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第第第第 2222回市立千歳市民病院経営改革会議回市立千歳市民病院経営改革会議回市立千歳市民病院経営改革会議回市立千歳市民病院経営改革会議    会議概要会議概要会議概要会議概要    

    

【【【【日日日日            時時時時】】】】        平成平成平成平成 21212121年年年年 9999月月月月 11117777日日日日（（（（木木木木））））    18181818：：：：30303030～～～～20202020：：：：15151515    

    

【【【【場場場場            所所所所】】】】        市立千歳市民病院市立千歳市民病院市立千歳市民病院市立千歳市民病院    ２２２２階階階階    講義室講義室講義室講義室１１１１    

    

【【【【出出出出    席席席席    者者者者】】】】            

◎◎◎◎委委委委            員員員員        吉田吉田吉田吉田    淳一会長淳一会長淳一会長淳一会長、、、、長澤長澤長澤長澤    邦雄副会長邦雄副会長邦雄副会長邦雄副会長、、、、立花立花立花立花    理彦委員理彦委員理彦委員理彦委員、、、、    

                                榊原榊原榊原榊原    千佐子委員千佐子委員千佐子委員千佐子委員、、、、坂井坂井坂井坂井    治委員治委員治委員治委員、、、、高橋高橋高橋高橋    悦子委員悦子委員悦子委員悦子委員、、、、    

                                岩谷岩谷岩谷岩谷    信衛委員信衛委員信衛委員信衛委員、、、、藤本藤本藤本藤本    聖美委員聖美委員聖美委員聖美委員（（（（全員出席全員出席全員出席全員出席））））        

    

◎◎◎◎ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ        公認会計士公認会計士公認会計士公認会計士    渡辺渡辺渡辺渡辺    典之氏典之氏典之氏典之氏    

    

◎◎◎◎市市市市            側側側側        院長院長院長院長    堀本堀本堀本堀本    和志和志和志和志、、、、事務局長事務局長事務局長事務局長    宮崎宮崎宮崎宮崎    肇肇肇肇、、、、    

経営企画課長経営企画課長経営企画課長経営企画課長    佐佐佐佐々々々々木木木木    善範善範善範善範、、、、企画係長企画係長企画係長企画係長    林林林林    宏明宏明宏明宏明（（（（司会司会司会司会））））、、、、    

財政係長財政係長財政係長財政係長    松石松石松石松石    博司博司博司博司、、、、財政係主任財政係主任財政係主任財政係主任    黒田黒田黒田黒田    大大大大、、、、    

企画係主事企画係主事企画係主事企画係主事    京屋京屋京屋京屋    能子能子能子能子（（（（記録記録記録記録））））    

    

    

１１１１    開会開会開会開会    

    

≪≪≪≪経営形態検討経営形態検討経営形態検討経営形態検討のののの進進進進めめめめ方方方方についてについてについてについて≫≫≫≫    

（（（（会長会長会長会長））））    

    前回前回前回前回のののの会議会議会議会議でででで説明説明説明説明があったとおりがあったとおりがあったとおりがあったとおり、、、、来年来年来年来年のののの 7777月月月月にこのにこのにこのにこの会議会議会議会議のののの結論結論結論結論をををを提言書提言書提言書提言書とととと

してしてしてして市長市長市長市長にににに提出提出提出提出するするするする予定予定予定予定となっているとなっているとなっているとなっている。。。。それまでそれまでそれまでそれまで今回今回今回今回をををを含含含含めてめてめてめて 5555回回回回のののの会議会議会議会議をををを実実実実

施施施施するするするする予定予定予定予定となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、最後最後最後最後のののの 2222回回回回はははは提言書提言書提言書提言書をまとめるをまとめるをまとめるをまとめる作業作業作業作業にににに入入入入るためるためるためるため、、、、

実質経営形態実質経営形態実質経営形態実質経営形態についてについてについてについて検討検討検討検討するのはするのはするのはするのは、、、、今回今回今回今回をををを含含含含めてめてめてめて 3333回回回回となるとなるとなるとなる。。。。    

