
 

 

 

札幌市営企業調査審議会（平成27年度第２回病院部会） 

 

 

 

 

日 時  平成28年２月５日（金）午後６時30分～７時38分 

 

場 所  市立札幌病院 ２階 講堂 

 

出席者  委 員 １１名 

     足立委員、今委員（部会長）、斉田委員、菅原委員、髙田

委員、高橋委員、徳田委員、行方委員、早坂委員、平本委

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、川本薬剤課長、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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１ 開 会 

○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。 

 本日の資料につきましては、事前に委員の方に郵送させていただい

ているところでございます。 

 それでは、以降の進行は部会長の今委員にお願いしたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○今部会長 ただいまから、札幌市営企業調査審議会平成27年度第２

回病院部会を開催させていただきます。 

 本日は、大変お忙しい中、また、雪まつり初日にもかかわらず、ご

参加いただきまして、まことにありがとうございます。 

 ご案内にありましたように、本日の部会はおおむね１時間程度と考

えております。 

 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 病院事業管理者の関でございます。 

 本日は、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。 

 本日の病院部会におきましては、昨年の第３回定例市議会において

認定されました平成26年度決算と平成27年度の私たちの取り組みにつ

きまして、数点、ご説明させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、さまざまな観点からご意見をいただ

ければ大変幸いです。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

○今部会長 それでは、早速、本日の議題に入らせていただきます。 

 お手元の資料の議題５件でございます。非常に全体的なものや個別

の事案とさまざまでございますが、一括して病院局から説明を受け、

その後に質疑応答の時間をとりたいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○今部会長 ありがとうございます。 

 それでは、そのように進めます。 
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 議題（１）から議題（５）について、ご説明をお願いいたします。 

○経営管理部長 経営管理部長の蓮実と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。着席にて説明いたします。 

 それでは、お手元の資料２により、平成26年度決算についてご説明

させていただきます。 

 初めに、１ページ目の平成26年度決算の概要でございますが、収益

的収支は、会計制度の見直しもあり、61億4,000万円の純損失となって

おります。また、資金収支では、26年度単年度では31億6,000万円の不

足となり、過年度分と合わせました26年度末では25億6,000万円の残額

となっております。 

 次の財政状況の（１）収益的収支をごらんください。 

 上段は、損益計算書をグラフ化したものです。 

 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の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。 

 まず、総収益でございますが、入院収益と外来収益を合わせました

診療収益が180億6,000万円、一般会計繰入金が20億円、特別室料や文

書料などのその他収益が15億7,000万円で、合計で216億3,000万円とな

っております。 

 総費用は、人件費が107億2,000万円、薬品や医療材料などの材料費

が59億7,000万円、委託料や修繕費などの経費が35億7,000万円、減価

償却費等が11億3,000万円、企業債利息などのその他の費用が８億4,000

万円となり、退職給付引当金などの会計制度見直しに伴い計上いたし

ました特別損失55億4,000万円を合わせますと、合計で277億7,000万円

となっております。 

 その結果、差し引きで61億4,000万円の純損失となっております。 

 前年度との比較の主な理由をその下に記載しております。 

 総収益を左側に、総費用を右側に記載しています。 

 左側の総収益ですが、前年度より４億8,000万円の増加となっており、

その内訳は、延患者数の減少等により、診療収益が５億8,000万円の減、

救急及び精神部門等に対する一般会計繰入金が9,000万円の増、会計制
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度見直しに伴い新設されました長期前受金戻入などにより、その他収

益が５億2,000万円、特別利益が４億5,000万円、それぞれ増加となっ

ております。 

 右側の総費用ですが、前年度より65億5,000万円の増加となっており、

その主な内訳は、人件費が時間外手当の増加等により４億1,000万円の

増、材料費が薬品や医療材料の増加などにより４億1,000万円の増、経

費が委託料の増加などにより２億8,000万円の増、総合医療情報システ

ム更新に伴う除却資産の増加などにより、減価償却費等が3,000万円の

増、支払い利息の減少などにより、その他費用が5,000万円の減、会計

制度見直しに伴う退職給付引当金などの計上により、特別損失が54億

7,000万円の増などとなっております。 

 この結果、二重線で囲っておりますけれども、平成26年度は、経常

損失は前年度より10億5,000万円の悪化、純損失は前年度比60億7,000

万円の悪化の61億4,000万円となっております。 

 次のページには、過去からの純損益の累計である累積欠損金を表示

しております。 

 なお、平成26年度は、累積欠損金のグラフの吹き出しにありますよ

うに、会計制度の変更によりまして、約123億円のプラスの調整を行っ

ております。これは、今申しました会計制度変更に伴いまして、補助

金等により取得した固定資産の償却制度などが変更となりまして、既

に取得し、かつ26年度も現存している資産に対応する金額の振りかえ

を実施したものです。この結果、当年度末の累積欠損金は、前年度の

170億2,000万円から61億3,000万円減少して、108億9,000万円となって

おります。 

 次に、下段の（２）資本的収支をごらんください。 

 資本的収支とは、建物や医療器械など固定資産を購入するための支

出やその財源となる企業債などの収入、それから、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。 

 収入でございますが、建設改良費の財源として借り入れしました企

業債が16億円、建設改良費のうち、企業債の対象外事業などに充当す
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る一般会計出資金が２億1,000万円、企業債の元金償還の一部に充当す

