときに、こちらの病院にかかられている疾患と全く関係な

い疾患で急変する場合があり得ます。そういう場合に、コードブルー

などとして院内で対応するのですが、これはトレーニングというより

は、実践としてやっています。 

 答えになりましたでしょうか。 

○森田委員○森田委員○森田委員○森田委員  なぜお聞きしたかというと、あと10年たつと、団塊の世

代ですので、私も75歳になります。この世代が日本の人口の多くを占

めてしまうので、転倒や事故防止は基本的な考え方ですけれども、高

齢化社会に向けて、トータル的に、病院として、これからの計画は、

何年スパンになさるかわかりませんが、ぜひ、長期的に考えていただ

きたいのです。元気なうちは自分で健康を守るということが基本です。

それが我々の務めなのですが。 

 もう一点は、パブリックコメントを行ったときに一番多かったのが
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高齢者への対応ということで、夜間休日診療や救急医療体制の整備の

パーセンテージがすごく高かったので、お伺いします。 

 今、コンビニ受診ということが全国的に問題になっています。これ

は、簡単に言えば、平日は混んでいますので、休日や夜間の時間外に

診療を受けるという傾向が全国的にも増えてきて、各自治体はその対

応に結構苦慮しているのですが、市立病院の場合は実態的にどうなっ

ていらっしゃいますか。 

○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  最初に、高齢化に向けてのプランというご指摘が

ありました。これは、前回ご説明申し上げた新ステージアッププラン

は、札幌市の人口の傾向がどうなのかということを背景にして組んで

おります。今、森田委員がおっしゃられたように、2025年、高齢者が

増えていきます。ただ、全体としての人口は減っていきまして、それ

に対する疾患の特異性や頻度が高まるだろうということで、４年単位

のプランを策定しております。 

 もう一点は、夜間救急のコンビニ受診や市立札幌病院としての時間

外外来の実態はどうかというご質問だったと思います。 

 まず、私どもの救命救急センターは、札幌市内で発生した３次医療

を引き受けています。ですから、コンビニ受診はあり得なくて、本当

の重症患者が救急消防隊を通じて搬送されることになりますので、コ

ンビニ受診は、うちの救命救急センターに限ってはありません。 

 それから、夜間の時間外外来に来る患者さんは、うちの病院を再診

している方が多いので、コンビニ受診をされる方はたまにいらっしゃ

るけれども、頻度的にはほかの病院に比べて少ないのではないかと思

います。いわゆるウオークインの初診の患者さんは私どものところで

は受け入れておりません。 

 また、私どもの病院は、身体疾患を抱えている精神疾患の患者さん

をスーパー救急ということで診させてもらっているのですけれども、

これもドクター・ツー・ドクターで診察してくれという依頼が多いも

のですから、コンビニ受診にはならないだろうと考えております。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長  地域包括ケアシステムということで、札幌市とともに札

幌市医師会も一生懸命やらせていただいていまして、多死社会が来ま
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すので、自分らしい生き方を住みなれた土地で最後までというスロー

