
 

 

 

札幌市営企業調査審議会（平成28年度第２回病院部会） 

 

 

 

 

日 時  平成28年11月10日（木）午後６時30分～７時50分 

 

場 所  市立札幌病院 ２階 管理棟会議室 

 

出席者  委 員 １０名 

     荒木委員、今委員（部会長）、菅原委員、田作委員、 

     名本委員、早坂委員、平本委員、舛田委員、水澤委員、 

     渡辺委員 

 

     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、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、大谷医事課長、 

     佐々木経営企画課長 
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１ 開 会 

○経営企画課長 定刻になりましたので、ただいまから、札幌市営企

業調査審議会平成28年度第２回病院部会を開催いたします。 

 本日は、各委員の皆様には、大変お忙しいところをお集まりいただ

きまして、ありがとうございます。 

 私は、病院部会の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。病院部会の部会長が選出されるまで、本日の進行を務

めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、金子委員からは、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。 

 委員の皆様には、本日の会議資料を事前にお送りしているところで

ございます。また、このほか、机の上に新ステージアッププランとい

う冊子と本日の座席表をお配りしております。 

 それでは、初めに、病院事業管理者の関からご挨拶を申し上げます。 

○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、それからお寒

い中をご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

 今期の病院部会は、前期から引き続き所属された方が５名、新たに

所属された方が６名、合わせて11名の委員で構成されることになりま

した。 

 この市立札幌病院は、150年近くにわたりまして、地域の基幹総合病

院として、他の医療機関では対応の難しい患者さんへの治療に積極的

に取り組んでまいりました。 

 また、国の進める医療制度改革の趣旨にのっとり、地域の医療機関

との機能分化と連携を進め、平成25年には道内の自治体病院としては

初めての地域医療支援病院の承認を受けました。これを励みとしまし

て、患者さんや地域の医療施設からさらに信頼されるように、職員一

同、努力しておるところであります。 

 本日の部会におきましては、平成27年度の決算の概要を議題にさせ

ていただいております。 

 委員の皆様におかれましては、それぞれの立場から、ぜひ忌憚のな
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い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。 

 簡単ではございますが、私のご挨拶とさせていただきます。 

 本日は、どうぞよろしくお願いします。 

○経営企画課長 本日は、９月に開催されました札幌市営企業調査審

議会の総会以降、初めて開催する病院部会でございます。 

 議題の前に、改めて委員の皆様をご紹介させていただきます。 

 お手元の資料１の委員名簿の順にお名前をご紹介申し上げます。 

 初めに、荒木委員でございます。 

 続きまして、今委員でございます。 

 菅原委員でございます。 

 田作委員でございます。 

 名本委員でございます。 

 早坂委員でございます。 

 平本委員でございます。 

 舛田委員でございます。 

 水澤委員でございます。 

 渡辺委員でございます。 

 続きまして、病院局の出席者をご紹介申し上げます。 

 経営管理室長の渡邉でございます。 

 副院長の向井でございます。 

 同じく副院長の渡辺でございます。 

 同じく副院長の近藤でございます。 

 理事の牧瀬、同じく理事の甲谷につきましては、所用のため欠席さ

せていただいております（甲谷理事については遅参）。 

 続きまして、同じく理事の三澤でございます。 

 同じく理事の西川でございます。 

 経営管理部長の蓮実でございます。 

 放射線部長の貴志でございます。 

 検査部長の高橋でございます。 

 薬剤部長の後藤でございます。 
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 看護部長の勝見でございます。 

 医療品質総合管理部長の阿部でございます。 

 総務課長の高田でございます。 

 施設管理担当課長の野田でございます。 

 医事課長の大谷でございます。 

 以上でございます。 

 

２ 議 題 

○経営企画課長 それでは、議題１、部会長及び部会長代理の選出に

移らせていただきます。 

 市営企業調査審議会条例の第６条第３項において、部会に部会長を

置き、部会に属する委員の互選によってこれを定めるとなっておりま

す。また、慣例により、部会長代理も置いているところでございます。 

 それでは、部会長、部会長代理の選出につきまして、どなたかご意

見はございませんでしょうか。 

 田作委員、お願いいたします。 

○田作委員 私も含めて、初めて入られた方々も多いと思いますので、

まずは事務局案を示していただければと思います。お願いいたします。 

○経営企画課長 ありがとうございます。 

 ただいま、田作委員から、事務局から案を出してはどうかという意

見がありましたが、皆様、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○経営企画課長 それでは、事務局の案を示させていただきたいと思

います。 

 部会長には、前期もお引き受けいただきましたが、札幌市医師会副

会長の今委員に、部会長代理につきましても、同じく前期もお引き受

けいただいております北海道医療新聞社常務取締役の早坂委員にお願

いしたいと考えております。いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり・拍手） 

○経営企画課長 ありがとうございます。 

 それでは、今委員に部会長、早坂委員に部会長代理をお願いしたい
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と思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、今部会長にはお手数ですが、部会長席に移っていただき

まして、一言、ご挨拶を賜りますとともに、以降の議事運営について

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〔部会長は所定の席に着く〕 

○今部会長 皆様、こんばんは。 

 今、大変な大役を拝命しまして、部会長に選任されました今と申し

ます。 

 昨年、前期もこの会に参加させていただきまして、いろいろと問題

点、また、勉強させられることも多く、現在、医療情勢は非常に厳し

いところではございますが、先ほど関先生がおっしゃられました150

年の歴史とともに、市立病院が高度急性期病院であるということ、政

策医療を担う病院であるということ、地域医療支援病院であるという

こと、この三つが市立病院に課せられました最大の使命でございます。

我々開業しております医療機関にとりましても、市民にとりましても、

最後のとりでと言っていい市立病院だと私は考えてございます。 

 とは言いましても、なかなか難しい経営に関しての面や、いろいろ

な問題点があるとは思いますが、この会は、この市立病院をいかに市

民のためによりよく発展させていくかという視点で運営させていただ

きたいと思いますので、どうぞひとつご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 では、早速、議事に入らせていただきます。 

 議題について病院局からご説明をいただきました後、委員の方々に

ご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 議題２、平成27年度決算の概要について、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ございます。 

 議題２、平成27年度決算の概要についての資料をご説明いたします

前に、今回は、審議会委員改選後、初めての病院部会ということです

ので、市立札幌病院の中期経営計画につきまして、概略をご説明させ

ていただきたいと思います。 
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 お手元の新ステージアッププランという冊子の表紙をめくっていた