るための一般会計負担金が13億円となり、合計で31億1,000万円となっ

ております。 

 一方、支出は、医療機械等の購入や病院整備を行います建設改良費

が32億2,000万円、一般会計からの借入金の返済であります他会計借入

償還金が３億4,000万円、企業債元金償還金が22億6,000万円で、合計

58億2,000万円となっております。 

 収入支出差し引きでは、27億1,000万円の不足額が生じることとなり

ます。 

 建設改良費の内訳でございますが、病院整備といたしまして、受変

電設備増設工事などを14億円で実施しております。また、医療機械購

入等といたしまして、総合医療情報システム更新やＭＲＩ（超電導磁

気共鳴診断装置）の更新などを18億2,000万円で行いました。 

 続きまして、次のページの（３）資金状況でございます。 

 26年度は、先ほど申し上げましたとおり、収益的収支で61億4,000

万円の赤字、資本的収支については、税抜きでは24億9,000万円の不足

となることから、86億3,000万円の収支不足となりますが、減価償却費

など現金を伴わない収益と支出を加味した54億7,000万円を損益勘定留

保資金等として収支不足額に補塡いたしますと、当年度分資金不足額

としては31億6,000万円となり、また、前年度までの資金残と合わせま

して、26年度末では25億6,000万円の資金残となっております。 

 次のページの業務量をごらんください。 

 平成26年度の業務量を前年度と比較してご説明いたします。 

 縦に入院、外来、横に26年度、25年度、比較と並べています。 

 まず、上段の入院患者数でございますが、中ほどの計の欄、年間で

は延べ19万1,810人となり、前年度との比較では、一番右から三つ目と

なりますけれども、8.1％の減となります。これは、新入院患者数が増

えたのですが、微増にとどまった一方で、従前より取り組んでまいり

ました平均在院日数の短縮が進み、前年度の12.6日に比べ1.3日短い

11.3日となったためです。 

 また、下段の外来患者数につきましては、一番下の計ですけれども、



 - 5 - 

１日平均は1,663人、年間では40万5,721人となっており、前年度との

比較では、一番右から三つ目となりますけれども、５％の減となって

おります。これは、逆紹介の増加に伴いまして、再来患者数が減少し

たためでございます。 

 資料といたしまして、次ページに決算総括表を添付しております。 

 決算の概要についての説明は以上でございます。 

 続きまして、お手元の資料３によりまして、このたび実施いたしま

した病床再編及び病床数の変更についてご説明させていただきます。 

 まず、１の病床再編の目的ですが、（１）当院の病床機能の充実と

機能分化、（２）入院患者さんの積極的な受け入れ体制の整備、（３）

療養環境の向上、主にこの３点でございます。 

 次に、２の病床変更の具体的な内容ですが、（１）術後の患者さん

に手厚い医療を提供する重症患者用病床の設置ということで、この病

床につきましては、ハイケアユニット入院医療管理料の算定をしてお

ります。（２）救急患者さんや予定外の入院患者さんの受け入れをよ

り円滑に行うため、これを専門とする臨時入院病床の設置、（３）内

視鏡によるポリープ切除など短期の入院患者さんを専門に受け入れす

る短期入院病床の設置、(４)がんによるさまざまな痛みを緩和するた

めに専門知識を持ったスタッフが対応する緩和ケア病床の増床を行い

ました。 

 なお、（１）から（４）につきましては、既存の病床を転用して設

置したものであります。 

 また、療養環境の改善を図るため、（５）ですが、６床室を全て４

床室に変更いたしました。 

 次に、３、これらに伴う病床数の変更ですが、一般病床を752床から

701床へ51床減少いたしました。患者さんの移動は11月末に行いました

が、特にトラブルもなく、現在のところ、各病床とも順調に稼働して

いると認識しております。 

 病床再編等にかかわる説明は以上でございます。 

 それでは、資料４によりまして、平成27年度外来待ち時間調査の結

果についてご報告させていただきます。 
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 まず、１、調査対象期間、調査方法等ですが、昨年の９月７日から

25日までの平日12日間について、電子カルテや再来機等からの抽出に

より実施いたしました。対象となった患者さんの人数は、合計で１万

2,733人、内訳としましては、予約ありが82.5％、予約なしが17.5％で

ございます。 

 次に、２、各調査項目の報告です。当院では、平成26年９月から一

部の診療科におきまして原則紹介制を導入しましたが、今回は導入後

初めての調査となります。 

 まず、予約ありの場合、円グラフにありますとおり、予約時間帯に

診療を開始した患者さんが59.1％で、約６割を占めておりまして、待

ち時間の平均は全体で14分でありました。前年とほぼ同じか、若干長

めになっております。次に、予約なしの場合は、受け付けから30分以

内に診療開始したのが43.1％で、待ち時間の平均は57分でありました。 

 なお、予約なしの場合、システムの関係上、前年度のデータを抽出

できず、集計していませんでしたので、比較の数値はございません。 

 次に、３、待ち時間に係るアンケート結果についてですが、待ち時

間の満足度につきましては、「満足」「ほぼ満足」という回答を合わ

せますと89.6％でありました。 

 外来待ち時間調査の結果については以上でございます。 

 次に、資料５によりまして、市立札幌病院地域医療情報ネットワー

クシステムすずらんネットの概要についてご説明いたします。 

 資料の説明の前に、運用に至った経緯をご説明申し上げます。 

 平成22年に国の新たな情報通信技術戦略でＩＣＴ連携の普及推進が

掲げられ、道内では、地域医療再生計画のもと、ＩＣＴによる医療連

携ネットワーク化が各地で急速に進んでまいりました。また、平成26

年の北海道の計画では、地域包括ケアシステム構築のツールとして活

用が推進されております。 

 このような背景と、平成25年に当院が地域医療支援病院に承認され、

紹介、逆紹介が進み、診療情報のさらなる共有の必要性から、昨年度

の総合医療情報システム更新に合わせまして準備をし、本年１月12日

から運用を開始いたしました。 
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 資料５の２ページをごらんください。 