ガンで、今、市長さんとともに計画の策定に邁進している最中でござ

います。 

 また、救急医療システムでコンビニ受診ということですが、大通19

丁目に夜間急病センターがございます。そこの救急を見ていますと、

コンビニ受診の傾向が多くございまして、医師の疲弊を招いており、

かつ救急車の適正利用ということを考えましても、市民の皆様への啓

蒙もできるだけ行っていった方が良いかなと考えております。 

 ほかにご質問はございますでしょうか。 

○足立委員○足立委員○足立委員○足立委員 市民委員の足立です。 

 資料の７ページの数値目標のところで１点お伺いします。 

 ２番目の項目の政策医療の提供の中で、救急患者受け入れ数（３次）

というところで、先ほどご説明がありましたが、かかりつけの病院に

搬送する例の増加とあります。これは、どういうことなのかというこ

とをお伺いしたいと思います。 

 この目標と実績数字を見ておりますと、目標の立て方自体が数字的

におかしいのではないかと思うのです。その辺のところは、私が今申

し上げましたかかりつけの病院に搬送する例の増加という点が大きく

かかわっているのかなという気がしております。その次にある救命救

急センターの医師数の減少というのは、受け入れ数で減少する要因で

あることはよく理解できるのですが、今申し上げましたかかりつけの

病院云々のところのご説明と目標数の設定ですね。これが、実質上、

下がっているにもかかわらず、目標だけをどんどん上げているという

ことについての状況をご説明いただきたいと思います。 

○牧瀬理事○牧瀬理事○牧瀬理事○牧瀬理事 救命救急センターを担当している牧瀬と申します。 

 まず、かかりつけという言葉の意味ですが、我々は３次救急の患者

さんを受け入れておりまして、３次救急の医療機関に運ぶというのは、

現場に着いた救急隊の隊員の方が判断して３次救急対応をいたします。

例えば、心肺停止であれば、３次救急というふうに札幌市の規定で決

まっていますので、そういう原則で搬送先を決めますが、家族の意向

も大きく考慮に入れます。 
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 例えば、３次病院ではない２次病院にがんでかかっていて、そこで

最期を看取っていただきたいというご家族の希望があれば、３次救急

対応と救急隊が判断しても、かかりつけの病院に運ぶという、家族の

希望を優先して運ぶことは十分あり得ます。最近は、終末期に心肺蘇

生とか高度な治療を望まない方も徐々に増えてきていますので、そう

いう例が増えている印象があります。 

 もう一つは目標値の設定ですが、３年前に目標を設定し、その後専

従の常勤医が３名ほど減少したのですが、その時は、スタッフが一気

に減るということは全く予測していませんで、普段どおりの活動を続

けていって、いろいろ努力すれば達成できると見込んで数値を設定し

たのですが、急激にスタッフが減ってなかなか補充がきかないという

ことで、現在、スタッフ12名で、私を入れなければ11名です。それで

日勤・夜勤の２交代勤務体制は非常に厳しい体制で組んでいまして、

かろうじて救命センターを存続させているという大変際どい状況が続

いていまして、それが数値の低下に結びついたものと考えています。 

○足立委員○足立委員○足立委員○足立委員  説明はよく理解できましたが、医師数の減少ということ

で、実際に救急患者の受け入れに関して、例えば医師数が足りないの

で断るという現象はあるのでしょうか。 

○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  例えば、ある救急搬送された患者さんに対応して、

さらにもう一例と言われた場合に、マンパワーが足りないのでとお断

りすることは十分あり得ます。札幌市内には３次救急を担当している

のは私どもの病院だけではありませんので、そういう場合はほかの病

院に搬送していただくというシステムになっております。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長  札幌市の実情として、世帯数は徐々に下がっているので

すが、高齢者数が増加して、独居の高齢者数がかなり増加していると

いう統計がございます。現状の救急隊の判断ということですが、救急

隊は緊急度と重症度だけで判断しています。結果、二十歳の若者であ

ろうが、80代、90代のご高齢者であろうが、重症度と緊急度で判断し

ています。その救急隊の判断は、法律が変わらない限り年齢は関係な

いというのが現状でございますので、搬送数はこれからも増えるので

はないかと予想されます。 
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 実は、私も東京の救命救急センターで勤務していたのですが、労働