だきまして、「はじめに」というページもめくっていただきまして、

そうすると右上に新ステージアッププラン概要版①というページをご

覧いただきたいと思います。 

 上段の本計画についてですが、この新ステージアッププランは、中

段の枠内の当院の四つのビジョン、１、地域医療支援病院として、患

者さんや医療機関に信頼される地域完結型医療の提供により北海道・

札幌を支える基幹病院、２、高度急性期を中心とした医療、政策医療、

集学的医療などを提供する多機能病院、３、将来さらに質の高い医療

を提供すべく信頼される人材を育成する発展する病院、４、2025年に

向けた医療・介護機能の再編に対応した健全な運営を行う自立した病

院、この四つのビジョンを実現するための中期経営計画でありまして、

平成27年度から平成30年度までの４カ年を計画の対象期間としており

ます。 

 次に、ページをめくっていただきまして、右側の概要版③と表示さ

れているページをご覧ください。 

 当院の役割を記載しております。 

 先ほど今部会長にもおっしゃっていただきましたけれども、左上に

掲げた役割につきましてご説明いたします。 

 一つ目の高度急性期病院についてですが、まず、急性期医療とは、

急性疾患や慢性疾患の急性増悪など、緊急、重症な状態にある患者を

中心に行う入院、手術、検査等の専門的な医療を指します。この急性

期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医

療を提供する機能を有する病院のことを高度急性期病院と呼んでおり

ます。 

 その次の政策医療とは、採算性や専門医師、医療従事者の確保等の

面から、民間医療機関では提供が困難な医療、救急、周産期、小児、

精神、災害と、実施する医療機関が限定される感染症、エイズなどの

医療を指しております。 

 次の地域医療支援病院とは、地域の医療機関と役割分担をし、患者

さんを地域全体で治していく地域完結型医療を担う中核的病院のこと
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です。日常的な診療は地域の医療機関、いわゆるかかりつけ医に担当

していただき、地域医療支援病院は、専門外来、入院治療、救急医療

等の急性期治療を担当する役割となっております。そのため、地域医

療支援病院は、地域医療の中核を担う設備構造等やかかりつけ医を支

援する能力を備え、かつ、２次医療圏内の地域医療の充実に貢献する

病院として知事が承認するものとされており、当院は平成25年度に承

認を受けております。 

 この地域医療支援病院としての役割を果たすため、当院では、かか

りつけ医からの紹介状を持った患者さんに対する医療を中心としてお

り、26年９月からは、15の診療科で、原則紹介制を実施しているとこ

ろです。 

 次に、下に当院の経営課題をまとめております。 

 各項目の説明につきましては、ここでは省略させていただきますが、

医療提供体制、職員、医療機器・施設等、経営基盤に関すること、そ

れぞれ左側に現状を、矢印の右側にはその解決に向けて取り組みが必

要な項目を記載しています。 

 課題に向けた具体的な取り組みにつきましては、次のページをめく

っていただきまして、④と書いてあるページの経営課題に対する取り

組みに記載しております。 

 ここでは、一部についてご説明いたします。 

 まず、左上のビジョン１、基幹病院に向けて、（１）地域の医療機

関との機能分化・連携の推進のイ、（仮称）総合サービスセンターの

設置について説明します。 

 これは、外来や病棟、地域連携センターなど、各部門にまたがる入

退院の説明、相談、手続業務を集約・一元化するものです。これによ

り、退院支援の早期実施、病棟看護師等の入院に係る業務の軽減等を

図るとともに、患者さんの利便性向上を図るものです。 

 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、対象とする診療科の拡大を行ってきました。 

 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月には対象を全診療科としております。 
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 続きまして、ビジョン２、多機能病院に向けて、（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説明します。 

 これは、看護師等の配置数を増やし、臨時手術や緊急手術に速やか

に対応できる体制をとって、手術件数の増加を図るものです。 

 平成27年４月に看護師を５名増やし、11月から定期手術枠を最大7

列から８列に拡大しており、27年度の手術件数は26年度から310件増の

6,929件となっております。 

 次に、概要版⑤のページをご覧ください。 

 ビジョン３、発展する病院に向けてです。 

 近年、看護師や研修医などの職員の確保が難しい状況になっている

ことから、職員の募集広報を初め、研修・育成環境、勤務環境などを

充実させて、人材の確保と専門性の向上を図るものです。 

 このうち、（２）研修医の確保と育成のア、研修の内容等の充実に

ついて説明します。 

 平成26年度より、研修医が所属する部署として、臨床研修センター

を設置しておりましたが、その研修の内容等の充実を図るものであり

ます。 

 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、

12月と28年の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

修医室を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

環境の整備なども行いました。 

 臨床研修センター設置前は、初期研修医が定員を大きく下回る年度

もあったのですが、設置後の近年は、ほぼ定員どおり確保している状

況です。 

 次に、ビジョン４、自立した病院に向けてですが、健全な経営を行

うためには、新入院患者を確保し、かつ、早期に回復させる、つまり

は平均在院日数を短縮させることが重要であります。これは、ＤＰＣ

と呼ばれる診療報酬の評価制度においては、１日当たりの診療報酬が

定額払いとなり、かつ、入院日数が長くなるに応じて段階的に下がっ

ていく仕組みになっているからであります。 
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 冊子では、再掲を表示しておりますが、ビジョン１、ビジョン２の

実現に向けた取り組みで、新入院患者の確保、平均在院日数の短縮と

業務の効率化を図っていくというものであります。 

 最後に、⑥ページの収支見通しをご覧ください。 

 収益的収入及び支出ですが、経常損益については、新入院患者の増

加や施設基準の取得などにより収益を確保することで、30年度には黒

字に転換する見込みとしております。 

 最後に、点検・評価・公表についてです。 

 プランの進捗については、病院部会にその進捗状況を報告すること

としておりまして、平成27年度の状況については、本年７月の部会で

ご報告しているところでございます。 

 新ステージアッププランについてのご説明は以上でございますが、

引き続き、お手元の資料２によりまして、平成27年度の決算について

ご説明させていただきます。 

 初めに、１ページ目の平成27年度決算の概要です。 

 平成27年度の病院事業会計決算は、入院患者数が増加したことに伴

い、前年度に比べて診療収益が4.8億円増加しましたが、給与費が3.1

億円、減価償却費等が2.7億円増加したことなどから、7.9億円の純損

失計上に至りました。 

 なお、現金を伴わない収益と費用等を加味した資金収支では、平成

27年度単年度としてはマイナス15.1億円、過年度分と合わせた27年度

末としては10.5億円の資金残となっています。 

 次に、財政状況の（１）収益的収支をご覧ください。 

 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。 

 まず、総収益でございますが、合計221億7,000万円です。内訳は、

入院収益と外来収益を合わせました診療収益が185億4,000万円、一般

会計繰入金が19億8,000万円、特別室料や文書料などのその他収益が16

億5,000万円となっております。 
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 総費用は、合計229億6,000万円です。内訳は、人件費が110億3,000