    前回前回前回前回はははは、、、、おおまかにおおまかにおおまかにおおまかに経営形態経営形態経営形態経営形態のののの制度概要制度概要制度概要制度概要についてについてについてについて事務局事務局事務局事務局からからからから説説説説明明明明があったがあったがあったがあったのののの

でででで、、、、今回今回今回今回のののの会議会議会議会議ではではではでは、、、、具体的具体的具体的具体的なななな事事事事例例例例やメリット・デメリットをやメリット・デメリットをやメリット・デメリットをやメリット・デメリットを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた上上上上でででで、、、、

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの経営形態経営形態経営形態経営形態についてについてについてについて比較比較比較比較・・・・検討検討検討検討をををを進進進進めることとしめることとしめることとしめることとしたいたいたいたい。。。。    

    次回次回次回次回のののの会議会議会議会議ではではではでは、、、、経営形態上経営形態上経営形態上経営形態上のののの課題課題課題課題をををを認識認識認識認識したしたしたした上上上上でででで、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院のののの役割役割役割役割をををを果果果果たたたた

すたすたすたすためにはめにはめにはめには、、、、どのどのどのどの経営形態経営形態経営形態経営形態がががが適適適適しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、候補候補候補候補をををを絞絞絞絞りりりり込込込込みみみみ、、、、第第第第４４４４回目回目回目回目のののの会会会会

議議議議でででで、、、、候補候補候補候補としてとしてとしてとして絞絞絞絞りりりり込込込込んだんだんだんだ経営形態経営形態経営形態経営形態についてについてについてについて、、、、移行移行移行移行するにあたってのするにあたってのするにあたってのするにあたっての問題点問題点問題点問題点

などなどなどなどをさらにをさらにをさらにをさらに詳詳詳詳しくしくしくしく比較比較比較比較・・・・検討検討検討検討をををを行行行行いいいい、、、、最終的最終的最終的最終的なななな結論結論結論結論をををを出出出出していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。    

    以上以上以上以上のようにのようにのようにのように会議会議会議会議をををを進進進進めることとしたいがめることとしたいがめることとしたいがめることとしたいが、、、、いかがかいかがかいかがかいかがか。。。。    
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（（（（委員委員委員委員））））    

    任期任期任期任期はトータルではトータルではトータルではトータルで４４４４年年年年となっとなっとなっとなっているがているがているがているが、、、、来年度以降来年度以降来年度以降来年度以降のののの進進進進めめめめ方方方方はどのようになはどのようになはどのようになはどのようにな

るのかるのかるのかるのか。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    まずまずまずまず来年経営形態来年経営形態来年経営形態来年経営形態のののの提言書提言書提言書提言書をををを仕上仕上仕上仕上げげげげ、、、、そのそのそのその後後後後はははは改革改革改革改革プランのプランのプランのプランの検証検証検証検証をををを予定予定予定予定してしてしてして

いるいるいるいる。。。。    

    

２２２２    議題議題議題議題    

（（（（1111））））    各経営形態各経営形態各経営形態各経営形態のののの特徴等特徴等特徴等特徴等についてについてについてについて（（（（説明及説明及説明及説明及びびびび質疑質疑質疑質疑））））    

（（（（各経営形態各経営形態各経営形態各経営形態のののの特徴特徴特徴特徴についてについてについてについて事務局事務局事務局事務局よりよりよりより説明説明説明説明））））    

    【【【【経営形態検討経営形態検討経営形態検討経営形態検討のののの考考考考ええええ方方方方】】】】    

    今年今年今年今年のののの 2222月月月月にににに策定策定策定策定したしたしたした「「「「改革改革改革改革プランプランプランプラン」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院のののの役割役割役割役割としてとしてとしてとして、、、、地地地地

域完結型医療域完結型医療域完結型医療域完結型医療やややや救急医療救急医療救急医療救急医療などなどなどなど 6666つのつのつのつの医療医療医療医療をあげているをあげているをあげているをあげている。。。。    