 導入の目的や情報参照施設のメリットにありますように、当院の患

者診療情報を地域の先生方にご参照いただき、日ごろの診療や救急時

に活用するとともに、当院との緊密な医療連携の一助としたいと考え

ております。 

 また、患者さんのメリットとしましては、重複検査や処方が防止で

き、費用負担の軽減と薬剤禁忌やアレルギー情報が確認できますので、

リスクの軽減が図られます。 

 ３ページに移っていただきまして、情報参照施設に提供する診療情

報の種類ですが、患者基本情報、アレルギー情報、受診歴のある全診

療科の処方、注射、検体検査結果、画像検査結果でございます。 

 ４ページは、システムネットワークの概要を示したものです。左手

の図ですが、厚生労働省が推奨しますＳＳ－ＭＩＸ２という標準化シ

ステムに、患者さんの電子カルテデータを出力し、当院の地域医療情

報ネットワークシステムサーバを経由し、参照施設にインターネット

回線で診療情報を提供するものです。個人情報の漏えいを防止するた

め、電子カルテと外部から接続するセグメントを完全に切り離したも

ので、情報参照施設との接続は、施設認証、利用者認証、端末認証の

三つのセキュリティシステムを設けています。 

 次の５ページですが、システム操作画面になります。医療機関コー

ドや利用者ＩＤ、パスワードを入力し、アクセスしますと、次の６ペ

ージのように、同意患者登録一覧が出まして、参照したい患者さんを

クリックしますと、７ページのように、処方、検査結果、画像が参照

できます。 

 次の８ページは、運用についてです。上の四角にありますように、

当院の院長を運営管理者とします運営管理委員会が参加登録、利用者

登録確認、情報セキュリティー対策等に対応してまいります。 

 次の９ページは、診療情報参照までの流れですが、当院または参照

希望施設で患者さんから同意を得た後、当院の地域連携センターに同

意書をファックスなどで提出いただき、情報提供の設定を行います。

提供設定後は365日24時間、参照が可能となりまして、緊急時などにも
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活用していただけるものと考えております。 