基準法の過労死の基準がございまして、週20時間以上の超過勤務と月

80時間という過労死の基準がございますけれども、これがクリアされ

たことは全くなくて、勤務医の先生たちはみんなそれ以上に頑張って、

ぎりぎりの線でやっているという現実もございますので、ご理解のほ

どをよろしくお願いいたします。 

 そのほか、何かございますでしょうか。 

○徳田委員○徳田委員○徳田委員○徳田委員  細かい点を教えていただきたいと思います。ジェネリッ

クの品目はお聞きしたのですが、全体の使用の割合はどのくらいにな

っているのかということが１点です。 

 それから、患者満足度調査の中で、外来の待ち時間の平均が病院に

入ってから支払いまで130分ということですが、これは満足度に影響し

ているかどうかということです。 

 また、これに書かれていなかったのですけれども、在宅復帰率がど

のくらいかという３点について教えていただけますか。 

○薬剤部長○薬剤部長○薬剤部長○薬剤部長 薬剤部の後藤と申します。 

 ジェネリックの当院の使用状況ですが、現在、ジェネリックの使用

状況を評価するときに、数量ベースと言いまして、金額ではなくて、

100使われた錠数や使用量に関してどの程度ジェネリックを使っている

かということですが、現時点で一番近い数字としては私が持っている

のは６月現在ですけれども、その段階では約60％で、現在目標とされ

ているところまでは到達し始めております。昨年度の状況を全部平均

しますとそこまで行っていないのですけれども、徐々にそこに近づけ

ている状況でございます。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  外来待ち時間の状況が患者満足度に影響しているか

ということですが、大変恐縮ですが、市立札幌病院では、去年の９月

から原則紹介制を実施しておりまして、この待ち時間調査はその前の

６月の調査です。今年度の待ち時間調査と患者満足度調査の結果を重

ね合わせると出てくると思います。ですから、この段階では分析して

いませんので、お許しいただきたいと思います。 

○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  もう一点の在宅復帰率ですけれども、九十数パー
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セントですから、指定されているパーセントは明らかに超えている状

況です。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長 よろしいですか。 

 髙田委員、どうぞ。 

○髙田委員○髙田委員○髙田委員○髙田委員 市民委員の髙田です。よろしくお願いします。 

 ステージアッププランの経営数値についてお伺いしたいと思います。 

 ６ページに病床利用率が出ております。これは入院患者にも影響が

あるのですが、24年度から26年度の計画の３年間で逓減、今年は67.9％

と非常に減っています。先ほどご説明があって、平均在院日数が減っ

たからだということでしたけれども、この３年間の計画で病床利用率

がこれだけ減っている中で、実際に３年間の企業運営への影響を財政

面からどのように考えたらいいのかということが１点です。 

 それから、１ページの紹介率が59.2％ということです。これは、よ

そから紹介されてくる方のことを言っているのだと思います。余り増

えていないのですけれども、逆紹介率が95.6％と非常に高い率になっ

ております。このことが新入院患者の増加しない原因になっているの

ではないかと思うのですが、そこら辺がよくわかりませんので、関係

ないなら関係ないでいいのですけれども、どのように理解すればいい

か、教えていただきたいと思います。 

 もう一点は、ダ・ヴィンチを導入されたのですが、以前のお話です

と、保険の関係もあって、利用件数はそれほど高くないということで

したが、現況はどのくらい利用されているのかを教えていただければ

と思います。 

 以上の３点を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  ダ・ヴィンチは専門なので、私からお答えします。 

 ダ・ヴィンチを入れて実際に稼働を始めて１年ちょっと経ちました

が、患者の数から言うと40件から50件くらいで、導入した当初は手術

時間も長目にかかったものですから、できる手術の件数も、長く時間

がかかるものですから、１日に１件という感じで制約があったのです

が、徐々に短くできるようになりまして、ほぼ連日行っても大丈夫な

状況になってきましたので、今後はさらに増えていくのではないかと
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見込んでおります。 

 それから、紹介率と逆紹介率についてのご質問があったと思います。 

 紹介率に関しては、地域医療支援病院の取得の際に、これを維持し

なければだめですよというレベルがあるのですが、紹介率に関しては

50％、逆紹介率に関しては70％という縛りがあります。私どもの病院

に関しましては、これを超えている状況です。 

 もう一点、26年度に逆紹介率が増えた理由ですが、今まで長く勤め

ていたドクターが定年を迎えて退職されて、新しい病院に勤められる

というときに、今まで自分がこちらの病院で診ていた患者さんを逆紹

介したということがあげられます。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  病床利用率が低くなってきているということで、財