    これをこれをこれをこれを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院がががが地域地域地域地域にににに必要必要必要必要なななな医療医療医療医療をををを安定的安定的安定的安定的、、、、継続的継続的継続的継続的にににに提供提供提供提供していしていしていしてい

くためにはくためにはくためにはくためには、、、、一層健全一層健全一層健全一層健全でででで安定安定安定安定したしたしたした経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの確立確立確立確立がががが不可不可不可不可欠欠欠欠となりとなりとなりとなり、「、「、「、「公共性公共性公共性公共性のののの確確確確

保保保保」、「」、「」、「」、「経済性経済性経済性経済性のののの確保確保確保確保」、「」、「」、「」、「円滑円滑円滑円滑なななな移行移行移行移行のののの確保確保確保確保」」」」というというというという３３３３つのつのつのつの視点視点視点視点からからからから市民病院市民病院市民病院市民病院にににに

最最最最もももも適適適適したしたしたした経営形態経営形態経営形態経営形態についてについてについてについて検討検討検討検討をををを行行行行ってってってっていただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。    

    

    【【【【経営形態経営形態経営形態経営形態のののの分類分類分類分類】】】】    

    5555つのつのつのつの経営形態経営形態経営形態経営形態をををを運営方式別運営方式別運営方式別運営方式別にににに分類分類分類分類したものでありしたものでありしたものでありしたものであり、、、、「「「「公営型公営型公営型公営型」」」」とととと「「「「民営型民営型民営型民営型」」」」

にににに区分区分区分区分をしているをしているをしているをしている。。。。地方公営企業法一部適用地方公営企業法一部適用地方公営企業法一部適用地方公営企業法一部適用とととと全部適用全部適用全部適用全部適用、、、、地方独立行政法人地方独立行政法人地方独立行政法人地方独立行政法人はははは

公営型公営型公営型公営型、、、、指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度、、、、民間譲渡民間譲渡民間譲渡民間譲渡はははは民営型民営型民営型民営型となるとなるとなるとなる。。。。    

    「「「「公共性公共性公共性公共性のののの確保確保確保確保」」」」というというというという視点視点視点視点ではではではでは、、、、運営運営運営運営におけるにおけるにおけるにおける行政関与行政関与行政関与行政関与のののの度合度合度合度合いからいからいからいから「「「「公公公公

営型営型営型営型」」」」がががが適適適適しているがしているがしているがしているが、「、「、「、「経済性経済性経済性経済性のののの確保確保確保確保」」」」というというというという視点視点視点視点ではではではでは、、、、運営運営運営運営をををを民間民間民間民間のののの医療法医療法医療法医療法

人等人等人等人等でででで行行行行うことからうことからうことからうことから「「「「民営型民営型民営型民営型」」」」のののの方方方方がががが適適適適しているとしているとしているとしていると考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

    民間譲渡以外民間譲渡以外民間譲渡以外民間譲渡以外のののの４４４４形態形態形態形態についてはについてはについてはについては、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院としてとしてとしてとして運営運営運営運営するというするというするというするという点点点点ではではではでは同同同同

じであるじであるじであるじである。。。。    

    

    【【【【各経営形態各経営形態各経営形態各経営形態のののの特徴特徴特徴特徴】】】】    

    「「「「地方公営企業法一部適用地方公営企業法一部適用地方公営企業法一部適用地方公営企業法一部適用」」」」    

    本制度本制度本制度本制度はははは、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院がががが現在適用現在適用現在適用現在適用しているしているしているしている形態形態形態形態であるであるであるである。。。。    

    病院病院病院病院はははは一般行政組織一般行政組織一般行政組織一般行政組織のののの一部一部一部一部としてとしてとしてとして位置付位置付位置付位置付けられけられけられけられ、、、、人事人事人事人事やややや予算予算予算予算などなどなどなど病院運営病院運営病院運営病院運営のののの

権限権限権限権限はははは市長市長市長市長にありにありにありにあり、、、、一般的一般的一般的一般的にはにはにはには機動的機動的機動的機動的、、、、弾力的弾力的弾力的弾力的なななな運営運営運営運営がががが行行行行いにくいといにくいといにくいといにくいと考考考考えられえられえられえられ

