
 

 

 

札幌市営企業調査審議会（平成28年度第１回病院部会） 

 

 

 

 

日 時  平成28年７月28日（木）午後６時30分～７時52分 

 

場 所  市立札幌病院 ２階 講堂 

 

出席者  委 員 ９名 

     足立委員、荒木委員、今委員（部会長）、斉田委員、菅原

委員、髙田委員、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、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、貴志放射線部長、高橋検査部長、後藤

薬剤部長、勝見看護部長、阿部医療品質総合管理部長、高

田総務課長、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 
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１ 開 会 

○経営企画課長 定刻になりましたので、始めさせていただきます。  

 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。 

 また、今回、委員の交代がございましたので、ご報告させていただ

きます。 

 高橋前委員にかわりまして、北海道看護協会専務理事の荒木様に就

任していただいております。  

○荒木委員 荒木です。よろしくお願いいたします。  

○経営企画課長  よろしくお願いいたします。  

 なお、徳田委員、平本委員の２名におかれましては、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 では、早速始めましょう。  

 ただいまから、札幌市営企業調査審議会平成 28年度第１回病院部会

を開催いたします。  

 本日は、大変お忙しい中をお集まりいただきまして、感謝申し上げ

ます。 

 ご案内にありましたように、約１時間の会議ということで考えてご

ざいますので、よろしくお願いします。  

 それではまず、開会に当たりまして、関病院事業管理者に、一言、

ご挨拶をお願いいたします。  

○病院事業管理者  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、ありがとうございます。  

 さて、本日は、市立札幌病院の中期経営計画であります新ステージ

アッププランの平成 27年度の進捗状況や、28年度の病院事業会計の予

算などにつきまして説明させていただきたいと思っております。  

 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

ければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。  



 - 2 - 

 ここで、４月の機構改革と人事異動によりまして、病院局の出席者

や職位に変更がありましたので、紹介させていただきたいと思います。 

 まず、放射線部長の貴志でございます。  

○放射線部長  放射線部長の貴志でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○病院事業管理者  続きまして、検査部長の高橋でございます。  

○検査部長 検査部の高橋です。よろしくお願いいたします。  

○病院事業管理者  続きまして、医療品質総合管理部長の阿部でござ

います。 

○医療品質総合管理部長  医療品質総合管理部の阿部でございます。

よろしくお願いいたします。  

○病院事業管理者  最後に、総務課長の高田でございます。 

○総務課長  総務課の高田と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○病院事業管理者  なお、副院長の向井につきましては、所用により

欠席させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いします。  

 きょうは、どうぞよろしくお願いします。  

 

２．議 事 

○今部会長 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３件でございますが、従前どおり、まず一括して病院

局から説明を受けまして、その後に質疑応答の時間をとらせていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 また、いつもそうなのですけれども、皆様のご意見を拝聴したいの

で、お１人１回の発言は２点か３点くらいにしていただきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。  

 それでは、議題１から３について、説明をお願いします。  

○経営管理部長  経営管理部長の蓮実と申します。  

 お手元の資料２によりまして、新ステージアッププランの進捗状況

をご説明いたします。  

 １ページから５ページまでは、経営課題についての取り組みについ
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て一覧にしたものであります。 

 左側には、プランで掲げた項目、予定時期、内容を、右側には、こ

れに関する平成27年度の取り組み状況を記載しております。  

 順に説明してまいります。  

 １ページをご覧ください。 

 まず、左上の１の基幹病院に向けてでございます。  

 （1）地域の医療機関との機能分化・連携の推進のア、紹介予約制の

導入についてです。  

 紹介制につきましては、平成 26年度に13診療科で実施し、現在も継

続しているところですが、このほか、平成 27年度４月に病院全体で予

約枠の種類、患者数の上限等の整理を行いました。  

 次に、イ、総合サービスセンターの設置についてです。  

 平成27年度の６月に、看護部外来部門で入院支援業務の試行を開始

し、順次、対象とする患者を拡大していきました。  

 平成28年４月に、地域連携センターに入院支援と退院支援を行う入

退院支援係を設置し、５月には対象を全科としております。  

 次に、ウ、クリニカルパス専従職員の配置についてです。  

 平成27年度は他の業務と兼務の職員ですが、パスの新規作成や改訂

にかかわる審査のほか、バリアンス分析の試行を実施しました。  

 平成28年４月に、新設の医療品質総合管理部に専従のクリニカルパ

ス担当係長を配置して、バリアンス分析を踏まえたパスの見直しや、

ＤＰＣ対応型パス作成に向けた診療科などのヒアリング、また、パス

作成部署の作業のサポートなど、さまざまな業務を行っております。  

 続いて、（２）救急患者の受け入れ体制の整備・充実のア、臨床工

学技士の常駐化については、人員の増員を行いながら、常駐化に向け、

準備を行っているところでございます。  

 次に、イ、救急患者等の受入・転棟基準の見直しについてです。  

 前回の病院部会でお話しした内容でございますが、平成 27年12月に

病床を再編し、術後の患者に手厚い医療を提供する、重症患者用病床

と、救急患者や予定外の入院患者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を設置しました。  
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 続いて、（３）患者サービスの向上のア、外来呼び出し用ＰＨＳの

配備については、平成 27年７月に10台増やし、１、２、３階の外来で

計85台を保有し、運用しております。  

 次に、イ、ホスピタルアートの展示についてです。  

 平成27年度から、デザイン、設置場所等について検討を始めており、

平成28年度に設置を予定しております。  

 次に、ウ、患者満足度調査の実施についてです。  

 平成27年９月に行った調査の結果が平成 28年２月にまとまり、これ

を踏まえた平成28年度の取り組みを各部署で掲げたところでございま

す。 

 また、ご意見箱には、平成27年度は177件のご意見をいただいており

まして、月ごとにご意見と対応策を掲示しております。  

 このほか、外部講師を招き、接遇についての研修を行いました。  

 ２ページをご覧ください。 

 ２の多機能病院に向けてでございます。  

 （１）手術実施体制の整備・充実のア、手術室看護師等の配置増に

ついては、平成27年４月に、看護師を５名増やしまして、11月から定

期手術枠が最大７列から８列に拡大しております。  

 続いて、（２）病床機能の見直しは、平成 27年12月の病床再編の内

容に当たりますが、ア、緩和ケア病床の増床については、緩和ケア病

床を２床から６床に増床しました。  

 次に、イ、重症患者用病床の整備についてです。  

 当初平成29年度を予定していたものを前倒しして実施し、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を８床設置しました。  