万円、薬品や医療材料などの材料費が60億6,000万円、委託料や修繕費

などの経費が36億9,000万円、減価償却費等が14億1,000万円、企業債

利息などのその他費用が７億7,000万円となっております。その結果、

差し引きで７億9,000万円の純損失となっております。 

 前年度と比較しました主な理由をその下に記載しております。総収

益が左側に、総費用が右側に記載されております。 

 左側の総収益ですが、前年度より５億4,000万円の増加となっており

ます。これは、入院患者数の増加等により診療収益が４億8,000万円の

増となったことによるものです。 

 右側の総費用ですが、前年度より48億円の減少となっております。

これは、給与費が共済負担金の増加等により３億1,000万円の増、材料

費が薬品等の増加などにより１億円の増、経費が修繕費や委託料の増

加等により１億2,000万円の増、総合医療情報システム更新に伴う償却

資産の増加等により減価償却費等が２億7,000万円の増と、費用自体は

増加しておりますが、平成26年度には、会計制度の見直しに伴い、退

職給付引当金等を計上した特別損失が55億4,000万円あったのですが、

その分、55億4,000万円の減になったものによるものでございます。 

 この結果、二重線で囲っておりますが、平成27年度は、経常損失は

前年度より２億5,000万円悪化の13億円のマイナス、純損失は、前年度

比53億4,000万円好転の７億9,000万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

しています。当年度末の累積欠損金は、前年度から７億9,000万円増加

し、81億5,000万円となっております。 

 次に、下段の（２）資本的収支をご覧ください。 

 資本的収支とは、建物や医療器械などの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

業債の元金返還に伴う支出や、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、合計で24億7,000万円、内訳は建設改良費の財

源として借り入れをしました企業債が6億8,000万円、建設改良費のう
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ち、企業債の対象外事業などに充当する一般会計出資金が２億円、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15億9,000

万円となっております。 

 一方、支出は、合計35億1,000万円で、内訳は医療器械等の購入や病

院整備を行います建設改良費が８億円、一般会計からの借入金の返済

である他会計借入償還金が３億4,000万円、企業債元金償還金が23億

7,000万円となっております。 

 収入支出差し引きでは、10億4,000万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すが、病院整備といたしまして、冷暖房設備で

あるヒートポンプユニット設備更新工事などを１億2,000万円で実施し

ております。また、医療器械購入等といたしまして、Ｘ線ＣＴ組み合

わせ型ポジトロンＣＴ装置―ＰＥＴ－ＣＴの導入などを６億8,000万

円で実施しました。 

 続きまして、次のページの（３）資金状況でございます。 

 平成27年度は、先ほど申し上げましたとおり、収益的収支で７億9,000

万円の赤字、資本的収支については、税抜きでは９億9,000万円の不足

となることから、17億8,000万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ました２億7,000万円を損益勘

定留保資金等として収支不足額に補塡いたしますと、当年度資金不足

額としては15億1,000万円となり、また、前年度までの内部留保資金と

合わせまして、27年度末では10億5,000万円の資金残となっております。 

 次のページの業務量をご覧ください。 

 縦に入院、外来、横に左から27年度、26年度、比較と並べておりま

す。27年度の業務量を26年度と比較してご説明いたします。 

 まず、中段の網かけ部分をご覧ください。 

 病床数についてですが、798床から747床に変更になっており、これ

は平成27年12月に行いました病床再編によるものでございます。 

 上段の入院患者数ですが、中ほどの計の欄で、年間で延べ19万6,171

人となり、前年度との比較では、一番右から三つ目、2.3％の増となっ

ております。 
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 下段の外来患者数につきましては、一番下の計になりますが、１日

平均では1,626人、年間では39万5,145人となっており、前年度との比

較では、これもまた一番右から三つ目になりますが、2.6％の減となっ

ています。 

 外来患者数の減少は、先ほど申し上げました平成26年９月より実施

している原則紹介制によるものと、地域の医療機関への逆紹介を進め

たことによるものでございます。 

 また、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。 

 説明は以上でございます。 

○今部会長 ご説明、ありがとうございました。 

 やはり、大変厳しい数値が出ております。でも、これは避けては通

れないところなので、最初に質問をさせていただきます。 

 経常収支が赤であるということと、資金が減ってきているところが

非常に気になります。平成30年度までに何とか黒字化という新ステー

ジアッププランもございまして、では、一体何をやるのか、具体的に

どういう計画でいらっしゃるのかというところは避けて通れませんの

で、そこからご質問させていただきたいと思います。 

○経営管理部長 これまでも、病院機能に即した施設基準の取得、例

えば総合入院体制加算の１を取得して年間１億円ぐらいの収入増にな

るとか、その他もろもろの各種加算の算定など、これまでも対策を行

ってまいりました。 

 ただ、今、今部会長がおっしゃっていただいたとおり、まだまだ厳

しい状況が続くので、今は、収益の増加はもちろんですが、費用の削

減などについても改善をさらに推し進めるべく、現在、病院の各部門

の代表による会議体を立ち上げまして、コンサルを入れて、具体策を

協議しているところでございます。 

○今部会長 ありがとうございます。 

 外部の血を入れてというか、専門家を入れてということですね。病

院として部門のトップが集まって真剣に考えていきたいということで

ございました。 



 - 12 -

 今のご説明全体を通しまして、ご意見やご質問がございましたら承

りたいと思います。どなたかございますか。 

○水澤委員 市民委員の水澤です。 

 今のお話は、私自身はぴんとこなかったです。非常に収支状況がよ

くないということで、確認したいのですが、今、残金が10.5億円しか

なくて、ひょっとしたら、もう１年たてば残金がなくなるかもしれな

い状況だという理解でよろしいでしょうか。 

○経営管理部長 もう１年といいますか、このままの状況が続けばそ

ういうことも考えられますが、今、そうならないように中で具体的な

詰めを行っているところでございます。 

○水澤委員 具体的に、当年度の借金分といいますか、赤字分が15.1

億円だったのですね。ということは、あと10.5億円しかないわけです

から、同じような規模の赤字が出れば破綻するという理解でよろしい

のですね。それだけ厳しい事態だということですね。 

 そう考えると、私は、今のような費用削減だけで何とかなるものだ

となかなか思えないのです。もっと抜本的に変えるようなことをお考

えいただかないと、もしくは我々が考えないと、このままいいよとい

うわけにはいかないと思ったわけです。そして、市立病院の魅力をど

う高めるかという戦略を考える必要があるのではないかと思っていた

のです。 

 そこで、新ステージアッププランがあると思って見たのですが、正

直に言って、抜本的に変えるようなプランになっていなさそうだと思

いました。理念は立派で、そのとおりです。しかし、現実にはその理

念を実行するための足腰が弱いような気がするので、足腰の力をつけ

るためのプランにもう一度練り直したらどうなのかと思いました。 

 もう一つ聞きたかったのは、市長から諮問があったのかどうかです。

市長からこの部会に諮問があって、答申をしてくれというリクエスト

があったのかどうかを聞きたいと思いました。それがなければ、我々

で今言ったような話を審議して、答申するようなことが独自にできる

のかどうか、それも知りたいと思いました。もしそれができるのであ

れば、今のような実態を考えて、経営を改善するためのプランをみん
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なで考えてみたらどうなのかと思いました。 