ているているているている。。。。    
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    「「「「地方公営企業法全部適用地方公営企業法全部適用地方公営企業法全部適用地方公営企業法全部適用」」」」    

    全部適用全部適用全部適用全部適用はははは、、、、病院専任病院専任病院専任病院専任のののの事業管理者事業管理者事業管理者事業管理者をををを設置設置設置設置することができすることができすることができすることができ、、、、事業管理者事業管理者事業管理者事業管理者がががが病病病病

院運営院運営院運営院運営のほとんのほとんのほとんのほとんどのどのどのどの権限権限権限権限をををを持持持持つこととなるつこととなるつこととなるつこととなる。。。。これによりこれによりこれによりこれにより、、、、一部適用一部適用一部適用一部適用にににに比比比比べるとべるとべるとべると、、、、

機動的機動的機動的機動的、、、、弾力的弾力的弾力的弾力的なななな病院運営病院運営病院運営病院運営をををを行行行行うことがうことがうことがうことが可能可能可能可能となるとなるとなるとなる。。。。    

    近年道内近年道内近年道内近年道内のののの市立病院市立病院市立病院市立病院ではではではでは、、、、全部適用全部適用全部適用全部適用にににに移行移行移行移行するするするする病院病院病院病院がががが増増増増えておりえておりえておりえており、、、、平成平成平成平成 21212121年年年年

4444月現在月現在月現在月現在でででで 12121212病院病院病院病院がががが移行移行移行移行しているしているしているしている。。。。    

    

    「「「「地方独立行政法人地方独立行政法人地方独立行政法人地方独立行政法人（（（（非公務員型非公務員型非公務員型非公務員型））））」」」」    

    このこのこのこの制度制度制度制度はははは、、、、市市市市がががが出資出資出資出資してしてしてして別別別別のののの法人格法人格法人格法人格をををを持持持持つつつつ団体団体団体団体をををを設置設置設置設置しししし、、、、そのそのそのその団体団体団体団体にににに運営運営運営運営

をををを委委委委ねるものでねるものでねるものでねるもので、、、、運営運営運営運営のののの権限権限権限権限はははは市長市長市長市長がががが議会議会議会議会のののの議決議決議決議決をををを経経経経てててて任命任命任命任命したしたしたした法人法人法人法人のののの理事長理事長理事長理事長

がががが持持持持つこととなるつこととなるつこととなるつこととなる。。。。このためこのためこのためこのため、、、、よりよりよりより一層機動的一層機動的一層機動的一層機動的、、、、弾力的弾力的弾力的弾力的なななな病院運営病院運営病院運営病院運営をををを行行行行うことうことうことうこと

がががが可能可能可能可能となるとなるとなるとなる。。。。一方一方一方一方、、、、経営形態経営形態経営形態経営形態のののの移行移行移行移行にににに伴伴伴伴いいいい、、、、会計会計会計会計システムのシステムのシステムのシステムの変更変更変更変更などのなどのなどのなどの導入導入導入導入

経費経費経費経費やややや役員報酬役員報酬役員報酬役員報酬、、、、雇用保険料雇用保険料雇用保険料雇用保険料などのなどのなどのなどの経常的経費経常的経費経常的経費経常的経費がががが新新新新たなたなたなたな負担負担負担負担となるとなるとなるとなる。。。。    

    

    「「「「指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度」」」」    

    このこのこのこの制度制度制度制度はははは、、、、民間民間民間民間のののの医療法人等医療法人等医療法人等医療法人等にににに病院病院病院病院のののの管理運営管理運営管理運営管理運営をををを行行行行わせるわせるわせるわせる公設民営方式公設民営方式公設民営方式公設民営方式でででで

あるあるあるある。。。。    

    指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者がががが運営運営運営運営のののの権限権限権限権限をををを持持持持つことからつことからつことからつことから、、、、民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者のののの経営経営経営経営ノウハウをノウハウをノウハウをノウハウを活用活用活用活用