 すずらんネットに関する説明は以上です。 

 次に、ＰＥＴ－ＣＴ装置の導入につきまして、資料６によりまして

ご説明させていただきます。 

 １、導入の経緯ですが、市立札幌病院は、平成17年１月に地域がん

診療連携拠点病院に指定されまして、以来、質の高いがん医療を提供

するために最新鋭の高精度放射線治療装置をはじめ、320列ＣＴ装置、

3.0テスラＭＲ装置など、最先端の画像診断装置の導入、整備を進めて

まいりました。今年度、ＰＥＴ－ＣＴ装置を導入することで、さらに

質の高いがん医療を提供することが可能になると考えております。 

 なお、これらの装置機器の利用につきましては、今後も、院内の患

者さんの利用に限らず、地域連携病院からの依頼にも対応していきま

す。 

 ２、機器検査の説明ですが、ＰＥＴ－ＣＴ装置とは、ＰＥＴ装置と

ＣＴ装置で行われる二つの検査を同時に行うことができる装置で、Ｐ

ＥＴ装置、ＣＴ装置、それぞれの特徴を融合させた最先端の画像検査

装置です。ＰＥＴだけの画像に比べ、病変の位置とその範囲をより正

確に判別することができます。また、がんが見つかった後の全身への

転移の有無について、全身を一度に調べるのに大変有効です。 

 なお、ＰＥＴ検査とは、ＦＤＧという物質を利用し、組織やがん細

胞を知ることができる検査です。 

 一方、ＣＴ検査とは、臓器やがんの形や大きさ、存在、場所を映し

出すことを得意とする検査です。 

 参考画像をごらんください。 

 ＰＥＴ画像１の矢印部分に異常集積があります。ＣＴ画像１を同時

に撮影することで、ＰＥＴ－ＣＴ画像１のように合成して観察するこ

とができ、病変の位置情報を正確に把握することができます。その他

ＰＥＴ画像２、ＣＴ画像２、ＰＥＴ－ＣＴ画像２のように、全身の冠

状断面と任意の方向から画像を作成表示し、観察することが可能です。 

 ３、利用対象ですが、早期胃がんを除きます全ての悪性腫瘍、悪性

リンパ種で、他の画像診断で、病気診断、転移・再発診断ができない



 - 9 - 

とき、それから、難治性部分てんかんで外科手術が必要な場合、虚血

性心疾患による心不全で心筋組織のバイアビリティーの診断が必要な

場合で、心筋シンチグラフィで判定困難な場合、心サルコイドーシス

における炎症部位の診断が必要な場合に使用します。 

 ４、ネットワーク図に、当院の部門システムネットワークと、病院

システムネットワークのイメージ図を添付しております。画像情報を

院内画像サーバーで管理することで、ＰＥＴ－ＣＴ情報を病院全体で

共有することができます。例えば、放射線治療装置にデータを送信し

利用することで、より精度の高い効率的な治療計画作成が可能となり

ます。 

 このＰＥＴ－ＣＴにつきましては、現在は施設改修工事中でござい

まして、２月下旬に装置本体の搬入設置を行う予定です。３月中旬に

は試験動作確認を終了し、４月１日からの本稼働を予定しています。 

 説明は、以上でございます。 

○今部会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま説明のあった、以上５件について、市立札幌病

院を健全に発展させていきたいという見地からご意見、ご質問等があ

りましたら、よろしくお願いいたします。 

 委員の先生達、いかがでしょうか。 

○森田委員 市民委員の森田です。よろしくお願いいたします。 

 ３点ほど。決算と、今日のメインテーマは病床だと思うのですけど、

それとがん検診についてもお聞きしたいと思います。 

 決算は、議会の承認も得られておりますので、感想だけを申します。

昨年の26年度は、国の会計基準の改定ということで、病院だけではな

くて、他の公営企業もみんなそうですが。長い目で見ると、どこで何

を抑えるかというと、病院の場合は特殊でありますので、設備だとか、

そういうのは更新もあり、私の考えではなかなか難しいのですけれど

も、物品購入費と光熱費をどれだけ抑えられるかということで支出が

大分変わってくるのではないかと思います。燃料費もそうですけれど

も。病院の場合は、そういう設備にもかかる、更新にもお金がかかる

ので、何を抑えるかといったら、それぐらいだろうと思います。 
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 期末残というのは、一般企業で言えば運転資金ですよね。これをい

かに安定化させていくか。これは病床とも関係がありますけれども、

私も団塊、昭和23年生まれの68歳ですから、あと７年で75歳になりま

す。ここにどれだけ人口の累計を持っていって、病院の企業会計をい

かにやっていくかということが大変だと思うのですけれども。感想と

してはそういうことです。 

 そこで、お聞きしたいのは、今回の病床の編成であります。今も言

いましたけれども、団塊の世代が、去年では10年でしたけれども、年

がかわりましたので、あと９年で全員75歳になります。それまでにい

かに医療費を軽減していくか、また、それを継続していくかというこ

とが多分大きな課題だと思います。 

 また、病院だけの責任ではなく、私たち市民も、高齢者も、自分の

健康寿命を延伸する努力をしなくてはいけない時期に来ているのでは

ないかと思います。私自身が高齢者になり、そのことがつくづくわか

りました。ただ、病院としても健康寿命の延伸について常に発信する

ことをお願いしておきます。 

 今回、病床数は、あと10年たったら、団塊の世代が75歳の後期高齢

者になります。そのことが原因しているのと、医療報酬、証明書の関

係でそういう計算もあったと思います。新規の入院患者を獲得するこ

とも今回の一つの大きな目的ではないかと考えますが、その点につい

てお聞かせいただきたいと思います。 

 最後の３点目は、がん検診の関係です。平成22年から、いろいろな

病院でがんのピロリ菌のプチ検診がありますね。市立札幌病院では、

短時間でできる検診をなさっているのでしょうか。ピロリ菌とは、胃

がんの発見に関係するものなのですが。 

 今言いました３点について、お願いいたします。 

○今部会長 決算について説明をいただきたいということと、病床に

関することとプチ検診、そういうものが対応可能かどうかの３点です

が、いかがでしょうか。 

○病院事業管理者 院長の関でございます。ご質問をどうもありがと

うございます。 
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 まず、病床再編について、どういうことを目的にやったのかという

ご質問にお答えいたします。 

 私どもが今後やらなければいけないのは、森田委員がおっしゃられ

たように、新規の入院患者さんをちゃんと治療するということです。

新規の入院患者さんというのは、周辺の連携の医療機関から紹介され

てくる患者さんもおりますし、もう一つは、救急医療の関係で救急搬

送されてくる患者さんを受け入れることも考えていなければなりませ

ん。連携を充実させることともう１点、救急患者さんを受け入れるよ

うな臨時入院病床のような、受け入れをスムーズにするような病床を

つくり、そこで一旦、治療を行って、専門の一般病床に移っていくと

いう流れをつくりたいということで、こういう病床の再編を行いまし

た。 

 それから、がん検診についてです。 

 私どもが行おうとしている医療は、検診というよりも、その後のが

んを発見された患者をどうやって治療しようかということに目標を置

いておりますので、今のところ、そういった検診事業は行っておりま

せん。 

○今部会長 物品購入費や光熱費は今後頑張ってやっていきたいとい

うことですね。 

○病院事業管理者 皆様よくご存じのように、昨年、電力料金がかな

り値上げされまして、非常に頭の痛い問題だと認識しておりました。

これも皆さんがご存じのように、電力が自由化されまして、より安価

な電力が入手できることとなりましたので、病院局としては、そのよ

うに入手しようということを決めております。 

 もう一点は、光熱費と医療材料の購入費ですが、同じ機能であれば、

できる限り安いものを入れたいというのはそのとおりです。ただ、現

場で仕事を行う上で使いづらいということがあっては困りますので、

現場の意見と経営者の意見をすり合わせることが必要だと考えており

ます。 

 また、購入費を安くするということでいえば、今はまだ考えている

最中ですが、複数の施設での共同購入も考えております。ただ、そう
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なってくると、購入する物が限られてくるという縛りが出てきまして、