 次に、ウ、病床配置の見直しについてです。  

 これまで説明いたしました臨時入院病床の設置、重症患者用病床の

設置、緩和ケア病床の増床のほか、内視鏡によるポリープ切除など、

短期の入院患者を専門に受け入れする短期入院病床の設置、６床室全

ての４床室化等を行いました。  

 なお、再編により、病院の病床数は 798床から747床となっておりま

す。 
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 続いて、（３）リハビリテーションの充実は、ア、週休日リハの実

施については、平成 27年４月に正職員の作業療法士を２名増やしまし

て、年度途中より作業療法部門で土曜日のリハを実施しております。  

 次に、リハビリテーションスペースの拡充については、理学療法等

に使用するスペースを 132平米から200平米に、作業療法に使用するス

ペースを、74平米から132平米に、技師室を33平米から74平米にそれぞ

れ拡充いたしました。  

 続いて、（４）高度急性期機能の充実のア、施設基準の取得につい

てです。 

 平成28年４月に、総合的かつ専門的な入院医療を 24時間提供する体

制を有する病院を評価した加算である総合入院体制加算のうち、最も

評価の高い総合入院体制加算１を取得しております。  

 続いて、（５）児童精神科医療に関する対応のア、急性期の児童用

病床等の設置については、平成 28年４月に、差額室２床と合併症ユニ

ット２床の改修によりまして、専用病床３床を設置し、身体合併症を

持つ15歳以下の患者や３次的精神科救急治療を要する 15歳以下の患者

に対し、急性期治療を行っております。  

 次に、３ページをお開きください。  

 ３、発展する病院に向けてでございます。  

 （１）人材の確保のア、職員募集広報の充実についてです。  

 募集案内の配布期間の前に、試験スケジュールを公開することとい

たしました。また、看護師採用に当たっては、看護学校向けにポスタ

ーを作成するほか、民間企業が主催する就職説明会へも早期に参加し

ております。 

 次に、イ、看護職員の確保についてです。  

 手術需要の増加、在院日数の短縮などによる労働密度の高まりなど

により看護師定数を12名増やしました。 

 また、採用試験については４回行いまして、約80名を確保しました。 

 次に、ウ、新たな専門医制度への対象についてです。  

 後期研修において、内科領域については、当院内科分野各診療科や

連携医療機関をローテートできるコースを設け、また、内科領域以外
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の診療科においても、他の医療機関との連携により、症例管理等に対

応可能なプログラムを設けました。  

 次に、エ、処遇等の研究については、平成 27年度より、新卒の看護

師等を、それまでの当初臨時職員採用から４月からの正職員採用とし、

また、５年次・４年次研修医を、当初非常勤採用から正職員採用とし

ました。 

 続きまして、（２）研修医の確保と育成のア、研修内容等の充実に

ついてです。 

 平成27年５月に、臨床研修センターでの救急車の受け入れを開始し

ました。12月と28年４月には、臨床研修センター所属の指導医２名の

ほか、オンコール体制による指導医を増やしました。また、分散して

いた研修室を１カ所に集約し、シャワー室や仮眠場所を整えるなど、

勤務環境の整備などを行いました。  

 ４ページをお開きください。 

 （３）働きやすい職場づくりのア、補助員の増員についてです。  

 医師の事務作業を補助する者を、 38名から45名に、看護師事務の補

助を行う者を11名から19名に増員しました。また、夜間看護師の業務

を補助する者を新設し、現在は４名を配置しております。  

 次に、イ、勤務体制の見直しについては、一部病棟において、新た

な勤務パターン試行を実施しました。  

 夕方前後の人員が充実し、平日の準夜勤勤務を１人減らす等の負担

軽減につながる効果が見られたため、平成 28年４月より、規定化して

おります。 

 次にウ、職員満足度調査の実施については、民間企業が開発しまし

た医療機関向けのツールを用いまして、平成 28年６月に実施しており

ます。延べ対象者数921名に対し、回収率は74％となっております。８

月末に、企業担当者から部署の管理者に向けて分析結果のフィードバ

ックを予定しており、これにより部署の課題を明確にし、働きやすい

職場づくりに向けた職場環境改善に取り組む予定です。  

 続いて、（４）職員の専門性の向上のア、人材育成計画による専門

資格取得等の支援についてです。  
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 平成28年４月から５月に全職員を対象に、認定資格、研修受講実績、

医療関連資格など、病院の業務に活用できる資格、能力について調査

を実施しております。  

 次に、イ、局独自職員の育成についてです。  

 医療情報職４名については、現在は医事部門に配置しております。

病院経営の中心的役割を担う人材として育成するため、各部門への移

動等、ジョブローテーションを検討しております。  

 次に、ウ、治験の推進については、院内広報の実施や手順書やマニ

ュアルの見直しのほか、診療科の組織構成により治験の実施が困難に

ならないよう、関係規程の改定を行いました。  

 ５ページをお開きください。  

 ４の自立した病院に向けての（１）新入院患者の確保、（２）平均

在院日数の短縮、（３）業務の効率化の各項目につきましては、これ

まで説明した項目の再掲に当たります。 

 続いて、（４）収益の維持・向上のア、特定入院料等の算定につい

ては、平成27年度８月に医師事務作業補助体制加算の 25対１を算定、

平成28年１月にハイケアユニット入院医療管理料を算定しております。 

 次に、イ、ジェネリック医薬品への移行については、平成 27年12月

に43品目、平成28年３月に６品目の切りかえを実施いたしました。平

成28年５月単月のジェネリック医薬品の使用率は、80％を超えており

ます。 

 次に、ウ、省エネ、節電については、人感センサー、ＬＥＤベッド

ライト、水熱源ヒートポンプ機器の更新を行いました。  

 続いて、（５）ハード整備に係る支出の適正化のア、医療機器の計

画的な更新・整備については、Ｘ線透視診断装置、ＰＥＴ／ＣＴ装置

等の56件の更新・整備を実施いたしました。  

 次に、イ、施設の計画的な改修については、平成28年度中の基本計

画の策定に向けて、引き続き検討を行っているところでございます。  

 次の６ページから７ページまでは、数値目標について一覧にしたも

のです。 

 ６ページをご覧ください。 
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 １、紹介率、２、逆紹介率、３、退院調整加算算定割合、４、クリ