政的な影響はもちろんございます。ただ、平均在院日数を減らすのは、

入院患者の単価を維持あるいは上げるためには必要なことです。新入

院患者さんにたくさん入っていただいて、その回転率が良くて病床利

用率が上がるということを目指しています。長期に入院される方がい

ても病床利用率は上がっていくので、そこを防ぎながら、いかにして

上げるかということが財政面ではとても大事なことです。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長 いかがでしょうか。 

○髙田委員○髙田委員○髙田委員○髙田委員  経営ということを考えると、医療はもちろん経営ばかり

考えてはなかなかできないと思うのですが、一方で、市民の感覚から

すると、経営は大きな問題だと思います。そこに最終的に税が投入さ

れることになってくるわけですから、在院日数を縮めて点数を高くす

る、高度医療ももちろん必要だと思いますけれども、67.9％の病床利

用率といえば、どこと比較すればいいのかわかりませんが、決して高

くないのかなというイメージです。 

 私は、この委員にしていただいて３年目ですけれども、病床利用率

は毎年減っていっているのです。確かに、制度が変わって、紹介の関

係やいろいろなことが出てきて、在院日数を縮めなければ医療点数が

上がらないといういろいろな問題があると思うのですけれども、もう

少しいい方法がないのかなと考えました。 

 私は素人なものですから、少しでも税を投入することを少なくして
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いただければと思って質問させていただきました。 

 大体わかりました。ありがとうございました。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長  国の政策誘導で大きく変わってくるものですから、なか

なかボトムアップでできるものではないです。稼働率その他は狙って

出せるものではないので、非常に難しいところだろうと思いますが、

委員のおっしゃることも非常によくわかりますので、ご検討をよろし

くお願いいたします。 

 そのほか、何かございますか。 

○森田委員○森田委員○森田委員○森田委員 市民との交流、患者さんとの交流の関係です。 

 院長、５月12日は何の日かご存じですか。 

 ナイチンゲールの誕生日でして、平成２年に厚生労働省が看護の日

に指定したのです。そして、全国の自治体病院で、５月12日に看護の

日として、市民の皆さんに、これからの高齢化についての看護という

ことで、看護師の皆さんはナイチンゲールのことをよくご存じだと思

いますけれども、そういう交流の日にしたのです。予算の関係は後か

らありますが、そういうものではなくて、市民の皆さんと交流する、

看護の啓蒙ということで、やれとは言いませんけれども、５月12日に

は全国的にやっている自治体もありますし、先ほど申しましたけれど

も、これから高齢化会社に向かって、そういう部分もこれからの計画

の中でご検討いただきたいのです。これは、一つの要望でありますの

で、考えておいていただければということです。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長 ご要望ですが、いかがですか。 

○近藤副院長○近藤副院長○近藤副院長○近藤副院長  今、ご要望をいただきました。実際には、私どもの病

院は具体的に企画していませんが、看護協会として看護の日に毎年い

ろいろな催しをして、市民の方々との交流を深めており、そこに当院

の看護師たちも参画するということはしております。今のところ、個

別にはしておりませんが、そういう状況です。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長 ご要望ということでございました。 

 そのほかにございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長  ないようでございますので、二つ目の議題の平成27年度
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予算の概要についてに移らせていただきます。 

 本件に関するご説明をよろしくお願いします。 

○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、お手元の資料３に基づきまして、27年度

の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 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ございます。 

 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、職員の給与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。 