果たしてそれが現場の治療に役立つかどうかに関しては、もうちょっ

と深く考えていかなければならないと考えております。 

○森田委員 １点だけ、看護師の充足率の関係をお聞きします。普通

は入院患者10人に１人の看護師というのが理想だと言われますが、市

立札幌病院ではどういうふうになっているのか、ご説明をお願いいた

します。 

○近藤副院長 今は７対１をとっております。この時期は減っており

ますけれども、大体は充足しております。少しは減っています。 

○今部会長 よろしいですか。 

 我々の医療経済実態調査が２年に１回ありまして、一般病院の損益

率は、2013年がマイナス1.7％、2014年がマイナス3.1％ということで、

赤字幅が1.4ポイント拡大しました。これは全国の病院でそうした傾向

になっております。それから、2025年に向けたベッド数も、国の方で

地域医療構想を策定しておりまして、その地区の必要ベッド数を国で

決めてくるということもあり、高度急性期、急性期、回復期、慢性期

という四つのカテゴリーに分け、そこに収れんしていくような診療報

酬の誘導がこれから始まるかもしれませんので、ベッド数がじゃぶじ

ゃぶと増えていくことはまずないとお考えいただければと思います。 

 その他はいかがですか。 

 どうぞ。高田委員。 

○髙田委員 市民委員の髙田です。よろしくお願いいたします。 

 ５点ほどお伺いいたします。 

 私からは、経営を中心にお聞きしたいと思います。 

 病院の赤字も最終的には市民が負担しなければならないことになり

ますので、そういった観点からご質問させていただきたいと思います。 

 一つ目は、診療収入が相当減っているにもかかわらず、時間外勤務

が増大したというご説明が先ほどありましたが、この要因を教えてい

ただきたいと思います。 

 それから、キャッシュフローです。これが26年度末で25.6億円しか

ないということです。今後、いろいろ施設整備や医療機器の購入を予
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定されていますが、ステージアッププランとあわせて、今後、資金対

応がどうなっていくのかをお伺いしたいと思います。 

 三つ目は、病床利用率の関係です。私はいつもお伺いするのですが、

私が４年前に委員に就任したときは85％ぐらいあったような気がしま

す。平成26年度の病床利用率が65.9％ということで、かなり低くなっ

ております。ステージアッププランでは、26年度は69.5％を見込んで

おりまして、27年度以降は71.4％とだんだん上向きにしていく計画に

なっております。この病床利用率の確保は本当に可能なのかどうか、

見通しをお教えいただきたいと思います。 

 四つ目は、すずらんネットについてです。情報の流出について懸念

がないわけではないですが、これは大変良いことだと思っています。

これは、経営収支の赤字の中で対応が可能なのかどうかということで

す。 

 また、経費の負担についてです。利用される病院はただなのか、会

員になったら会費を納めることになるのか、教えていただきたいと思

います。 

 それから、ＰＥＴ－ＣＴについてです。大変精度の高いものを導入

されています。既に入札が終わって、購入していると思いますが、価

格がどれぐらいなのか教えていただきたいと思います。あわせて、補

助金がどれぐらいあり、企業債がどれぐらい借りられ、一般会計の負

担が幾らあって、病院の負担がどれぐらいあるのか、もし可能であれ

ばお教えいただきたいと思います。 

 この５点について、よろしくお願いいたします。 

○今部会長 時間外勤務、キャッシュフロー、病床利用率、すずらん

ネット、ＰＥＴ－ＣＴの５点ですが、お答えいただけますか。 

○経営管理部長 経営管理部長の蓮見と申します。 

 まず収入が減っているのに時間外手当が増えたということですが、

実は、平成26年度に、勤務実態から、医師の管理職の範囲の見直しを

行いました。その結果、管理職が時間外の対象になるということで、

３億8,000万円余りの時間外手当が増えました。管理職手当は減ります

けれども、9,000万円くらいしか減らなかったので、差し引き３億円く
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らい時間外手当が増えました。これが主な原因です。 

 それから、資金残につきましては、ステージアッププランでは、収

支見通しでは平成30年にプラスになると踏んでおりまして、今、それ

に向かって努力をしておりますけれども、今回のことを受けまして、

何とか増収しなければならないということで、平均在院日数の短縮を

維持しながら新入院患者さんを増やしていくということで、地域と連

携をより密にするという作業のほかに、とれる加算をとっていく手法

を院内で検討しております。それと相まって、森田委員がおっしゃっ

た支出の削減も、院長が申し上げたように、なかなか難しいところが

あるのですが、それも同時並行で検討して、何とか資金を減らないよ

うに持っていって回復させていくことを考えております。  

 それから、利用率については、確かに非常に低い状態になっており

ます。全て同じ話になってしまうのですが、新入院患者数は伸びたの

ですけれども、ＤＰＣ制度の関係で平均在院日数を短くもっていかな

ければならず、それに向けて努力した結果、平均在院日数が短くなっ

た方が大きかったということで、延べ患者数も減り、利用率も減った

ということでございます。 

 それに対して、今回の病床再編も、患者さんを入れやすくする、つ

まり、臨時に入院となり、診療科はわからなくても、すぐに入院でき

るような臨時入院病床をつくったり、入退院支援センターも４月から、

今、事実上、一部稼働しているのですけれども、必要とする患者さん

をたくさん受け入れて、早くお治しして、早くお帰しする方にシフト

するよう病院全体が動いております。それをすれば、ステージアップ

プランの病床利用率はクリアに向いていくのではないかと我々として

は考えております。 

 すずらんネットについては、課長からご説明いたします。 

○地域連携課長 地域連携課長の斉藤でございます。 

 このすずらんネットですが、参加施設がお持ちのパソコンでインタ

ーネット接続が可能なパソコンがあれば参照できます。インターネッ

トの回線料と電気料の負担はありますけれども、設定費用や会員会費

などの徴収はなく、施設側のほうの負担は一切ございません。 
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○経営管理部長 それから、ＰＥＴ－ＣＴの金額についてです。 