○今部会長 この委員会の中から答申を出すというかなり重いお話も

ございましたが、とりあえず、今、委員がおっしゃったことも現実で

ございますので、抜本的な改革案を考えていらっしゃるかどうかとい

うところからお話を伺いたいと思います。 

 今、収入増に関して、コンサルタントを入れてやりつつあるのです

ね。 

○経営管理部長 今、具体的にコンサルを入れながら検討している最

中でございまして、これが抜本的な目玉でこうだという説明はできな

いのですが、今、委員がおっしゃったとおり、このままでは病院の資

金がなくなるという危機感で具体策を練っているところです。一旦、

それを我々で実行に移して、それが上向くかどうかが勝負どころだと

思っています。一旦は、病院内で努力をしたいということで、ご了承

いただきたいと思っています。 

○今部会長 いかがですか。 

○水澤委員 この審議会の意味として、今考えられているプランニン

グもぜひ出してほしいのです。そして、我々の意見も聞いてほしいし、

我々はそのための委員ではないかと思うのです。全て決めてからこう

やります、ああやりますではなく、途中経過でぜひ報告してほしいと

思います。ぜひ、意見を言ってみたいという気がします。 

 もう一つ、このプランになかった視点で、これは札幌のことしか考

えていませんね。例えば、ほかの政令市の同じような病院がどうして

いるのか。道内の同じような公営企業の病院はどこも経営が大変だと

聞いていますが、そこではどうやって生き残りをやっているのか、も

しくは、もっと地域的に考えて、全体で生き残りをどう考えるのか。

そういう視点がなくて、単独で何か物事を考えても難しいと思うので

す。そういう視点でプランニングを出してほしいですし、我々も意見

を言ってみたいと思いますが、どうでしょうか。 

○経営管理部長 ありがとうございます。 

 実は、他公立病院の例も横にらみしながら、逆にアイデアとして取

り入れられるものは取り入れてやっていきたいと考えております。そ
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こら辺は、ご指摘のとおり考えております。 

 それから、本病院部会に諮ることにつきましては、我々もなるべく

早く具体策を実行に移していきたいのですが、その状況に合わせてま

たお諮りすることもあろうかと思いますけれども、今、この段階でこ

れについて諮りますとはなかなか言える段階ではないので、それを念

頭に置いて改革を進めていきたいと思っています。 

○今部会長 ここは何かを決める会議ではなくて、それは病院の中で

のお話しにはなることだと思います。ただ、それを公開していただい

て、ここでそれに対しての意見を言うということは非常に大切だと思

いますので、できる範囲内で、次回あたりに進捗状況なりをお知らせ

いただければと思うのですが、可能でしょうか。 

○病院事業管理者 私からお答えします。 

 この進捗状況の報告に関しては可能だと考えています。 

 それから、先ほど水澤委員から、この病院の経営の状況がかなり悪

いというご指摘と、このまま行くととんでもない話になるので、何か

策があるのかという話がありました。 

 今、経営管理部長から、院外の経営コンサルタントを入れてディス

カッションをしている最中ですというお話をしましたが、もちろん、

医療従事者たちは手をこまねいて会議の結果をじっと待っているだけ

ではなくて、今、現実にことしの年度の初めから、算定のプロジェク

トと言うのですが、診療加算がとれる算定をしっかりとっていこうと

いうことで、昨年に比べて数千万円の増収を図るようになっておりま

す。 

 もう一点、先ほど、前年に比べて収益は上がったというお話をした

と思います。収益は上がったのだけれども、支出が多かったので、ト

ータルとして経営収支が悪化しているというお話をさせてもらったと

思いますが、収益が上がった原因は、新入院患者さんが増加したこと

が大きいのです。新入院患者さんが増加した大きな原因というのは、

患者さんを紹介してくれる先生たちからたくさん紹介していただいた

ということです。これは、いろいろな医療機関に向けて、今年度の最

初から、実は以前からもやっているのですが、看護職だけではなく、
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医療職も含めてみんなが出向いて行って、うちの病院の宣伝をしてい

ます。４月からＰＥＴ－ＣＴも稼働しましたので、それにあわせて、

がん診療もやっていますよ、しっかりやっていますよということを、

いろいろな医療機関に向けて発信している最中です。 

 さらに、いろいろな医療機関からダイレクトに患者さんを紹介して

いただくということもあるのですけれども、その際に、受け入れ態勢

が不十分で患者さんを受け入れられなかったということもありました。

それに対しては、去年の年末に、臨時入院病床をつくりまして、患者

さんの受け入れをスムーズにするということをしました。 

 それから、ドクター・ツー・ドクターで電話が来たときには、ステ

ップを省いて、即座に医者同士で話ができるようにして、より患者さ

んの入院をスムーズに移行させようということをしています。 

 今、ドクター・ツー・ドクターは、１カ月当たり大体50件近い相談

が来るのですが、それでも半分以上は入院に結びついておりますので、

今のところ、新入院患者数に関しては、ことしの４月から、昨年に比

べても少し増加していると考えております。 

 そのように、経営改善の会議の結果を待つだけではなくて、既に現

場でいろいろな動きをしております。 

○今部会長 我々医療機関から見ましても数年前とは比べものになら

ないぐらいフレンドリーな病院になっていただいたと思っております。

今、紹介、逆紹介が非常にうまくいっているというのは、そういう地

道な努力が報われてきているからではないかと思います。ムードとし

ては随分変わってきています。 

○水澤委員 私が気になったのは、平成26年９月から紹介状でどうこ

うという説明が先ほどありました。確かに、外来患者は、ハードルが

あるので減っているわけですね。そのために負担するお金が高いとい

うことで、紹介状がなければ高くなるということですから、どちらか

に特化すべきだと思うのです。専門病院として札幌市立病院が生きて

いくためにはそういう考えもあるでしょうけれども、本当に市民病院

としてやるのであれば、そういう紹介状がなくても診てあげるという

考えはないのでしょうか。 
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○今部会長 これは、前期でも必ず出てくる問題ですね。 