ニカルパスのバリアンス分析数を、５、救急自動車搬入患者数、７、

患者満足度、８、手術件数及び９、緩和ケア内科延べ入院患者数につ

きましては、目標を達成しております。  

 一方、６、患者満足度の入院のほうですが、目標に届きませんでし

た。これは、前年度より、医師及び看護師の対応に関する満足度が若

干減少したことが影響を与えた可能性があると考えております。  

 ７ページをご覧ください。 

 13、看護補助者、16、平均在日数及び18、ジェネリック医薬品使用

率につきましては、目標を達成しております。  

 一方、10、リハビリテーション実施単位数につきましては、人員の

不足によりまして、次の11、臨床研修医受け入れ数につきましては、

平成26年度採用の１年目の研修医を一定数確保できなかったため、次

の12、医師事務作業補助者につきましては、任期途中の退職を補うこ

とができなかったため、 14、看護補助者（夜間）につきましては、通

年募集を行いましたが、応募者が少なかったため、次の 15、新入院患

者数につきましては、紹介患者数と救急自動車搬入患者数の総数とそ

のうち入院に至った患者数は見込みより多く、一方で、再来患者の入

院数が見込みより少なかったことにより、次の17の病床利用率につき

ましては、平均在院日数の目標と実績の差異の約0.4日と新入院患者数

の目標と実績の差異の338人により、それぞれ目標に届きませんでした。 

 プランの進捗状況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に基づきまして、平成 28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ページ目の予算総括をご覧ください。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。  

 平成28年度予算につきましては、総収益に 235億円、総費用に238億
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5,000万円を計上し、差し引き３億5,000万円の赤字としています。 

 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、建物や医療器械など固定資産を購入するための資

質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。 

 平成28度については、支出が32億8,000万円であり、この財源となる

企業債や繰入金などの収入を24億3,000万円計上した結果、収支差し引

きでは８億5,000万円の不足としております。  

 続きまして、その下の資金状況でございます。  

 平成28年度は、収益的収支の赤字額と資本的収支の不足額の合計 12

億円を、減価償却費など収益的支出に計上されているものの、現金支

出を伴わない費用である当年度損益勘定留保資金等で補塡した結果、

７億7,000万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、平成28年度末では10億9,000万円の資金残となる見込み

でございます。 

 続きまして、２、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、囲みにあります予定年間延べ患者数をご覧ください。 

 まず、入院患者数でございますが、年間では延べ 20万6,761人、１日

平均では566人を見込んでいます。  

 次に、外来患者数でございますが、年間では延べ39万2,821人、１日

平均では1,617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覧くださ

い。 

 総収益の235億円の内訳としましては、入院及び外来の収益を合わせ

た診療収益が197億1,000万円、一般会計繰入金が19億8,000万円、その

他の収益、これは長期前受金戻入や特別室料、文書料などですが、こ

れが18億1,000万円となっており、収益全体では前年度対比で２億 5,000
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万円の減収の見込みです。 

 これは、右側の囲み部分でございますが、まず、診療収益につきま

しては、平均在院日数の短縮による延べ患者数の減少などから、前年

度予算対比で２億9,000万円の減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、一般会計繰入金の増などに

より7,000万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。  

 総費用の 238億 5,000万円の内訳としましては、職員の給与費が 115

億9,000万円、薬品や医療材料などの材料費が 59億8,000万円、委託料

や修繕費などの経費が40億8,000万円、減価償却費等が14億4,000万円、

その他の費用が７億 6,000万円となっており、前年度予算対比で１億

3,000万円の増となっています。  

 まず、給与費につきましては、年金一元化に伴います法定福利費の

増や給料のベースアップ等により、前年度対比で１億 8,000万円の増加

となっており、材料費は、医療材料費の減少等により１億 1,000万円の

減となっております。また、減価償却費等につきましても、前年度対

比で7,000万円の増となっています。その他の費用につきましては、企

業債利息の減などにより、前年度対比で7,000万円の減となっています。 

 以上、総収益、総費用の差し引きといたしましては、３億 5,000万円

の赤字となる予算となっています。  

 続きまして、２ページをご覧ください。 

 （２）資本的収支をご覧ください。 

 まずは、グラフ下段の支出のほうからご説明申し上げます。  

 支出32億8,000万円の内訳としましては、施設や設備の建設・改修や

医療器械の購入などの建設改良費を８億4,000万円、企業債償還金を24

億4,000万円計上しています。  

 次に、グラフ上段の収入についてご説明いたします。  

 収入24億4,000万円の内訳といたしましては、建設改良費を賄う企業

債の発行による収入を７億 7,000万円、一般会計からの出資金を 2,000

万円、企業償還金の一般会計の負担金を、16億4,000万円計上しており

ます。 
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 この結果、収支差し引きでは８億5,000万円の不足としています。  

 次に、３、予算計上に関する、主な事業をご説明いたします。  

 主要事業といたしまして、建設改良費の内訳をこちらにお示しして

います。 

 まず、施設の改修等の病院整備費といたしまして、ヒートポンプユ

ニット設備更新工事などを含めまして１億 3,220万円となっております。 

 また、医療器械購入費等につきましては、一般Ｘ線撮影装置などの

機器等の更新・整備７億816万円を予定しており、建設改良費総額とい

たしましては、８億4,036万円となっています。  

 なお、次の３ページにつきましては、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ページには、業務量として、先ほどご説明しました予定患

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、先ほどの説明と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。  

 終わりに、今回の診療報酬改定への対応についてご説明いたします。 

 平成28年度の診療報酬改定は、診療報酬本体の改定率はプラス0.49％

でしたが、薬価等の改定率は、薬価がマイナス 1.22％、材料価格がマ

イナス0.11％で、全体としてはマイナス改定、引き下げ分を加味する

と実質1.03％のマイナスでありました。  

 ７対１入院基本料の基準の見直しなど厳格化されたものもあります

が、当院のような高度急性期の総合病院を評価します総合入院体制加

算１の基準緩和や、退院支援に関する評価の充実なども行われたとこ

ろであります。 

 当院としては、追い風となるものについて積極的に対応していくこ

ととし、例えば、総合入院体制加算１については４月途中に、退院支

援加算１については、体制を整えて５月に届け出を行ったところであ

ります。 

 予算の説明は以上でございます。  

 続きまして、議題３の紹介状なしの初診等に係る定額負担制度への

対応について、資料４に基づきましてご説明申し上げます。  
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 この件につきましては、新聞報道などもされているところですが、