 今、工事中で、もう契約しているのですが、導入経費は２億5,400

万円です。これについては、５年償還、全額起債、つまり借り入れで

す。企業債が認められておりまして、償還ベースで半分を繰り入れす

ることになっております。 

○今部会長 髙田委員、いかがでしょうか。 

○髙田委員 わかりました。 

○今部会長 今まで、すずらんネットのＳＳＬ－ＶＰＮで情報漏えい

ということが全国的にあったかどうかという話について、おわかりに

なる方はいらっしゃいませんか。先ほど、セキュリティーの問題で触

れられましたね。 

○経営管理部長 私どもの情報担当に調べてもらいましたが、その限

りでは、国内でのＳＳＬ－ＶＰＮの情報漏えいの事例の報告はござい

ませんでした。それから、すずらんネットで使用しているＨｕｍａｎ

Ｂｒｉｄｇｅというシステムの開発元にも地域連携ネットワークで漏

えいの事例の確認を行いましたけれども、現在のところ、そのような

事例は挙がっていないという回答をいただいております。 

○今部会長 医療機関と患者は極めて安心してこのネットワークに参

加できる。費用もなしとのことですね。ありがとうございました。 

 他にございますでしょうか。 

○斉田委員 斉田でございます。 

 重複になるかもしれませんが、何点か伺います。 

 まず、決算概要の関係で、先ほど来、延べ患者数の減少のお話が出

ています。その中で、平均在院日数の短縮ということで、患者が早く

出ていくことになったということはわかりました。 

 また、外来患者の関係で、逆紹介が増えたというお話がありました。

以前にご説明を受けたかもしれませんが、忘れてしまいましたので、

逆紹介とはどういうことだったのか、ご説明をいただきたいと思いま

す。 

 ２点目は、平均在院日数の短縮化と逆紹介が増えたことを仮に特別

事情とすれば、それ以外の点を除けば、客観的状況として患者数は変



 - 16 -

わらないのか。例えば、逓減傾向にあるという事情はないのかという

ことをお聞きしたいと思います。 

 ３点目は、すずらんネットについてです。先ほど、すずらんネット

の利用の効能の中で、これを利用することによって重複検査が避けら

れるから、患者にメリットがあるというお話がありました。そこで思

ったのですが、すずらんネットは、先ほどのご説明だと、一方向、つ

まり、市中のお医者さんが市立病院にアクセスして、市立病院から情

報をもらうというシステムのようですが、重複検査を避けるメリット

があると言うのであれば、逆に市中の病院から画像なりをいただくこ

とがあってもいいのではないかと思いました。この点もお聞きしたい

です。 

 最後に、ＰＥＴ－ＣＴの導入はもう決まっていることなので、あえ

て質問するのはどうかと思うのですが、例えば、札幌市内でどこか他

に導入しているところはないのでしょうか。 

 つまり、先ほどのすずらんネットとの絡みですが、どこか他に導入

しているところがあれば、どこか他で検査をしていただいて、その画

像をいただくという方法もあるのではないかという気がしたのです。 

 これらの点についてご説明をいただきたいと思います。 

○今部会長 いかがでしょうか。 

○病院事業管理者 ご質問、どうもありがとうございます。 

 まず、１点目の逆紹介とは何ぞやというご質問についてです。 

 逆紹介というのは、私ども市立病院に医療機関から紹介された患者

さんについて、私どもで診察、診断、治療を行い、紹介していただい

た医療機関にその患者さんをお返しする、それを逆紹介と言いますが、

私どもの病院でどういう治療を行ったかというデータもつけてお返し

するという指導を職員にしております。そうすることによって、私ど

もと連携医療機関でデータの移行や患者さんの出し入れをスムーズに

行えると考えておりますので、そういった紹介、逆紹介は今後もどん

どんやっていく必要がある行為だろうと考えております。 

○経営管理部長 患者が逓減傾向にあるのではないかという質問につ

いてです。 
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 微増ではありますけれども、新入院患者は増えておりまして、今年