 27年度予算につきましては、総収益に237億5,000万円、総費用に237

億2,000万円を計上し、差し引き3,000万円の黒字としております。 

 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いた

します。 

 次に、その下の資本的収支でございます。 

 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。 

 27年度につきましては、支出が35億8,000万円であり、この財源とな

る企業債や繰入金などの収入を25億3,000万円計上した結果、収支差し

引きでは10億5,000万円の不足としています。 

 続きまして、その下の資金状況でございます。 

 吹き出しにありますように、収益的収支の黒字3,000万円から資本的

収支の不足額10億5,000万円をマイナスし、それに収益的収入支出のう

ち減価償却費など現金の動きを伴わないものである当年度損益勘留保

資金等３億2,000万円を補塡した結果、７億円の資金の不足が見込まれ

ますが、前年度までの資金残と合わせまして、27年度末では29億円の

資金残となる見込みでございます。 

 続きまして、２ 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。 
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 まず、囲みにある予定年間延べ患者数をごらんください。 

 入院患者数でございますが、年間では延べ20万8,651人、１日平均で

は570人を見込んでおります。 

 次に、外来患者数でございますが、年間では延べ40万7,172人、１日

平均では1,672人を見込んでおります。 

 次に、その下の（１）収益的収支の総収益の棒グラフをごらんくだ

さい。 

 総収益237億5,000万円の内訳としましては、診療収益が入院、外来

を合わせて200億円、一般会計繰入金が19億1,000万円、その他の収益、

長期前受金戻入や特別室料、文書料などですが、それが18億4,000万円

となっており、収益全体では前年度対比で４億9,000万円の増収の見込

みでございます。 

 これは、右側の囲みの部分でございますが、まず、診療収益につき

ましては、在院日数の短縮による患者単価の増などから、前年度対比

で３億1,000万円の増収を見込んでいるものでございます。 

 また、一般会計繰入金につきましては、基礎年金拠出金公的負担に

要する経費の増による一般会計繰入金の増などにより、１億4,000万円

の増収を見込んでおります。 

 続きまして、総費用の棒グラフでございます。 

 総費用237億2,000万円の内訳としましては、職員の給与費が114億円、

薬品や医療材料などの材料費が60億9,000万円、委託料や修繕費などの

経費が40億2,000万円、減価償却費等が13億8,000万円、その他の費用

が８億3,000万円となってございまして、前年度対比で45億2,000万円

の減となっています。 

 まず、給与費につきましては、看護師、薬剤師等の増員などから、

前年度対比で４億9,000万円の増加となっており、材料費は、高額な医

療材料や薬品の使用の増加等により、３億2,000万円の増となっており

ます。 

 また、減価償却費等につきましても、総合医療情報システムの減価

償却開始による増などにより、前年度対比で２億2,000万円の増となっ

ております。 
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 その他の費用につきましては、会計制度が改正で引当金の計上が義