まず、１、国の制度改正の内容についてご説明いたします。  

 （１）定額負担の義務化とは、医療機関相互の機能分担を図ること

を目的とする健康保険法等の改正によりまして、大病院の一部におい

て、紹介状を持たない初診患者などに対し、厚生労働大臣が定める最

低額以上の定額負担額を徴収することを義務化されたものであります。 

 （２）義務化の対象となる大病院ですが、大学病院等の特定機能病

院及び一般病床が500床以上の地域医療支援病院であり、市立病院もこ

の後者が対象となります。  

 （３）対象となる患者ですが、紹介状を持たない初診患者及び病状

が安定して診療所等に紹介する旨の申し出を行った後も、引き続き、

当該大病院を受診する再診患者さんで、救急や即日入院の患者などは

除きます。 

 （４）定額負担額として厚生労働大臣が定める最低額は、税込みで

医科の初診が5,000円、再診は2,500円、歯科の初診は、3,000円、再診

は1,500円とされました。 

 （５）新制度の実施時期ですが、平成 28年４月１日でありましたが、

公立病院のように条例改正を要する場合は、本年９月末までを猶予期

間とする経過措置が設けられております。  

 次に、２、市立札幌病院の対応ですが、（１）関係する条例の一部

改正を行ったところでございます。  

 （２）負担額の設定につきましては、公立病院として患者さんの負

担を最小限に抑えるため、厚生労働大臣が定める最低額といたしまし

た。 

 具体的には、先ほど説明しました、上の１の（４）の表のとおりで

あります。 

 なお、現在ご負担いただいているのは、初診で2,160円、再診で308

円でございます。 

 （３）改正条例の施行時期等ですが、猶予期間が切れる平成 28年10

月１日からの施行ですので、既に当院のホームページには載せており

ますけれども、さらに、広報さっぽろ等により、市民や患者さん、連
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携医療機関などへ周知を図ってまいりたいと考えております。  

 説明は以上でございます。 

○今部会長 ありがとうございます。  

 ステージアッププラン、予算、紹介状なしの初診の定額負担という

三つについてご報告がございました。  

 ただいまの議題３件について、ご質問、ご意見を伺いたいと思いま

す。 

○森田委員 市民委員の森田です。よろしくお願いします。  

 実は、きょうが我々の任期の最後になります。 

 私は、経営課題と、災害対応の関係等と、また、ジェネリックは、

昨年は68％でしたが、今年度は80％くらいになるという大変いい方向

です。平成27年度の全道平均が59.9％ということで、昨年も全道平均

を上回っておりますし、昨年は、私が独自に持っている資料では、た

しか１番が赤平市で75.5％でした。 

 これは、保険を請求しないと出てこないデータですので、あくまで

も70くらいの市町村のデータです。なぜかというと、薬局がきちんと

整備されているとか、病院の関係とか、基本的には保険請求しないと

数字は上がってきません。  

 ジェネリックは、引き続き、この形で進めていただきたいと思いま

す。1,700万円といっても、されど 1,700万円ですから、それをこれか

らもしっかりとやっていただきたいと思います。これは感想です。 

 それで、数字を見てもわかりますけれども、大変厳しい状況です。

平成26年度は、国の会計制度が変わりまして、主に退職金の関係など

があって若干厳しかったです。また、大きな原因は、先ほどご説明い

ただいた医療報酬の引き下げです。ただ、これは私も最後なので、だ

めだった残念だ、大変だなどとは言わず、平成28年度に向かって、経

営課題を少しでも克服するよう努めると。 

 私は、経営課題について、大きく三つのポイントがあると思います。 

 一つ目は、他の病院との差別化です。二つ目は、高度救急、また周

産期医療をどれだけこの市立病院が担うかということです。三つ目は、

皆さんよくご存じだと思いますが、他の医療機関との連携です。基幹
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病院としての立ち位置をどのようにつかむか。残念ながら、まだ札幌

は緩やかでありますけれども、人口が減っていくということで、ベッ

ド数の問題も出てきます。  

 そういうこともひっくるめて、専門の皆様に、どういう形で平成28

年度に向かっていくか、固まったところだけでいいですから、教えて

いただきたいと思います。  

 ２番目は、災害対応です。 

 先日、精神科医療の災害の関係が出ていました。また、札幌市全体

で災害に対してのプランを秋までにつくるということになっています。

そこで、市立札幌病院として、災害への対応について考えているのか。 

 それは、他の医療機関からの応援体制ということもあると思います。

熊本の地震のときは札幌市からもいろいろなセクションから行ってい

ますけれども、病院というのは、災害が起こった場合に、被災者にと

っては大変頼りになり、深刻な部分も出てきます。災害に対するいろ

いろなシミュレーションはなさっていると思いますし、秋までに病院

独自のプランを全体に取りまとめの中に組み入れると思いますけれど

も、今、固まっている範囲で教えていただきたいと思います。  

 経営改革と経営課題、それから、災害対応という２点についてお示

しいただきたいと思います。よろしくお願いします。  

○病院事業管理者  ご質問をありがとうございました。  

 まず１点目は、ジェネリックに関しましては、引き続き今年度もず

っとやっていこうと思っております。まだまだ不十分だと認識してお

りますので、今後も続けていこうと思っています。 

 また、経営状況が芳しくないということで、今年度に向けての取り

組みはどうなのかということです。先ほど部長から申し上げましたけ

れども、ことしの４月からの総合入院体制加算１というのはかなり大

きな加算でございまして、総合入院体制加算１がとれている病院は全

国でもまだ30施設以下です。この認定の条件としては、精神科病床を

有しており、総合的な高度急性期医療を提供できる病院の象徴という

感じの認定でございます。算定条件がいろいろあるのですけれども、

その算定条件をそれぞれ満たすような感じの医療の提供をしていきた
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いと考えておりまして、職員には、例えば紹介された病院から患者を