したしたしたした病院運営病院運営病院運営病院運営がががが可能可能可能可能となるとなるとなるとなる一方一方一方一方、、、、経営難経営難経営難経営難などなどなどなど指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者のののの都合都合都合都合によりによりによりにより、、、、診療診療診療診療がががが

できなくなるなどできなくなるなどできなくなるなどできなくなるなど、、、、政策医療政策医療政策医療政策医療のののの確保確保確保確保ができなくなるができなくなるができなくなるができなくなる可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある。。。。    

    またまたまたまた、、、、現職員現職員現職員現職員はははは全全全全てててて退職退職退職退職となるためとなるためとなるためとなるため、、、、一時的一時的一時的一時的にににに多額多額多額多額のののの退職金退職金退職金退職金がががが発生発生発生発生することすることすることすること

となるとなるとなるとなる。。。。    

    

    「「「「民間譲渡民間譲渡民間譲渡民間譲渡」」」」    

    このこのこのこの制度制度制度制度はははは、、、、民間民間民間民間のののの医医医医療法人等療法人等療法人等療法人等にににに病院病院病院病院をををを譲譲譲譲りりりり渡渡渡渡しししし民間民間民間民間のののの病院病院病院病院となるものでとなるものでとなるものでとなるもので、、、、    

運営運営運営運営にににに関関関関するするするする行政行政行政行政のののの関与関与関与関与はなくなるはなくなるはなくなるはなくなる。。。。従従従従ってってってって、、、、経営難経営難経営難経営難などによりなどによりなどによりなどにより政策医療政策医療政策医療政策医療のののの    

確保確保確保確保ができなくなるができなくなるができなくなるができなくなる可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある。。。。    

    またまたまたまた、、、、指定管理者制度同様指定管理者制度同様指定管理者制度同様指定管理者制度同様、、、、現職員現職員現職員現職員はははは全全全全てててて退職退職退職退職となるためとなるためとなるためとなるため、、、、一時的一時的一時的一時的にににに多額多額多額多額のののの

退職金退職金退職金退職金がががが発生発生発生発生することとなるすることとなるすることとなるすることとなる。。。。    

    

【【【【経営形態移行他自治体事例経営形態移行他自治体事例経営形態移行他自治体事例経営形態移行他自治体事例】】】】    

    資料資料資料資料 5555によりによりによりにより説明説明説明説明。。。。    

    

（（（（説明説明説明説明についてアドバイザーよりについてアドバイザーよりについてアドバイザーよりについてアドバイザーより補足補足補足補足））））    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    各経営形態各経営形態各経営形態各経営形態のののの一般的一般的一般的一般的なななな説明説明説明説明やややや経営形態移行経営形態移行経営形態移行経営形態移行のののの事例事例事例事例をををを説明説明説明説明いただきいただきいただきいただき、、、、経営形態経営形態経営形態経営形態
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をををを検討検討検討検討するにあたりするにあたりするにあたりするにあたり、、、、様様様様々々々々なななな視点視点視点視点があるとがあるとがあるとがあると感感感感じたじたじたじた。。。。    

まずまずまずまず行政行政行政行政のののの視点視点視点視点としてはとしてはとしてはとしては、、、、自身自身自身自身のののの財政状況財政状況財政状況財政状況をいかにをいかにをいかにをいかに良良良良くくくくするかというするかというするかというするかという観点観点観点観点かかかか

らららら病院病院病院病院のののの経営形態経営形態経営形態経営形態をををを検討検討検討検討するするするするというものでというものでというものでというものであるあるあるある。。。。地方財政地方財政地方財政地方財政健全化法健全化法健全化法健全化法がががが動動動動きききき始始始始めめめめ

ておりておりておりており、、、、今年今年今年今年のののの４４４４月月月月１１１１日日日日よりよりよりより今今今今までまでまでまで対象対象対象対象からからからから外外外外されていたされていたされていたされていた病院事業病院事業病院事業病院事業もももも含含含含めてめてめてめて自自自自