務化され、平成26年度に限って25年度以前に計上すべき退職給付引当

金などを特別損失として計上しており、それがなくなったことにより、

前年度対比で55億8,000万円の減となっております。 

 続きまして、２ページをごらんください。 

 （２）資本的収支をごらんください。 

 収入25億3,000万円の内訳としましては、建設改良費を賄う企業債の

発行による収入を７億4,000万円、一般会計からの出資金を２億円、企

業債償還金の一般会計の負担金を15億9,000万円計上しております。 

 支出35億8,000万円の内訳としましては、施設や設備の建設、改修や

医療機械の購入など、建設改良費を８億7,000万円、一般会計からの長

期借入金に対する償還金である他会計借入償還金を３億4,000万円、企

業債償還金を23億7,000万円計上しております。 

 この結果、収支差し引きでは10億5,000万円の不足としています。 

 次に、３、予算に計上する主な事業をご説明いたします。 

 まず、①の平成27年４月に策定しました新ステージアッププランに

関係する事業として、総額７億1,700万円を計上しております。 

 内訳は、最初の・の下の受診予約の委託職員の増、次の・の下の臨

床工学技士の増員、さらに次の次の・の下にあります手術室看護師の

配置増、さらに次の・の下のリハビリテーション科職員の増のほか、

一番下の・の医療機器の計画的な購入等であります。 

 続きまして、②施設の保全更新・改修でございますが、事業費とし

て２億4,700万円を計上してございます。 

 内訳は、上の・の下の病院内の冷暖房施設でございますヒートポン

プユニット設備更新工事や、次の・の下の狭隘化対策のための工事等

でございます。 

 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して、次の４ページには、業務量と

しまして、先ほどご説明した予定患者数、病床数の増減を記載してお

ります。 

 最後の５ページには、説明が重なる部分もございますが、主要事業
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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。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長 それでは、ただいまご説明があった件に関して、ご意見、

ご質問をお願いします。 

○森田委員○森田委員○森田委員○森田委員  市立病院は、クレジットカードの支払い決済をなさって

いますか。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  はい。 

○森田委員○森田委員○森田委員○森田委員  クレジットカードというのは、メリットとデメリットの

両方あるのですけれども、そのご説明をお願いします。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  病院としてのメリットという意味では、患者さんに

対するサービスの向上という意味ではメリットがございます。そのか

わり、未収金がちょっと発生してしまうということがあります。です

から、言葉遣いが適当かどうかわかりませんが、それが手間というこ

とになります。 

 デメリットのもう一つは、ご存じのとおり、クレジットカードは手

数料がございまして、会社によって違いますけれども、ならすと0.6％

前後になります。 

○森田委員○森田委員○森田委員○森田委員 デメリットばかり考えてもいけないと思いますが、結局、

判断を迷いますね。メリットは、現金管理のリスクが減少されるとい

うことと、利用者の利便性も向上します。また、病院との協議なしに

分割が可能ですね。今までですと、お金を払えないと分割の相談をし

なければいけないということがあります。デメリットは、現金の入金

がずれます。 

これからは、そういうところも気をつけていただいて、きちんと管

理をしていただきたいと思います。もちろん信用していますが、そう

いうところもよくご配慮いただきたいと思います。 

もう一つは、昨年、国の病院会計制度が変わりまして、今、退職金

の引当の話が出ていました。金額はわかりましたけれども、この影響

についてです。 

それから、期末残高、民間の会社で言えば運転資金ですが、公立病

院では年度末に資金残高と言うのですけれども、これはこれからの話
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ですが、そういうことも考慮しながら。また、企業債の関係ですね。 

それから、ぜひお願いしたいのは、できる限り施設の延命を考えて

いただきたいのです。私は水道部会にもおりますけれども、施設はで

きる限り延命していかないと、かなりの負担になってきます。これは、

髙田委員がおっしゃったように、全て市民の税金ですから、本当は病

床利用率が上がればそれだけ収入が入るのですが、そういうところも

ひっくるめてやって、まだ先がありますけれども、ぜひお願いしたい

と思います。 

 よろしくお願いします。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長 ご要望ということでございます。ご回答はありますか。 

○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  施設の延命ということで、今、うちの施設はここ

に移って20年ちょっとたちまして、外観上はまだまだという感じです

が、配管部分がかなりやられてきております。こういう病院なもので

すから、24時間365日止めることができませんので、今、そういうつけ

が来ているのだろうと認識しています。 

もちろん、物を大切に扱わなければいけないというのはご指摘のと

おりで、職員一同、これからも頑張って維持していきたいと思ってお

りますけれども、同じ業務をこなす上で、20年前の患者さんに対する

対応の仕方や医療機器を考えますと、20年の間にいろいろな進歩があ

りまして、ある程度のスペースがないと維持できない機械やベッドも

あります。延命はもちろん考えるのですが、延命しながら時代の変化

にしっかり対応していこうと考えております。 

○森田委員○森田委員○森田委員○森田委員 ぜひ、バランスよくお願いします。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長 そのほかにございますか。 