お戻しするときに、クオリティの高い診療情報提供書を出したり、入

院してきた患者の治療を行った後の早期のリハビリテーションの提供

や、救急で精神疾患を抱えている認知症の患者が多いのですけれども、

そういった患者への対応など、そういうものに向けて、医療の品質を

上げていくことをモットーとしていきたいので、今年度もそういうこ

とを取り組んでいきたいと考えております。  

 もう一点は、災害に関してです。この災害に関する取り組みは、毎

年、全職員を相手にやっていまして、特に、直下型の地震が来たとか、

電力が使えない状況とか、エレベーターが使えない中で、患者の臨時

手術を行わなければいけないというシミュレーションを事細かに行っ

てやっています。 

 特に、今回の熊本の地震の場合もうちの病院からＤＭＡＴが派遣さ

れております。そういう点では、いろいろな地域に向けての援助とい

いますか、対応はほぼできているのではないかと思っております。  

 これにつきましても、ＤＭＡＴの中の一員として、それから、ＤＭ

ＡＴだけではなくて、精神的なバックアップという面で、対外的な医

療活動まで含めてやっていく必要があると考えておりまして、これは

引き続きやっていきたいと考えておりますし、これが今年度の課題だ

ろうと思っております。 

 答えになっているかどうかわかりませんけれども、以上です。 

○森田委員  最後に一つ要望ですが、ぜひ、職員の皆様の満足度の調

査をしていただきたいと思います。  

 私は、人材育成ということにかかわってきましたが、やっぱり、満

足度というのはそこの病院のいろいろなところに影響してきます。こ

この職員は本当にしっかりしていると思いますけれども、本当に満足

しているかというところをきちんと受けとめることは、病院のこれか

らの経営の大きな指針になると思うのです。  

 以上です。 

○今部会長  職員の満足度調査は８月末ということですので、次回を

楽しみにしております。  
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 続きまして、どなたかご質問はございますか。 

○足立委員 市民委員の足立です。  

 まず、一つ教えてほしいと思っているのが、基幹病院の中のクリニ

カルパス専従職員の配置ということで、その中にバリアンス分析とい

う言葉が出てまいります。そして、その目標数字についても２でクリ

アしたということですが、この内容と、２という数字の意味を教えて

いただきたいということが一つ目です。 

 二つ目は、３ページの人材の確保の看護職員の確保について、４回

の採用試験を行い、約 80名を確保したという記述があり、看護師定数

を12名増やして713名であると、なおかつ、年間で約80名を採用してい

るという状況というご報告がありました。 

 伺いたいことは、看護師さんの充足度と、年間でどれくらいの方が

実際にやめていくのかということです。年間雇用の採用を４回して 80

名という数字は、正直に言って大きな数字だと思いますので、この辺

の実情がどうなのか、ご説明いただけたらと思います。よろしくお願

いします。 

○甲谷理事  私は、クリニカルパスの委員会の委員長をしております

甲谷と申します。 

 今のご質問に対し、お答えいたします。以前の会でもお話しました

が、クリニカルパスというのは、入院中に受ける検査、治療の内容を

示した工程表、いわゆるスケジュール表でございます。患者さんと医

療者側が共有することで、医療の信頼性が高まるというシステムでご

ざいます。 

 しかし、それは単なる予定表ではなく、適切な目標が設定されてい

て、その目標が達成できない場合をバリアンスと称しております。つ

まり、目標に達していない場合、逸脱したとして、バリアンスとして

評価します。そのバリアンスを集めて分析することにより、より質の

高いパスへと改訂されるというシステムになっております。 

 そこで、ご質問にありましたパスのバリアンス分析ですが、平成 27

年度は２件と少なく記載されております。これは、専従職員が平成 28

年度からつきまして、本格的なバリアンス分析を行うのは今年度から
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となっており、今年度の目標は10件と設定しております。  

 ですから、今の質問にありました２件は、まだ専従職員がつく前の、

練習をしていこうという数値で、試行の数でございます。 

○近藤副院長  ご質問の看護職員についてですが、当院の平成 27年度

の離職率については8.5％で、日本看護協会が全国で調べているデータ

からいくと10.8％前後ですので、それに比べると離職率としては若干

低く抑えられていると思っています。  

 充足率ですけれども、80名を確保して、ほぼ充足しています。ただ、

２月、３月くらいになると退職者数が少しずつ増えてきますので、そ

ういうときには、98％くらいの充足率になることはありますが、ほぼ

100％の充足率になっております。  

○足立委員  ご説明はよくわかりました。最近、看護師の雇用は難し

いのですか。その辺の状況はいかがでしょうか。  

○近藤副院長  看護師不足がなかなか解消されていませんで、北海道

でも3,000人くらいの看護師が足りないと言われていますので、札幌市

内でもなかなか難しい状況にあります。 

○今部会長 民間はもっと難しいのですね。 

 そのほかにございますか。 

○斉田委員 委員の斉田です。 

 非常に素朴な質問になるのかもしれないですが、今回の健康保険法

の改正で、紹介状なしの場合は初診で5,000円が取られるということが

義務化されました。  

 また、ステージアッププランの中でも再三出てくるのですが、市立

病院は地域の基幹病院であり、医療の品質を上げていくという話もあ

ります。ステージアッププランの５ページに、自立した病院に向けて

ということで、いろいろと記載があるのですが、それらをざっと見る

と、軽症患者は来ないでくれというものではありませんけれども、市

立病院のメーンの患者ではないです。ある程度重篤な患者をメーンに

して、病院をやっていくという姿勢が見えるのですが、そういった姿

勢と、他方で、自立した病院の冒頭にあるとおり、新入院患者の確保

という要請があります。これは、両立できるかもしれませんが、どこ
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かに無理な点があるような気がするのです。 