○病院事業管理者 質問をありがとうございます。 

 これは、毎回、この審議会を開くたびにご指摘を受けるところです

が、一つは、私どもがやっている地域医療支援病院は、私たちの範疇

で言いますと、500床以上の地域医療支援病院ということになりますの

で、ほかの病院から紹介された患者の治療に専念しなさいという病院

だと考えていただきたいのです。例えば、紹介状がない患者さんはみ

んな断わるということをお聞きかもしれませんが、そういうことはあ

りません。一つは有症状です。熱が出て、せきが出ている、呼吸が苦

しそうだという有症状の患者さんはもちろん診ますし、救急搬送され

てきた患者を断るわけがありません。さらに、私どもの病院の特徴と

しては、ほかの病院では余りないのですが、聾唖の患者さんに関して

は、手話のできる方がいますので、断らず、紹介状がなくても受け入

れるようにしております。 

 水澤委員のご指摘は、病院として紹介状がなくても診たほうがいい

のではないだろうかということだと思います。これを言うと誤解され

るかもしれませんけれども、紹介状を持ってほかの医療機関から紹介

される患者さんのほうが重症の方が圧倒的に多いのです。私どもは、

外来で医療を行うよりも、入院治療が必要な患者さんの治療をやって

いこうと考えておりますので、外来主体で紹介状がない患者さんを診

ていこうとは今のところ考えていないのです。そういう患者さんの選

択というのは、今部会長を初め、医師会の先生たちがしっかりやって

いただいてくれていますので、その先生たちのこの患者を治してくだ

さいという依頼に100％応えたいと考えています。 

○今部会長 機能分化という点も含めまして、勤務医の６割以上は過

労死基準に達している勤務時間で働いているという現実もございます

ので、ご配慮いただけたらと思います。 

 そのほかの方たちのご意見も伺いたいのですが、いかがでしょうか。 

○菅原委員 菅原です。 

 今回、純損益が７億9,000万円ということだったのですが、黒字だっ

たのはいつごろなのでしょうか。 
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○病院事業管理者 経常収支の黒字は、平成25年の決算がほぼとんと

んなのですが、平成25年までは黒字で経過しておりました。 

○菅原委員 それまでは、ずっと黒字ですか。 

○病院事業管理者 そのときに診療報酬が改定されているのです。診

療報酬が改定されている間、一時期ですが、平成22年から24年が黒字

で、25年のときにほぼプラス・マイナス・ゼロになってという感じで

す。 

○菅原委員 ということは、その前はずっと赤字ということですね。 

○病院事業管理者 そのとおりです。 

○菅原委員 それで黒字になって、とんとんからまた赤字に落ちてい

るということですか。もう一つ、業務量のところで、入院患者数が２．

何パーセント増えたとかいろいろあるのですが、例えば、新ステージ

アッププランで黒字化をずっとやって定着させていくためにというプ

ランで見通しができているのですが、その数字ですね。入院患者数は

幾らにしていくという具体的な目標値や、そのために何をしていくと

いうものはあるのでしょうか。 

○病院事業管理者 現在、月当たりの新入院患者数は1,200から1,300

人、調子がいいときは1,400人近くで推移しているのですが、今のとこ

ろ、1,500人以上確保をしたいと考えておりまして、１カ月当たり新入

院患者さんの数を100名近く増やしたいと考えています。 

○菅原委員 それを増やすためにどうするのかということです。 

 なぜかというと、民間だと、中長期の計画を立てて、こういう見通

しをつくったときに、では、具体的にどういう目標を置いて、そのた

めに何をやるのだということをやるわけです。 

 今でいくと、平成27年度は見通しで純損益は2,500万円だったものが、

結果的に７億9,000万円ということは、初年度から大幅に狂っていると

いうことで、私の目から見ると、28年度以降は大丈夫かと思ってしま

うのです。最初から大幅に狂っていますからね。そうなると、先ほど

の業務量のところでいくと、前年対比で入院は2.3％プラスでした、外

来はマイナス1.6％でしたという結果ですが、それは目指していたもの

からするとどうだったのか。本当は10％を目指していたのだけれども、
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2.6％だったのか、１％だったところが2.6％なのか、そこら辺がよく

わからないのです。やはり、そこがわからないと、今後の手だてを考

えていけないと思うのです。 

 それから、今の話だと、ずっと赤字体質で、改定されてプラスにな

って、またそれが悪くなったということですが、それはどこかに根本

的な原因はあるのではないかと思うのです。その根底のところできち

んと手を打って解決しないと、先ほどの水澤委員のお話の回答にあっ

たいろいろな方にコンサルを受けて云々だけでは、黒字化というのは

なかなか難しいのではないかと思うのです。民間の目から見ると、ど

うもそのように見えるものですから、その点のご質問でした。 

○病院事業管理者 ご指摘のとおりだと思います。 

 一つは、先ほど、黒字の時期が診療報酬の改定にかなり関係してい

るというお話をしましたけれども、今回、収支の見通しがかなり悪化

に傾いているその大きな理由は、ＤＰＣの診療報酬になっているもの

ですから、在院日数を短くしようというふうにやっていたのです。在

院日数が短くなりますと、延べの入院患者数は圧倒的に少なくなって

しまうのです。 

 現在、私どもの病院は全体として10日前後の在院日数になっていま

す。ほかの病院では在院日数が12日前後なので、ほかと比べても私ど

もの病院はかなり短いのです。適正な在院日数をどこにするかという

のを戦略的に考えていかないとだめだなと思っております。 

 それから、本来、このプランを立てたときは、在院日数をもう少し

高目に設定していたのですが、現実は圧倒的に短くなりました。予定

していたのは11.5日とか11日ぐらいだったのですが、１日近く短くな

ってしまいました。そのため、延べの入院患者数が減少したというこ

とで、予定していた収益まで到達しなかったという話です。 

 支出は、変な話ですが、ほぼ予定どおりいったものですから、収益

そのものが足りなかったということです。これは、医療現場は頑張っ

ているのですが、もっと頑張って患者数を増やさなければいけなかっ

たと私どもは捉えています。 

○菅原委員 ありがとうございました。 
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 例えば、具体的な数値目標です。患者が来るのを数値目標にしてい