○髙田委員○髙田委員○髙田委員○髙田委員  質問ではないですが、教えていただきたいことがありま

す。 

最近、韓国ではＭＥＲＳが大変はやって、それからエボラ出血熱な

どの感染症が結構入ってきていますし、海外からの旅行者が千歳空港

にも相当入っております。 

そこで、前にもお聞きしたと思うのですけれども、感染症の病床は、

北海道内では市立札幌病院に８床あるだけだと聞きました。もしそれ
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しかないとすると、感染症が増えたらあっという間に８人になってし

まうと思うのです。そういった場合の今後の対策というか、ほかの大

学病院などに感染症の病棟を増やすとか、そういうお話はあるのでし

ょうか、あるいは、今は市立札幌病院だけで対応しろと言われている

のでしょうか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○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  これは、北海道の依頼で、うちの病院の敷地の中

に感染症病棟をつくったものです。今、委員がご指摘のように、ＭＥ

ＲＳやエボラがトレンドになっております。エボラは一種感染、ＭＥ

ＲＳは二種感染と言いまして、感染症の種類が少し違います。 

一種の感染症に関しては、道内では私どもの施設しか対応できませ

んので、どこで発生しても必ず私どもの施設に運ばれてきます。とこ

ろが、二種の感染症に関しましては、道内の自治体病院の中に同じよ

うな感染症病棟を持っているところがありますので、そちらのほうに

搬送されることもあろうかと思います。 

 ただ、委員が誤解されていたように、感染症が発生したら全部市立

札幌病院だというふうに認識されているかもしれませんので、そうい

った対応をされることがあるかもしれません。 

 現実問題として、私どもの職員の中で一種の感染症が発生したとき

に対応できるように、40人近くのチームを組んでいまして、兼務であ

りますけど、そういった対応をとらせてもらっています。 

 また、本当にエボラだと疑わしいとなりますと、その患者さんは、

道内ではなくて、関東のほうに自衛隊の輸送機か何かで運ばれていく

のではないかと考えられます。というのは、東京でなければ治療その

ものができないということがありまして、こちらは診断が確定するま

で、ほかに感染を広めないという対策をとるという認識でおります。 

○髙田委員○髙田委員○髙田委員○髙田委員  大変勉強になりました。本当に知らなかったものですか

ら、ありがとうございます。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長  時間が押しておりますが、どなたかご質問、ご意見等は

ございますか。 

○早坂委員○早坂委員○早坂委員○早坂委員 質問ではないのですが、一つ教えてください。 

 ステージアッププランの中で、地域の医療機関等の機能分化・連携
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の推進というものが、やはりこれからも非常に重要になってくるので

はないかと思うのです。もちろん、３次救急をやられております市立

病院においては、全市から患者さんが来るわけですけれども、日常的

に手術依頼、あるいは検査依頼は今後増えてくるでしょう。紹介患者

が増えてくるということは、連携機関とのより密な連携が必要になる

と思います。 

 実際には、前年度もいろいろな訪問活動その他をやられていると思

います。札幌市内には10区ありますけれども、市立病院に紹介で来ら

れる患者さんのエリア別の、例えば西区、北区が多いとか、そういっ

たものは何か出されているのでしょうか。 

○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長○経営管理部長  今、市内でいいますと、市内の病院は200カ所くらい

あるうちの70％と連携させていただいております。また、診療所では

1,200くらいありまして、40％くらいということで、市内に限らず全体

では、平成26年度末で758機関と連携させていただいております。 

 やはり、委員がおっしゃったとおり、地域的なものがあります。今、

統計的な数字は手元にないですが、中央区、北区、西区が多いという

データが出ております。 

○早坂委員○早坂委員○早坂委員○早坂委員 わかりました。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長 そのほかにございますか。 