度の月々の報告でも増える傾向にあるのは事実です。また、ステージ

アッププランで分析している結果によりますと、全国では、先ほど森

田委員の話にもありましたけれども、2025年をピークに下がっていく

のですけれども、札幌医療圏につきましては、2030年まで上がってい

く需要予測が出ておりますので、きちんと連携を密にして、地域医療

支援病院としての役割を果たせると、まだまだ新患者さんには来てい

ただけるのではないかという見込みはしております。 

○地域連携課長 すずらんネットですけれども、委員ご指摘のとおり、

双方向で行ったほうが患者さんのメリットも高いと思いますし、私ど

もの病院も、かかりつけ医の先生方のデータを共有することができる

と、診療に役立つとは思いますけれども、現在、市内では一方向のス

テップを広くとっている病院の方が多く、双方向でやっている医療施

設は余りありません。また、当院の計画といたしましては、まずは一

方向でやって、検証した上で双方向、３ステップまで持っていきたい

と思っておりまして、３ステップは双方向と考えているところでござ

います。 

○撮影技術課長 放射線部撮影技術課の貴志と申します。 

 ＰＥＴ－ＣＴの外部への検査の依頼の件についてお答えさせていた

だきます。 

 札幌市では、ＰＥＴ－ＣＴを導入している病院はありますが、今回、

市立札幌病院で導入させていただいたのには、先ほど病院長からもお

話がありましたとおり、新しい患者さんをどんどん取り入れていくと

いう経営戦略があります。今回、地域連携の病院だけではなく、２次

医療圏で対象としている病院がありまして、小樽市、苫小牧市、室蘭

市など、地域にＰＥＴを保有している医療機関がある地域以外で現在

882件の病院を地域連携課のほうからリストアップしていただいており

ます。それらの病院と連携して、ＰＥＴ－ＣＴを利用すると同時に、

ＭＲ検査、ＣＴ検査、その他の検査をあわせて利用していただいて、

市立札幌病院で放射線治療なり腫瘍の手術等をしていただければと、

総合的に考えております。 



 - 18 -

○今部会長 いかがですか。 

○斉田委員 ＰＥＴ－ＣＴについて、しつこいですけれども、ちょっ

と教えていただきたいと思います。もともとＰＥＴというのは、脳と

胃と膀胱のがんは判断できないと言われていたと思います。ＰＥＴ－

ＣＴになると、そういった部位のがんの診断ができるのでしょうか。 

○撮影技術課長 ＰＥＴ－ＣＴでは、現在、保険で適用しているのは、

早期の胃がんを除く全ての悪性腫瘍というふうに拡大されております。

ＰＥＴ－ＣＴとＰＥＴというのは、ＣＴ装置が同時についているか、

ついていないかという違いだけでございまして、先ほど説明させてい

ただいたように、ＰＥＴとＣＴを同時に撮影することで、後から画像

処理をするときにＣＴ画像上のどこに集積があるのかが瞬時に判断で

きるメリットがあります。これは、ＰＥＴで撮影したデータとＣＴ装

置で撮影したデータを後から合成することになりますと、座標を合わ

せる作業が非常に難しくなりますので、そういう面でＰＥＴ－ＣＴと

いうものはメリットがあります。 

○斉田委員 私の質問とかみ合っていなかったのかと思いますが、私

が聞きたかったのは、ＰＥＴは、がんが糖分を吸収するというところ

から、がんがどこにあるのかを調べる装置だったと思うのです。その

関係で、糖分を多く吸収する脳や胃や膀胱を調べるのは難しいと聞い

ているのですが、それがＰＥＴ－ＣＴになると、頭部とか胃とか膀胱

まで調べられるようになるのかということをお聞きしたかったのです。 

○撮影技術課長 確かに、膀胱や尿が排泄されるところの判断は非常

に難しいというのはご指摘のとおりです。ただ、脳の腫瘍に関しまし

ては、正常な集まり方と異常な集まり方には差がありますので、脳に

普通にＦＤＧが集まるのですが、その差を抽出することが現在の装置

では可能になっております。他の画像診断により転移・再発診断が確

定できない場合は、保険適用でも使用して構わないとなっております。 

○今部会長 機能診断と形態診断を融合して、診断精度を上げていく

ことがＰＥＴ－ＣＴの、ＰＥＴは機能診断、形態診断はＣＴというこ

とであわせてやって、より正確性を上げていきたいということです。

それから、二つの検査を一つでできますので、短縮できます。二つの



 - 19 -

医療機関に行かなくて済みます。札幌市内でＰＥＴ－ＣＴがあるのは、

セントラルＣＩクリニックとＬＳＩ札幌クリニックと恵佑会札幌病院

の三つだと記憶しておりますが、市立病院にかかりつけの患者がそこ

に行くことなく、ここでより正確な診断を短時間にできるということ

は一つの有用性なのかなと思っております。 

○徳田委員 実は、私どもの法人でも持っておりまして、実際に運用

させていただいております。 

 今のお話のとおりですけれども、一番のポイントは、機能と形態を

一緒に見て、素早く診断できることです。集積されて、病巣が光って

見えたときに、その病巣の正確な位置を見るのに、改めてＣＴを見直

すという作業を今までしてきたものが一度に見られるわけです。今、

放射線の診断の先生方にはすごく荷重がかかっておりまして、いかに

素早く判断をするかということが非常に重要です。それが可能になっ

たのが第１点です。 

 それから、恐らく、市立病院では、がんの診療もたくさんやられて

いますが、がんの抗がん剤の効き方を見るのに実は非常に有用なので

す。アメリカでは、抗がん剤の使用についてＰＥＴにおいて判断をす

るということがルーチン化されております。すなわち、この抗がん剤

が効くか、効かないか、今、多くは形態診断で病巣が小さくなるかど

うかを見るわけですけれども、ＰＥＴではその吸収の具合が変わって

くるのです。効くとすごくよくわかるわけです。形が小さくならなく

ても、集積が変わるのです。こういうことがわかるのです。 

 ただし、日本では、それについて保険が通っておりません。これは、

病院の考え方で、たくさんの患者さんに効率的な診療を行うために、

ただでもいいと考えれば、そうすることができるのです。これは大変

微妙なお話ですが、今、市立病院で入れられるのはデリバリーで入れ

られるわけです。お薬を買って使われるわけです。ちょっと言い方が

悪いのですけれども、私どもは、サイクロトロンというものを持って

いまして、薬をつくることができるので、例えば、４人目の方はただ

でやることもできます。将来、そうなると思います。ですから、実際

に患者に対するメリットはすごく大きな機械だと思っていただきたい
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し、市立病院レベルでぜひ入れていただきたい機器だと思います。で