治体治体治体治体のののの財政状況財政状況財政状況財政状況をををを判断判断判断判断することになったすることになったすることになったすることになった。。。。自治体病院自治体病院自治体病院自治体病院のののの多多多多くはくはくはくは一般的一般的一般的一般的にににに赤字赤字赤字赤字をををを

抱抱抱抱えているえているえているえている場合場合場合場合がががが多多多多いのでいのでいのでいので、、、、財政状況財政状況財政状況財政状況をををを健全健全健全健全にするにするにするにするためためためため、、、、病院事業病院事業病院事業病院事業をををを市全体市全体市全体市全体かかかか

らららら切切切切りりりり離離離離すことをすことをすことをすことを目的目的目的目的としてとしてとしてとして病院病院病院病院のののの経営形態経営形態経営形態経営形態のののの移行移行移行移行をををを検討検討検討検討するするするする行政行政行政行政のののの視点視点視点視点ががががああああ

るるるる。。。。    

    病院病院病院病院のののの視点視点視点視点としてはとしてはとしてはとしては、、、、診療報酬診療報酬診療報酬診療報酬にいかににいかににいかににいかに対応対応対応対応するかということであるするかということであるするかということであるするかということである。。。。診療診療診療診療

報酬報酬報酬報酬はははは２２２２年年年年にににに１１１１回改定回改定回改定回改定されるためされるためされるためされるため、、、、病院病院病院病院もももも２２２２年年年年にににに１１１１回経営戦略回経営戦略回経営戦略回経営戦略をををを変変変変ええええ、、、、２２２２年間年間年間年間

ででででなるべくなるべくなるべくなるべく多多多多くのくのくのくの診療点数診療点数診療点数診療点数をもらえるをもらえるをもらえるをもらえる経営経営経営経営をしていくをしていくをしていくをしていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。那覇那覇那覇那覇市立病市立病市立病市立病

院院院院ではではではでは 7777：：：：1111看護看護看護看護をををを導入導入導入導入するためするためするためするため、、、、経営形態経営形態経営形態経営形態をををを変更変更変更変更したというしたというしたというしたという事例事例事例事例があるがあるがあるがある。。。。    

    地域医療地域医療地域医療地域医療のののの視点視点視点視点としてはとしてはとしてはとしては、、、、いかにいかにいかにいかに効率的効率的効率的効率的かつかつかつかつ効果的効果的効果的効果的にににに地域医療地域医療地域医療地域医療をををを提供提供提供提供するかするかするかするか

というというというというものでものでものでものであるあるあるある。。。。２２２２つのつのつのつの病院病院病院病院がががが互互互互いにいにいにいに協力協力協力協力しししし合合合合ってってってって、、、、よりよりよりより効率的効率的効率的効率的にににに医療医療医療医療をををを提提提提

供供供供していくといしていくといしていくといしていくというううう視点視点視点視点からからからから、、、、経営形態経営形態経営形態経営形態をををを検討検討検討検討しししし合併合併合併合併したというしたというしたというしたという山形県山形県山形県山形県とととと酒田酒田酒田酒田市市市市

のののの事例事例事例事例もあるもあるもあるもある。。。。    

    議論議論議論議論のののの本質本質本質本質としてはとしてはとしてはとしては、、、、様様様様々々々々なななな視点視点視点視点のののの中中中中でででで当院当院当院当院ではではではでは何何何何をををを目的目的目的目的にするかにするかにするかにするか、、、、経営改経営改経営改経営改

善善善善のののの一一一一つのつのつのつの方策方策方策方策としてとしてとしてとして経営形態経営形態経営形態経営形態のののの変更変更変更変更があるというイメーがあるというイメーがあるというイメーがあるというイメージをジをジをジを持持持持っていただきっていただきっていただきっていただき

たいたいたいたい。。。。    

    

（（（（質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答））））    

（（（（委員委員委員委員））））    

    一市民一市民一市民一市民のののの立場立場立場立場としてまずとしてまずとしてまずとしてまず、、、、政権交代政権交代政権交代政権交代によるによるによるによる病院経営病院経営病院経営病院経営へのへのへのへの影響影響影響影響をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    一般的一般的一般的一般的にはにはにはには小泉政権小泉政権小泉政権小泉政権によるによるによるによる社会保障費社会保障費社会保障費社会保障費自然増自然増自然増自然増分分分分のののの 2,2002,2002,2002,200億億億億円円円円削減削減削減削減がががが病院経営病院経営病院経営病院経営