 それから、自立した病院に向けてというところで、いろいろな体制

整備のことを書かれています。臨床工学士の常駐化や病床の見直しな

どいろいろなことが書かれているのですけれども、担当のお医者さん

のことが何も書かれていないのです。担当のお医者さんの立場として、

例えば患者の重症度が１から 10まである中で、軽症の患者が来たとき

に担当の患者がどういう対応をされているのか、逆に言えば、軽症な

患者だから来るなと言えば、患者はどんどん減っていくのではないか

と思ったのです。 

 そこで、地域の基幹病院とか医療の品質の向上という点と、新入院

患者の確保、その調整をどう考えているのか。  

 それから、今申し上げた自立した病院に向けていろいろな体制整備

がされるということですが、お医者さんはその中でどういう対応をさ

れる予定なのか。つまり、お医者さんも、重症度に応じて、軽症の方

はすぐに逆紹介に回すということを考えているのか、お聞きしたいと

思います。 

○病院事業管理者  ありがとうございます。斉田委員のご質問にお答

えします。 

 まず、自立した病院についての新入院患者の確保という点と、重篤

な患者を扱う病院だというのは矛盾しているのではないかというご指

摘だったと思います。重篤であろうが、軽症であろうが、新入院患者

を増やしていこうという目標はそのままです。私たちのところは、ほ

かの医療機関から紹介された患者さんを引き受けて診ようとしている

病院なので、それが重篤であろうが、軽症であろうが、担当する医師

はちゃんと診ます。それは私どもの使命だと思っていますので、そう

いうことをやっています。  

 それから、紹介状なしの算定療養費に関して、軽症だったら来るな

ということだろうとおっしゃいましたが、決してそうではありません。

軽症であろうが、なかろうが、医療機関からのお手紙を持って来てく

ださいと申し上げておりますので、軽症な人は来てはいかぬと言って

いるわけではありません。 
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 それから、担当の医者に関しては、臨床工学士が 24時間病院にいて

いただいたほうが担当の医者は仕事がやりやすいのです。そういった

現場の医者の希望で、職員を増やして、なおかつ病院として対応しよ

うとしていますので、決して軽症だからあなたたちは診ませんという

ことを申し上げているわけではありません。その点は誤解しないでい

ただきたいと思います。  

○斉田委員 そういうふうに申し上げているわけではないのです。  

 ただ、方向性として、高度な医療を目指していらっしゃるように見

受けられたので、そういうことと新入院患者を集めていくというとこ

ろに齟齬があるのではないですかという質問だったのです。  

○病院事業管理者  紹介患者が増えてきますと、一定の確率で重篤な

患者さんがその中に含まれているのです。ですから、斉田委員がおっ

しゃるように、重篤な患者だけを選んでやっているわけではないです

し、軽症な患者さんをオフリミットでやっているわけではございませ

ん。紹介された患者をたくさん引き受けている中に一定の割合で重篤

な患者さんが含まれていると認識していただいたほうがよろしいと思

います。 

○今部会長  2015年の医療保険制度改革法ということで、厚労省でば

ちっと決めてしまったものなのです。これを少し調べてみますと、日

本の大病院の中で、紹介状なしで初診している患者さんが６割以上い

るという統計があります。これは厚労省のホームページから持ってき

ています。そして、機能分化という面がありまして、よく言われる３

時間待ちの３分診療で、本来の高次医療機関を果たせなくなるという

ことが厚労省の前提としてあるということが書かれております。ただ、

紹介状を持ってきている患者さんは、我々も、軽症であろうが、重症

であろうが、専門性が高いと思ったときには市立病院に紹介して、全

部引き取っていただいている現実がございますので、決して来るなと

言われている感じは僕自身も受けていないです。 

 機能分化と新入院患者数の確保というのは、一見、矛盾しているか

もしれませんけど、紹介が上がってくれば、その中に重篤な患者が入

っているというのは、お話のとおりだと思います。  
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 機能分化に関してはどうですか。勤務医の 80％が過労死認定基準で

働いている現実もマスコミ等で報道されていますけれども、職員の安

全確保という面からも機能分化が必要だと思うのです。  

○病院事業管理者  部会長、どうもありがとうございます。 

 私どもの病院を頼りにしていただいている医療機関がたくさんある

ということもよく認識していますし、頼りにされて、私たちの見識を

問われるような患者を紹介していただけるので、それに関してはしっ

かり応えたいと思っています。現場の医者は、いろいろなことで時間

がとられて、時間外の勤務をやったりということで苦労していると思

うのですけれども、医療機関から紹介された患者だけは断らないで診

るようにと私は言い続けています。その点で、現場の医者は本当によ

く頑張ってくれているなと考えています。  

○今部会長 ありがとうございます。  

○髙田委員 髙田です。 

 二つご質問したいと思います。  

 今、斉田委員がおっしゃっていた患者をお断わりするというイメー

ジですけども、紹介された患者ではなくて、直接病院に来られた患者

をそこで振り分けますね。あなたは軽症ですから、かかりつけ医、個

人の診療所にかかってくださいというふうな振り分けをするのですね。

それが市民病院としてのあり方としてどうなのかということだと思っ

て私は聞いていました。市民病院としては、高度な機能の品質の高い

診療をするのはもちろん大事ですけれども、市民病院としてのあり方

としてどうなのかと考えたときに、ちょっと疑問を感じます。これは、

私の考え方です。 

 そこでお聞きしたいのは、きょうの議題にはなっていないのですけ

れども、例のすずらんネットを始めていると思いますが、現状の登録

の病院数や患者数がどのくらいあったのか、お伺いしたいと思います。 

 もう一つは、紹介状を持たない初診患者の関係で、それを受付でや

られているのか、看護師がやっているのか、お医者さんがやっている

のかわからないのですけれども、病状の判断をするのは、どういった

職位の方がどういった権限で行うという基準のようなものがあるでし
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ょうか。 

 ただ受付に患者が来たら、軽そうだからあなたは民間の病院へ行っ

たほうがいいよということになるのか、きちんとした権限を持った方

が責任を持って処理をされているのか、そういった基準があるのであ

れば、教えてほしいと思います。  

○病院事業管理者  髙田委員、ご質問をどうもありがとうございます。 

 まず、紹介状なしで受診した患者さんの選別についてのご質問だっ

たと思います。 

 選定療養費で5,000円をいただきますというのは10月１日から始まり

ますので、まだ先の話になるのですけれども、現在、うちの診療科の

約半分が原則紹介制という制度をとっております。紹介状なしで受診

された患者さんに関しては、できるだけ今までかかっていた病院から

お手紙を持ってきて、今までの状況をはっきりわかるようにしてくだ

さいと受付の者がお話をします。受付の者は看護師の資格ですけれど

も、その者が患者さんからお話を聞いて、そういう指導をしています。

ただし、いやいや、自分は今熱があるのだとか、おなかが痛くてこち

らに来たのだから診てくれ、初診料も払うから診てくれという場合は、

もちろん、そのまま引き受けて診察をします。  

 物すごく誤解されているかもしれませんけれども、手紙を持ってい

ない患者さんは、全員、どこかよその病院にやっていると思われても

困るのでお話をしますが、決してそうではありません。  

 もう一点は、10月からもそうですし、今もそうですけれども、聾啞

者ですね。手話通訳がちゃんと配置されている病院は、札幌市内では

私どもの病院ともう一件しかないのです。そういう患者さんは、私た

ちが引き受けなければどこが引き受けるのかということになるので、

紹介状がなくても私たちは診ています。それは誤解しないでいただき

たいと思います。お金を払わなければ診ないのかという議論にはなら

ないと思います。 

 それから、すずらんネットについてです。ことしの１月から始めま

して、施設数としては約30施設ということで、徐々に増えておりまし

て、今年度末までには50施設まで拡大したいと考えています。  
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 また、患者の実数に関しては、 60人前後だったのではないかと思い