 行方委員、どうぞ。 

○行方委員○行方委員○行方委員○行方委員  私も教えていただきたいのですが、最近、国は病床数を

減らす方向に持っていくやに聞いております。これは、私は詳しいこ

とはよくわかりませんが、市立札幌病院でも、今後、国の方針に従っ

てそういう対応をしていかなければいけないと思います。 

 ただ、先ほど森田委員がおっしゃったように、これから高齢化社会

で高齢者がどんどん増えて入院患者も増えるのではないかというとこ

ろで、なぜ減らしていくのかという思いがあります。これは一般市民

の感覚ですけれども、その辺の事情を教えていただければと思います。 

○○○○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  どちらかというと今先生の専門だと思いますけれ

ども、国の政策として、病床を全体で削減するのだということが、こ

の間、マスコミ等で報告されましたので、そういう考えを持っておら
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れると思います。 

 そういうことを考えますと、将来は非常に不安だと思われる患者さ

んが多いのではないかと思うのです。病床を削減するということを、

うまく周りに説明しながら話をしていかなければいけないのに、ベッ

ドだけ削減するのだとぽんと出たものですから、いろいろな誤解が生

まれたのだと思います。 

 一つは、病気を治療した患者さんが在宅に戻るのだということを国

として積極的に進めたいということを考えていまして、そのためには

不要なベッドは削減して良いのではないかという意向です。 

 ただ、そうは言うものの、例えば、札幌市内であればお家に帰って

もどなたか一緒に住まわれているということがあるかもしれませんが、

もっと地方に行きますと、お家に帰ると自分ひとりだという人が結構

いらっしゃいます。そういった場合に、その人はどうするのだという

話が出てきます。恐らく、個別の問題がいろいろ出てくると思います

ので、今、ベッド削減と報道されましたけれども、現実問題として、

どこまで進められるのかということは、今後の病院や社会全体の取組

にかかっているのではないかと私は思っています。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長  これは、税と社会保障の一体改革から始まっておりまし

て、医療費を抑制していこうという流れに立脚した問題でございます。 

 今、国は、地域医療構想という中で病床数を削減していこうとして

います。これは、関院長がおっしゃったように、否応なしにやられる

と思うので、そうなってきますと、そこからあふれ出た方たちが必ず

在宅に回っていくと思います。そこをどう受けとめていくかというの

が地域包括ケアです。今、札幌市と私どもで一生懸命やっております。 

 ですから、病院でお亡くなりになる方は幸せな時代が来るかもしれ

ません。これから10年後はどうなっているか。本当にわからない時代

が来るのではないかと考えております。我々医師会は、そこに備えて、

手を取り合ってやっていこうと思っておりますので、市立病院様もよ

ろしくお願いいたします。 

○森田委員○森田委員○森田委員○森田委員  介護保険制度の問題とのリンクも出てきますね。８月に

制度が変わりまして、今までの６段階が９段階になりますし、それこ
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そ予防給付の関係も平成29年から制度が変わってきます。これからは、

介護保険もあわせて見ていかなければいけないと思います。行方委員

が言うように、我々も高齢者になりますし、もうなっていますが。こ

れから介護保険制度がだんだん厳しくなってきますので、病院の病床

は増やすのが本当はいいのだけれども、札幌市の人口はまだ減らない

けれども、あとちょっとしたら減ってきますので、横断的にそれぞれ

のセクションと札幌市の政策も一緒に考えていかないと、単に市立病

院だけとか保健福祉局だけの問題ではなくなってくると思います。 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長 正論でございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長  それでは、審議を終了させていただきまして、事務局に

マイクをお返しいたします。 

○経営企画課長○経営企画課長○経営企画課長○経営企画課長  ありがとうございました。 

 事務局から連絡でございますけれども、次回の病院部会につきまし

ては、27年度の取組状況などについてご審議いただきたいと思ってお

ります。 

 時期は12月または１月ごろを考えております。 

 開催のご案内につきましては、改めてご連絡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。 

３３３３    閉閉閉閉    会会会会    

○今部会長○今部会長○今部会長○今部会長     それでは、これで終了させていただきます。 

 長時間にわたり、ありがとうございました。 

                         以  上   