いのかどうかというところはありますが、数字をつくるときには、当

然、そういう裏づけとなるいろいろなものが必要になると思うのです。

例えば、先ほど言ったように、入院患者が2.3％増でしたというのは、

病院側としては、思っていたよりよかったのか悪かったのか。結果と

してこうだったというのはわかるのですが、それは見通しをつくった

ときと比べてどうだったのでしょうか。 

○病院事業管理者 患者数は増えているのですが、ここの見通しが甘

かった、もっと増やしたかったというのが本音です。具体的な数字で

言うと、10％までないのですが、７から８％の伸びを期待していたと

ころ、２％ちょっとしか伸びなかったというお話になると思います。 

○菅原委員 ということは、先ほどの新ステージアッププランの平成

28年度以降も大体そういうペースで上がっていくという感じでつくら

れて、資金収支その他からいってもプラスになる、黒字化するという

ふうにつくられているので、出だしからかなり違っていたとすると、

この後、よほどのことをやらない限り、誤差は埋まらないという形で

しょうか。 

○今部会長 ただ、医療というのはわからないのです。そして、民間

の医療機関は、診られるものは診ますが、診療報酬と収支で見ないと

いけなくて、赤のほうが強くなってくると倒産します。そこで、診き

れないような患者さんたちを政策医療なり何なりということでお引き

受けいただいていると我々は思っているのです。 

○菅原委員 そこで、次に聞こうと思っていたのは、民間はどうなの

かという話だったのです。そもそも、どこの市町村の市立病院も町立

病院も大変だということは私も聞いていますが、そもそも黒字化はで

きるのかということです。そういうところまで入ってしまうのですが、

どうなのでしょうか。 

○今部会長 今の医療情勢はどうですか。 

 消費税の問題もありますし、年間の自然増、6,400億円を5,000億円

にしろと、国はそういう姿勢でやっていますね。そして、地域包括ケ

アに持っていきなさい、自助・公助を基本にしなさいと言っています
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ね。今の非常に厳しい医療情勢の中でそれを担保できるかどうかにつ

いては、私の診療所でも非常に心配です。だから、それを徹底的に言

われると、多分、市立病院として医療ができなくなってしまうのでは

ないかと思います。 

○病院事業管理者 今部会長、ありがとうございます。 

 今、部会長がおっしゃったとおり、本当に厳しいのは間違いないで

す。消費税のアップもそうですし、今は解消しましたが、昨年、電気

料金の値上げなどもありました。もう一つは、人件費の上昇です。そ

ういったこともありますので、どうしても支出の部分が増えていくの

はやむを得ないと考えております。 

 そういうことで、医療は絶対に経営黒字にならないのかというご指

摘ですが、物すごく変な話をすると、これが札幌の医療圏ではなくて、

広いところに私どもの病院が１軒だけあるということであれば話は変

わります。高度急性期だけではなく、今、国が行おうとしているのは

地域完結型医療ですが、病院が１軒しかなくて、病院完結型の医療を

やりますということになれば、少し話が変わるかもしれません。 

 しかし、ご存じのように、札幌の医療圏はいろいろな病院が乱立し

ていますので、そういうわけにもいかず、それから、機能分担という

ことも、今部会長を初め医師会の先生方と協議して、私どもは高度急

性期をやるためのいろいろな施設認定を取っていますので、回復期な

どの医療になかなか手を出せない現実があります。 

 委員がおっしゃるように、黒字はなかなか難しいというのはそのと

おりなのですが、難しいと言っているだけではこの審議会が成り立ち

ませんので、現場としては、患者さんを一生懸命増やしたいと考えて

います。 

○今部会長 ありがとうございました。 

○菅原委員 よくわかりました。 

○今部会長 ほかに、ご発言のある方はおりますか。 

○田作委員 田作でございます。 

 病院の皆さん、日々のお仕事、ご苦労さまです。 

 高度急性期というのは、コストなどいろいろなものが非常にかかっ
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てくることは理解しながらも、まずお伺いしたいのは、赤字であるこ

とというのは公立病院の宿命的な話なのだということを、今、理解し

ました。とするならば、私たち民間からすると、診療科目ごとに収支

をつけていられるのかというところが気になります。 

 例えば、救急はすごく点数が高いのでいいのですが、内科疾患系は

ちょっと点数が低いということで、波をどう捉えているのか、その収

支を捉えているのかどうかをお聞きしたいと思います。 

 もう一つは、人件費等々が上がっていくというのは当然のことだと

思います。病院の職員はどなたも超勤手当をつけられることがあるで

しょうし、当然、大変な思いをして看護等をなさっている方が多いと

思います。 

 そこで、お伺いしたいのは、急性期医療を維持するためには職員の

産休などの制度をしっかり整えていると思うのですが、その産休をと

っている職員の方々が、例えば病棟の所属のまま産休をとっていると

するならば、７対１の医療を確保するために、名簿には載っているけ

れども、実際のシフト上は入れない人が多くなるという事実があると

思うのです。そういうことになると、現場の職員の方がだんだん疲弊

してくる可能性があると思うのですが、その辺の人事構成はどのよう

になっているのか、この２点をお伺いしたいです。 

○今部会長 救急は日本全国で真っ赤っかなのですが、いかがでしょ

うか。 

○病院事業管理者 各診療科の収支に関しましては、毎月、速報と確

定のデータを出しています。ただ、委員がご指摘されたかったのは、

例えば診療科の中に医師や職員が何人いて、人数に合った収益を稼い

でいるかどうか、それを出すということだろうと思うのですが、そこ

まではやっておりません。診療科単位で幾ら収益が上がったというこ

とは出していますが、個人個人の人数に割ってということまではやっ

ておりません。 

 それから、人事構成に関しては、部長からお答えいたします。 

○経営管理部長 経営管理部長の蓮実です。 

 看護師に限ってですが、今、手持ちのデータが古いのですけれども、
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ことしの１月１日現在で、病棟では、592人中104人、18％ぐらいは夜

勤が不可という状況です。それは、育児休業や育短のほかにも、介護

などいろいろな家庭の事情もありまして、その内訳までは手持ちのデ

ータがありませんが、大体そのような構成になっております。 

 当然ですが、公立病院として、育児休業関係については非常に充実

していまして、それが逆に若い看護師さんたちの負担になっているの

かもしれません。今、看護師も大変不足している中で、ある意味、看

護師を確保する対策の一つでもあるし、長く働いていただける対策に

もなるので、実際の配置よりは若干少ない人数になりますが、今の状

態としてはそれがよかろうということで、充実させたままやっており

ます。 

○今部会長 よろしいですか。 

○田作委員 はい。 

○今部会長 ご参考までに申し上げますが、救急医療というのは絶対

的に不採算部門で、24時間、誰が来てもワンチーム置いておかなけれ

ばいけないので、光熱費もかかるし、ＣＴなりレントゲンなりも待機

させておかなければいけない、でも、患者さんが来なかったという日

もあるのです。それは科の特殊性ということになりますので、日本全

国、救急はかなりの赤でございます。 

 そのほか、ございますでしょうか。 

○名本委員 市民委員の名本と申します。 

 素人なので、よくわからないで話を聞いていました。私は、札幌で

生まれ育っていまして、この市立病院というのは市民にとって非常に

心の支えになっているので、今後、経営がうまくいって、市民の皆さ

んが安心して利用できる病院になればいいなと思っています。 

 私も病院にかかることがございまして、先日、Ｔ病院というところ

に行きました。ここも札幌市内に七つある地域医療支援病院のうちの

一つだと思うのですが、建てかえたばかりで、ちょっと見てみると、

医療費の支払いシステムを電算化したり、売店もコンビニエンススト

アに委託したり、いろいろとやっていて、びっくりしました。 

 恐らく、この病院も、17年たって、あと三、四年もすると設備系統
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がかなり傷んできて更新しなければいけないものも出てくるというこ