ます。利用していただいている医療機関は徐々に増えてはいるのです

けれども、ハードユーザーになっていただきたいという医療機関もも

ちろんあるものですから、それに向けては、いろいろ取り組みを深め

て、これからもやっていきたいと考えています。  

○髙田委員 わかりました。その症状の判断は看護師が行っていると

いうことですね。それはそれでいいのですが、今、事業管理者がおっ

しゃったように、行っても多分断られるというイメージがあるのです。

これは私が聞いた範囲ですが、ほかの病院を紹介してあげるから、そ

こへ行きなさいというイメージで捉えているのではないかと思います。

私もそうでした。 

 そうではなくて、あくまでも患者の判断で、ここにどうしてもかか

りたいという場合は5,000円を払うという話になるのですね。よそに行

きたいなら紹介してあげるよということですが、イメージとしては、

よそを紹介するということが大きくなってしまっていて、市立病院に

行っても、初めてで、軽かったらかかれないのだよねと言っている人

は結構います。だから、やっぱりＰＲが足りないのではないかという

気がします。確かに、健康保険でやっているからいいのだと思うので

すけれども、それはちょっと違うと思います。やっぱりＰＲが足りな

いのではないかという気がします。 

○病院事業管理者  ご指摘をありがとうございます。  

 私どもも結構ＰＲはしているつもりです。特に、先ほど申し上げた

原則紹介制をとらせてもらうときも、広報さっぽろなど、いろいろな

広報活動を行いまして、救急で見えた患者や先ほど申し上げた聾啞の

人とか、手話通訳の必要な人とか、小児に関してとか、そういう方に

関しはそういう対応ではないのだということは常々説明してきており

ます。それでもＰＲが足りないとおっしゃるのであればそうかもしれ

ませんけれども、できる限りのことはやっているつもりです。  

○今部会長 よろしいですか。 

 ちなみに、自己負担分5,000円ということですけれども、特定機能病

院で、東京女子医大病院は8,640円、千葉大学病院は1万800円です。北
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海道内でも、旭川の日赤では6,480円ということで、全国的にはかなり

高い設定がされているようです。その中で、市立病院は最低ラインで

行っているということも補足させていただきます。  

 ほかにございますか。 

○行方委員 行方です。 

 最近、札幌市内、また全国で保育園が不足しているということが話

題になっています。市立病院においても、看護師は女性が圧倒的に多

いですし、現在は女性のドクターも増えております。これまで、委員

をしている中で、院内保育園という話は聞いたことがありませんが、

今後、人材確保などの意味で考えていくことがあり得るのか。 

 それから、こちらの病院では、育児休暇は何年間という決まりがあ

るのかどうか、教えていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○経営管理部長  経営管理部長の蓮実です。 

 院内保育園は、この建物の隣にあります。定員 90名で、乳児のほう

は満杯という状況ですけれども、基本的には入れている状態ですが、

結構ぎちぎちになりつつあります。  

 それから、育児休業は、市の職員ですので、市の職員と同じく３年

です。 

○行方委員  ３年というのは、かなり恵まれた環境だと思います。私

の娘も、企業に勤めていて、当時は１年半でも恵まれているほうだな

と思いましたので、３年というのは大変恵まれていると思います。 

 ありがとうございました。  

○今部会長 職員の満足度にもつながってくる話だと思います。  

 時間が押してまいりましたが、ほかにご発言はありますか。 

○菅原委員 菅原です。 

 私は、今の担い手不足という話をいろいろな業種の人から聞いてい

ますが、これは日本全体の問題です。その問題について、この業界で、

札幌でもいいですし、北海道内でもいいですが、どういうふうにして

いこうという話し合いはあるのでしょうか。  

 先ほどの離職率も、平均よりは低いということですが、そもそもの
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平均が高いと思っています。それは、お互いの病院が奪い合っている

のか、それで離職率が高いのかもしれませんが、そこら辺の実態と、

業界での担い手不足への対応策はどう考えているのか、既に打ち合わ

せをされているかということをお聞きします。  

○病院事業管理者  医師に関しましては、先ほど説明がありましたけ

れども、専門医制度とか研修医制度に関して、道内全体の主立った病

院が集まって協議会をつくっていまして、そこで、研修医の対応、専

門医の対応を協議しながら、特に道内の中ではそういうことをディス

カッションしながら決めています。 

 研修医に関しては、一時期、北海道全体で研修医が少し下降した、

人数が少なくなったのですけれども、最近、また徐々に盛り返してい

まして、道内で研修してくれる研修医の数は、徐々にではありますけ

れども、毎年毎年着実に増えています。 

 三大学の中でも、特に札幌医大と旭川医大は、地域枠を設けて大学

から卒業した段階で、何年間かは、地域で研修しなさいということで

担い手を育てていっている背景はあります。  

 専門医制度につきましても、ほかの地域では統一した見解がなかな

か出ないのですが、北海道の中では、昨年からいろいろな取り組みを

やっていまして、幸か不幸か、来年度スタートの予定だった専門医制

度が延びたのです。ただ、延びる前の段階で、道内でどういう対応を

しようかということを十数個の自治体病院も含めて集まって、そこで

検討しています。 

 ですから、委員がおっしゃられたように、一つの病院だけでは対応

がなかなか難しいのですけれども、複数の病院が集まって、いろいろ

な会合を持ちながら、自分たちの次世代の人間のキャリアパスをつく

ろうということはやっております。  

○近藤副院長 看護師に関しては、日本看護協会と北海道看護協会で、

今、養成することと、定着することと、復職支援の大きな３本柱で取

り組みをしていまして、今、養成については学校が少しずつ増えてき

ているということと、定着については、働き続けられる職場づくりと

いうことで、夜勤のあり方のガイドラインを看護協会から提示したり、
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復職支援については、昨年の 10月から届け出制度が開始されています