すから、入れられることは大変すばらしいことだと理解しています。 

○今部会長 ありがとうございました。 

 時間も迫ってきておりますが、他にございませんか。 

○足立委員 市民委員の足立です。 

 すずらんネットについてお聞きしたいと思います。 

 まず、１点確認をさせていただきたいのは、すずらんネットの６ペ

ージ目に出てくるように、会員の病院が問い合わせをすると、それに

該当する患者さんの名前が全部表示されるということでしょうか。 

○地域連携課長 まず、参照を希望されているご施設様でおかかりの

患者様に同意をとっていただきます。この同意を市立札幌病院に送っ

ていただきましたら、患者登録されるという仕組みになっております

ので、全部ではありません。あくまでも同意されている方のみになり

ます。 

○足立委員 同意されている方は全員ここに名前が挙がるのかという

ことをお聞きしたいのです。 

○地域連携課長 はい。参照施設の同意している患者様の一覧が全部

こちらに載るということです。 

○足立委員 情報を求めている病院側に必要のない患者さんの名前も

出てくるということですか。 

○地域連携課長 これは、情報を求めておられる参照施設から同意を

得た患者様ですから、必要がないということではありません。 

○足立委員 あくまでも、Ａ病院に関わる患者さんのお名前が出てく

るということですね。わかりました。 

 それともう一つは、セキュリティーの問題についてです。先ほども

お話が出ていたようですが、本当に大丈夫でしょうか。医療機関コー

ド、利用者ＩＤ、パスワードを入力ということですね。これは、市立

病院が管理できる内容ではないですね。渡してしまったら、向こうの

病院の管理になりますね。その時に、これがたまたま漏れて、患者の

非常に根本的なプライバシーに関する病歴等々が出てしまうという点

に危険があると思うのです。この点について、実際にすずらんネット
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として情報を提供される市立病院はどうお考えですか。その点をもう

一度確認させていただきたいと思い、質問させていただきました。 

○病院事業管理者 ありがとうございます。 

 まず、セキュリティーについてのご質問でしたけれども、その前に、

ＩＴ連携をなぜ市立病院が入れたのかという根本的なご質問だったよ

うに思います。 

 ＩＴ連携は、先ほど髙田委員からもご質問があったかもしれません

けれども、紹介、逆紹介で、患者さんのデータのやりとりを医療機関

同士で行って、その患者さんの治療をシームレスにずっと首尾一貫し

て行っていこう、それが医療者側にとっても患者にとっても非常に有

効なツールだと考えておりまして、そのツールの一つとして、ＩＴ連

携を役立てられないかと考えて導入したものです。 

 もう一点、足立委員からご質問がありましたセキュリティーについ

ての問題ですけれども、今のところ、他にもＩＴ連携を既にやってい

る地域は結構あるのですが、その中でも、今、市立病院が入れている

システムは非常にセキュリティーの高いものだと認識しております。

いろいろと調べましても、このシステムで行って情報が漏えいしたと

いうようなことは、今のところ、こちらの方では聞いておりませんの

で、セキュリティーは高いと認識しております。 

○足立委員 私も趣旨は十分理解しているつもりです。最初にご説明

がありました点ですね。 

ただ、病院がアクセスできるためのＩＤ、パスワードをお持ちにな

ったときに、そのＩＤ、パスワードが漏れる可能性が十分あると私は

思うのです。かなり。確率として。性善説で物を考えるべきなのかも

しれませんけれどもね。 

 その時に、市立病院のセキュリティーそのものを問題にしているわ

けではないのです。ＩＤ、パスワードが一旦渡った時に、それが漏れ

たという時の責任は一体どこにあるのでしょうか。それはＩＤ、パス

ワードを漏らした病院の責任だけで済むのかなという気がしているの

です。 

 市立病院では、その点をどうお考えになりますかという質問をした
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つもりです。 

○病院事業管理者 三つの認証機能のあるシステムにしておりますの

で、その点については、まずないだろうと考えております。もちろん、

足立委員がおっしゃられたように、将来にわたって絶対ないのかとい

うことについては、その都度、改善していく余地はあるのかもしれま

せん。 

○地域連携課長 三つの認証機能のうち、一般的には、端末認証まで

はやっていませんので、市立札幌病院は一つセキュリティーを高く持

っているということが１点ございます。 

 それから、ご施設様には運用担当者を必ず配置していただいて、そ

の方にパスワード、ＩＤが漏れないように管理していただくことを条

件にしております。また、この運用担当者とは、ユーザー会を通して

研修をする予定になっておりますので、そこら辺で安全性を担保して

いきたいと考えております。 

○足立委員 セキュリティー安全対策はこれから十分になされていく

だろうと思います。ただ、現在のインターネットの中の情報というの

は、一旦漏れてしまうと、もう止めようがなくなります。その点につ

いては、今後とも十分な認識と、処置をしていただくようにお願いし

ます。市民の病歴という情報を預かっておられる病院としての責務を

十分認識の上で、これからもセキュリティーについてご配慮いただき

たいと思います。 

○今部会長 足立委員のおっしゃることはよくわかります。悪意を持

った場合は犯罪になります。ここでもそれを話さなければいけないの

かもしれませんが、セキュリティーは非常に大切なもので、より重要

な課題として考えていただければと思います。 

 時間になりましたが、最後もう一人だけ、言い残したことがある方

がおりましたらお願いします。 

○早坂委員 すずらんネットについてです。 

 １月から実際に登録関係が始まったということですが、現在までに

大体何件くらいの医療機関が登録されているのかということを最後に

お聞きしたいと思います。 
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○地域連携課長 私からお答えします。 

 ２月５日の段階で参加登録をされている医療機関が13施設ございま

す。今現在調整中という医療機関が23施設ございます。そして、患者

様の登録は16人でございます。 

○今部会長 よろしいですか。 

それでは、これで終了させていただきます。 

事務局にマイクをお返しいたします。 

○経営企画課長 ありがとうございます。お疲れさまでした。 

 次回の病院部会につきましては、平成27年度の取り組み結果などを

議題としたいと考えております。 

 時期につきましては、６月ごろを考えておりますが、日程が決まり

ましたらご連絡をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

 

３ 閉 会 

○今部会長 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。 

 活発なご議論をどうもありがとうございました。 

 お疲れさまです。 

                         以  上   