とですから、具体的な経費の削減対策は重要だと思っています。入院

患者を増やすということは経営努力としてあるのでしょうけれども、

減らせるものは減らすということは現実的にはできるところがあると

思いますので、その辺をぜひお願いしたいと思っています。 

 また、いただいた資料の中で、延入院患者数は平成26年度から27年

度で4,500人程度増えていると見たのですが、将来ビジョンを見ると、

将来の新規入院者数が年に約350人ずつ増えていくとのことですが、今

の傾向でいくと、将来の入院患者数はもう少し増えていくと考えてい

いのか、このビジョンはかなり現実的に考えたものなのかということ

をお伺いしたいと思います。 

 その２点でございます。 

○経営管理部長 経営管理部長の蓮実です。 

 経費節減はすごく大事です。とは言うものの、患者さんの安全につ

ながるような修繕はやっていかなければいけないということで、非常

に苦慮しているところではあるのはご指摘のとおりです。 

 配管等につきましても、もう20年ぐらいたちますので、修繕をして

もいい時期にはなっていますが、計画修繕と言いまして、悪くなって

いるところを計画的に直していくということプラス、突発的に修理が

必要なものを修理していくというのが今の状況です。 

 新プランの中にも、改修の時期を迎えているので検討するとなって

いまして、一応、改修の調査はしていますが、現実問題として、何年

に大規模改修をしますということは、今は検討していません。 

 それから、経費の節減ですが、平成27年度は、ジェネリック医薬品

の切りかえだとか、どこの病院でもやられているのですが、薬品の値

引き交渉です。外部コンサルに言わせると、なかなか頑張っていると

いう評価をいただいていますのでいいと思うのですが、平成27年で言

いますと、値引き交渉で5,000万円ぐらい浮いただろうということです。 

 それから、医療機器の保守なども、新しい保険契約もできましたの

で、年間トータルで、ことしから1,000万円ぐらい浮く予定です。 

 それから、電力です。先ほど院長が申し上げましたが、電力は、こ
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としから、北電ではなく、Ｆ－Ｐｏｗｅｒ（エフパワー）というとこ

ろにかわっています。それは、早目に入札をかけることによって、北

電ではないところも参加できるようにしました。今、市役所ほかでも

やっていますが、それで3,000万円ぐらい浮く予定になっています。 

 そのほかにも、今、値引き自体はいいところまでいっているという

コンサルの評価はいただいていますが、さらにコンサルさんに入って

いただいて、さらに数千万円は値引きしてもらえるように交渉しよう

と思っています。評判が落ちたらいけないのですが、そういう頑張り

で削減していって、ほかにも材料費などの削減努力もしております。 

 ご指摘のとおり、削減した分は原価がかからず浮きますので、その

辺はいろいろなものを探していますし、既に取りかかっている状況で

す。それからもう１点ありましたね。 

○名本委員 ありがとうございます。よくわかりました。 

 札幌市民の数はそれほど増えないと思うのですけれども、今後、外

国人観光客とか、外国の方がいろいろ増えていくと思います。ただ、

言葉の問題がありますので、その辺の医療をどこかの病院で担ってい

ただいてもいいのかなと思っておりました。素人の提案で申しわけな

いのですが、ご検討いただければありがたいと思います。 

○向井副院長 それについては、札幌市と東徳洲会病院が外国人の受

け入れをするということで協定を結びましたので、１次的には東徳洲

会病院で診ていただいてという形になると思います。 

 それから、札幌市医師会の夜間急病センターで問題がある人も、東

徳洲会病院に行っていただくという話になっています。 

 そこで、もし入院が必要で、高度の医療が必要な場合には、もちろ

ん我々が対応する形になると思います。 

○今部会長 札幌市の「♯7119」という救急安心センターさっぽろで

はもう始まりましたね。（日本語を含め）７カ国語に対応するという

ことで、ご本人から申し出があれば通訳が出ます。 

 それから、札幌市の人口の話ですが、札幌市は、日本全国の中で流

入超過は３本指に入っています。東京23区、福岡、札幌ですが、福岡

は若年者の人口流入が非常に多いのに対して、札幌は高齢者の人口流
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入が多いのです。札幌市の世帯数は下がっていきますが、独居の高齢

者の人口数はここ10年以上はまだ増えていくということですので、昨

年、札幌市は救急隊も１隊増やしました。 

 そういうこともございまして、65歳以上の高齢者の搬送数が非常に

多くなってきている現状にございます。患者数、入院数ということに

関しましては、2025年問題、病院もしくは介護施設からあふれる有病

高齢者の方たちがどんどん出てくることを考えますと、これから10年

以上は入院患者数の減はないのではないかと医師会では考えています。 

○舛田委員 舛田でございます。 

 ちょっとわからないので教えていただきたいのですが、新ステージ

アッププランの35ページを見ると、病床利用率は、平成24年、25年、

26年度と、80％台前半ぐらいの割合を目標にしています。実績として

は、26年度は60％台後半、このページには27年度は目標値を書いてい

ないのですが、恐らく80％台を目標にして68.6％ということだと思い

ます。 

 そこで、私は病院に余りかからないものですから、どこの病院の病

棟があいているという認識を持っていなかったのです。昔のイメージ

で言うと、こういう大病院は、病床のあきがなかなか出なくて、入院

するのは大変だというイメージを持っていたのですが、こんなに病棟

があいているということを一般の方がどれぐらい認識しているのか、

病院の側でそういうアピールをしているのかということです。先ほど、

ドクターには営業的なことをされているとお聞きしましたが、ユーザ

ーになる患者さんの側にどれくらい情報提供されているのかというこ

とを知りたいと思いました。いかがでしょうか。 

○病院事業管理者 ありがとうございます。 

 病床の稼働率がかなり下がった原因の一つとして、先ほども少しお

話をしましたが、在院日数がかなり短くなったということが反映して

います。私どもの病院は大体10日前後で推移していますが、在院日数

が12日や13日になりますと、稼働率が一気に十数パーセント上がりま

す。そうなってくると、ほぼ満床になるという話です。在院日数が短

いのでこれだけ空床が目立つようになっているということがまず第１
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点です。 