ので、昨年も、看護協会に1,200人くらいの看護師が届け出をして、そ

れが就職活動につながっているというデータがあります。これについ

ても、技術研修だったり、ほかの研修をいろいろな病院が公開して支

援をするという取り組みは北海道看護協会が中心になってやっており

ます。 

○菅原委員 ありがとうございました。  

 いろいろと研修制度をやっているということですが、そもそも若者

が減ってきます。これから何十年かは、もともとの入り口がどんどん

減っていきますけれども、打開策の案をお持ちなのでしょうか。ほか

の業種では、シルバー層をどうかとか、一回リタイアした人をどうか

とか、そういう話も出てきます。この医療業界には合わないですけれ

ども、外国人実習生の活用の緩和をしようという話はあるのですが、

今後、入り口が減ってくるということも踏まえていくと、それに対す

る打開策はお持ちなのでしょうか。  

○病院事業管理者  難しい質問ですが、委員がおっしゃられたように、

今後、医学部を卒業してくる学生は、ある一定のところまで行くとだ

んだん減ってくるだろうと言われています。ただ、医師会からの試案

としては、そんなに減らないだろうと言われています。  

 卒業生は一定の数が確保されて、プラトーに達してもそこから後は

継続するだろうという予想はできるのですけれども、医者の分布が都

会に集まるだろうということは言われています。  

 幸か不幸か、札幌の医療圏に関しては、医師は充足したままという

予想はされていますが、今後、医者全体の人口が少なくなったときに、

何かいい対策があるかというご質問については、ワーキングシェアの

ような感じでやるしかないと個人的には思っています。 

 もう一点は、チームとして対応をしていくということですね。そう

すると、時間もある程度は分けられるし、病院の中でできる仕事と外

でもできる仕事は分けられるので、ＩＴをいろいろと利用しながら、

自分のＱＯＬを損なわない感じの業務形態が今後は可能になるのでは

ないかと個人的に思っています。 



 - 26 - 

○菅原委員 地方が大変だと聞いていまして、例えば、今、ＩＴが出

てきましたけれども、全体の話で言うと、これから何十年間は北海道

全体の医療もかなり低下していく可能性があるので、市立病院が町立

病院その他と遠隔医療などでカバーし合うことができると、北海道の

基幹病院としての役割も担っていけると思うのです。本当は札幌市な

のですが、広い意味で北海道の基幹病院として幾つかある中の役割も

出てくると思ったものですから、期待を込めてご質問させていただき

ました。どうもありがとうございました。  

○今部会長 期待感のあらわれということでした。  

 そろそろ時間ですが、最後にどうしてもという方はおりますか。 

○足立委員  先ほどからお話に出ている紹介状なしの診察にかかわる

ことです。 

 厚生大臣が定める最低額以上の定額というものがニュースとして出

てきまして、委員からもお話が出ているように、かなり誤解されてい

るのです。きょうのペーパーの一番下に、広報さっぽろ等により市民

等に今後周知を図ると書いていますが、どういう言い方までできるの

かというのは、中身的には問題があるのかもしれません。国が決めた

内容を周知するわけですから、言えないところも出てくる気がします。 

 しかし、特に市立病院という形で、札幌市の市民を対象とする病院

であるという点から考えますと、この辺のところをより具体的に、そ

うした誤解をできる限り払拭するような方法で、表現等も一歩、二歩

踏み込んだ内容で市民の理解を得るような努力をしていただけないか

という気がしています。 

 私の周りにいる人たちも、先ほど各委員からお話がありましたよう

な言い方をしております。先ほど院長からご説明がありましたように、

そういうスタンスではないということがわかっていないのです。もう

ここでシャットアウトされるのだというニュアンスで受けとめている

方は結構多いのです。 

 ですから、何とかもう一歩、そういう誤解をしている方に対して理

解を求めると。ここまで考えていますよということを思い切った形で

示す必要があります。  
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 市立病院は、広報さっぽろという札幌市民の各お宅に届けられる広

報の方法を持っているのです。私立病院でこんなことはできないです。

市立病院という形の中でそうしたことを一度お考えいただけないかと

いうのが私からの要望です。  

○今部会長  ご回答はないですね。ご要望として承っておきたいと思

います。 

 これで審議は終了させていただきたいと思います。  

 事務局から連絡事項はございますか。 

○経営企画課長  お疲れさまでございます。  

 大変申しわけないのですが、１カ所、資料の数字の訂正をさせてい

ただきたいと思います。  

 資料２の１ページの一番右上のところで議論になりました紹介制の

診療科の数は、平成26年９月で13診療科になっておりますが、15診療

科と訂正していただきたいと思います。  

 今回、委員におかれましては、任期の最後でございますので、経営

管理室長の渡邉より皆様にご挨拶を申し上げます。  

○経営管理室長  経営管理室長の渡邉でございます。  

 今お話のありましたように、任期中の最後でございますので、一言、

御礼のご挨拶をさせていただきたいと思います。  

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、病院部会にお集ま

りいただきまして、また、本日もそうでしたけれども、大変ご熱心に

議論をしていただきましたことに、本当に心から感謝を申し上げます。 

 また、この２年間、病院部会におきましては、きょうも出ておりま

した予算や決算はもとより、中期計画である新ステージアッププラン

の策定、原則紹介制の診療科への導入、さらには、昨年行いました病

床の再編といった当院がいろいろ取り組みを進めてまいりましたこと

について、ご審議をいただき、ご議論をいただいたところございます。

その中で、いろいろと貴重なご意見も賜ったところでして、厚く御礼

を申し上げます。 

 皆様におかれましては、せっかくこういう機会がございましたので、

今後とも、市立病院が市民の皆様に良質で高度な医療を提供していく
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ことができますように、皆様からもご支援を賜れれば大変ありがたい

と思っております。 

 最後になりますけれども、皆様方の、ますますのご健勝をお祈りい

たしまして、簡単ではございますが、御礼の挨拶とさせていただきま

す。 

 ２年間、まことにありがとうございました。  

 

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さ

せていただきます。  

 皆様、どうもお疲れさまでございました。  

                         以  上   