 それから、患者向けにベッドがあいているという話をしていますか

という質問ですが、私どものところに紹介される患者さんは、診てい

るドクターが判断してやっていただきますので、患者さんにダイレク

トに病院があいているから入りませんかという話はしません。もちろ

ん、それを紹介してくれるドクターには、うちは在院日数が短くて病

床の稼働がかなり下がっているというお話はさせていただいています。 

○今部会長 よろしいですか。 

○舛田委員 おっしゃることはよくわかるのですが、市立病院に入院

できると思っていない人は、私も含めて結構いると思うのです。そん

なに余裕があると思っていなかったので、それがわかれば、患者側の

意識として、診ていただいているドクターに対して、市立病院に入れ

ないのでしょうかというアプローチもあると思ったのです。 

○病院事業管理者 ありがとうございます。 

 早速、取りかかってみます。 

○今部会長 非常にありがたいご意見でした。 

 そろそろ予定の時間が近づいていますが、ほかにありますか。 

○平本委員 きょうの議論は、市営企業調査審議会ですから、経営と

いうことが第一の課題になることは重々承知しておりますが、一方で、

高度急性期あるいは政策医療というのは、簡単に言うと、もうからな

いということですね。そこを一生懸命やるということで、今部会長が

おっしゃったとおり、最後のとりでとしてこの病院があるということ

を考えると、黒字を出すことを第一の目標に設定して医療サービスの

質を落とすとか患者の選別をするということは、民間の病院が経営の

ためにやるのはいたし方ないとしても、公立の病院がやってはいけな

いと思うのです。 

 ですから、この審議会の趣旨と違う発言になるのかもしれませんが、

もちろん経営努力は必要ですし、コンサルを入れてコスト削減や収益

増の努力をすることは大事ですし、そのことがきちんと市民に開示さ

れて、これだけの努力をしているのだということがわかることは大事

ですが、その結果として多少の赤字が出たとしても、それはまさに病
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院の置かれているミッションのもとで赤字が出てしまったということ

だと思うのです。もしどうやっても赤字が出るのだとしたら、それは

医療報酬の制度が悪いわけで、厚労省に文句を言うべき事態だと思う

のです。 

 ここでそんなことを言っても仕方がないのはわかっているのですが、

その限りでは、この審議会で議論すべきことは、どうやって黒字にす

るかということではなく、どういう努力をした結果、どういうふうに

なって、次の期にどのような改善策があり得るのかということであっ

て、その上で少しずつ改善されていくということだと個人的には思っ

ております。 

 ですから、民間企業ではないという大前提のもとで、与えられた役

割をきちんと担っていただくことが、市民にとって一番重要なことで

はないかと思っております。 

 私は経営学が専門なので、本来はきちんと黒字を出しなさいと言う

べき立場ですが、少なくとも民間と公営は違うということは審議会の

メンバーとしては理解しておくべきことではないかと思いましたので、

一言申し上げました。 

○今部会長 ありがとうございます。 

○病院事業管理者 今のお話を励みにして頑張りたいと思います。ど

うもありがとうございます。 

○水澤委員 私は、一市民として、嫌な言い方をするかもしれません

けれども、極端に言うと、私は八雲の生まれですが、八雲にある地域

の中核病院と札幌市にある病院では位置づけが違うと思うのです。な

ぜかというと、札幌市の病院は、ほかにも選択肢がいっぱいあるわけ

で、ましてや市立病院は税金の一部でなっている病院です。 

 そう考えたときに、税金を使ってでもその存在意義があるという、

その意義を見出さなければいけないと思うのです。私は、黒字になれ

とは全然思っていません。最低でもとんとんぐらいになるような、そ

ういうことを考えなければいけないはずなのに、選択肢のある札幌の

まち中にある病院として生き残っていくためには、何に資源を集中し

たらいいのか、そういうきちんとした考えがないと、確かに立派な理
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念はいいと思うのですが、理念だけ立派でも経営が成り立っていなけ

れば、税金を使った病院としてはまずいのではないかと思うのです。 

 厳しい言い方ですが、どうでしょうか。 

○今部会長 また両極端のご意見でございましたが、どうでしょうか。 

○病院事業管理者 水澤委員の厳しいご指摘はそのとおりだと思いま

す。私どもも、先ほどの平本委員の応援もそうですし、水澤委員も逆

の意味で私どもの応援ではないかと思っています。先ほど水澤委員が

おっしゃいましたが、八雲にある病院と札幌市にある病院は、確かに

役割が違うし、医療環境そのものが違いますので、では、この市立札

幌病院はどこが札幌市の医療に貢献しているかという話になると思う

のですが、先ほど来、今部会長がおっしゃっているように、札幌医療

圏の中で、私どもの病院を頼りにして送ってくれる先生たちがいらっ

しゃるということと、その送られてくる患者さんの中には、ほかの病

院では絶対に診られないような患者さんがおります。例えば統合失調

症です。統合失調症で精神疾患がある人で、しかも、その人が何かの

がんになったということになりますと、ほかの病院では絶対に対応で

きないのです。私どもしかできません。 

 そのように、いろいろな診療科がある総合病院というところが私ど

もの強みで、札幌の医療の中で私どもが提供できる最大の武器ではな

いかと考えています。 

 どうもありがとうございます。 

○今部会長 ありがとうございました。 

○菅原委員 誤解なきように言うと、私は、先ほどはあえて民間の立

場から話をしたのですが、なかなか厳しいという状況がわかりました

ので、まさに平本委員が言ったとおり、民間と公共の病院は違うのだ

という点がポイントだろうと思います。ですから、無理やり黒字にす

るために、本来治すべき人を早く出してしまうということをされたら

たまらないわけです。逆に赤字は税金で補塡されていくわけでしょう

から、市民が納得できる、市立病院だから、この分は赤字だけれども、

そういう意義があるのだし、助けられたのだからいいじゃないか、そ

ういうような病院が市民から理解されるのだろうと思います。 



 - 29 -

 ですから、民は民でできるところ、官は官でできるところ、それが

役割分担だし、そこが今言われた強みになると思います。個々の強み

を生かしていくという点で、ここは官の強みを生かしていくというこ

とではないかと思います。そのために我々も意見を述べさせていただ

くということだと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○今部会長 いい会議ですね。非常に理解が深まりました。市立病院

は、しっかりと地に足をつけ、胸を張って前を向いて、これからも頑

張っていただきたいと思います。 

 最後に、事務局から何かございましたらお願いします。 

○経営企画課長 貴重なご意見をありがとうございました。 

 次回の病院部会につきましては、また別途ご連絡させていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、ありがとうございました。 

 

３ 閉 会 

○今部会長 それでは、これで終了いたします。 

 お疲れさまでした。 

                         以  上   