にはにはにはには一番響一番響一番響一番響いているのではないかといているのではないかといているのではないかといているのではないかと思思思思うがうがうがうが、、、、民主党民主党民主党民主党はそれをはそれをはそれをはそれを全面廃止全面廃止全面廃止全面廃止するするするするとマとマとマとマ

ニフェストでニフェストでニフェストでニフェストで謳謳謳謳っているのでっているのでっているのでっているので、、、、どのどのどのどの程度国程度国程度国程度国がががが払払払払ってってってってくれくれくれくれるかというるかというるかというるかという点点点点にあるにあるにあるにある。。。。    

    病院経営病院経営病院経営病院経営はどのはどのはどのはどの経営形態経営形態経営形態経営形態であってもであってもであってもであっても、、、、国国国国のののの医療医療医療医療にににに対対対対するするするする考考考考ええええ方方方方とととと合合合合っていなっていなっていなっていな

いようにいようにいようにいように感感感感じるじるじるじる。。。。例例例例えばえばえばえば隣隣隣隣のののの恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市にはにはにはには自治体自治体自治体自治体病院病院病院病院がないががないががないががないが、、、、自己完結的自己完結的自己完結的自己完結的なパなパなパなパ

ーセンテージとしてはーセンテージとしてはーセンテージとしてはーセンテージとしては千千千千歳市歳市歳市歳市とととと同同同同レベルであるレベルであるレベルであるレベルである。。。。全体的全体的全体的全体的にににに考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると、、、、どのどのどのどの

経営形態経営形態経営形態経営形態をををを選選選選ぶのかはぶのかはぶのかはぶのかは難難難難しいしいしいしい。。。。    

    一番問題一番問題一番問題一番問題となっているのはとなっているのはとなっているのはとなっているのは、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者がががが増増増増ええええ医療費医療費医療費医療費がががが増加増加増加増加しているしているしているしていることにことにことにことに対対対対しししし、、、、

国国国国がががが医療費医療費医療費医療費をををを払払払払ってくれないというってくれないというってくれないというってくれないという点点点点であるとであるとであるとであると思思思思うううう。。。。    
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（（（（委員委員委員委員））））    

    アドバイザーからアドバイザーからアドバイザーからアドバイザーから、、、、現状現状現状現状のののの問題問題問題問題ををををどのようにしていくかというどのようにしていくかというどのようにしていくかというどのようにしていくかという点点点点からからからから議論議論議論議論しししし

ていくていくていくていく方方方方がががが良良良良いとのおいとのおいとのおいとのお話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、事務局事務局事務局事務局のののの考考考考ええええ方方方方をををを聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    会議会議会議会議のののの目的目的目的目的からからからから考考考考えるとえるとえるとえると、、、、まずまずまずまず委員委員委員委員のののの中中中中ででででどのようなどのようなどのようなどのような経営形態経営形態経営形態経営形態があるのかがあるのかがあるのかがあるのか知知知知

ったったったった上上上上でででで、、、、千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院のののの問題問題問題問題はははは何何何何かかかか、、、、そしてどそしてどそしてどそしてどのののの経営形態経営形態経営形態経営形態をををを選択選択選択選択するのかとするのかとするのかとするのかと

いうこいうこいうこいうことをとをとをとを議論議論議論議論していくしていくしていくしていく方方方方がががが良良良良いといといといと考考考考えるえるえるえる。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    千歳千歳千歳千歳にににに病院病院病院病院はははは必要必要必要必要であるがであるがであるがであるが、、、、このままこのままこのままこのまま病院病院病院病院をををを継続継続継続継続していくとしていくとしていくとしていくと赤字赤字赤字赤字がががが膨膨膨膨らんでらんでらんでらんで

いくことからいくことからいくことからいくことから、、、、経営改革経営改革経営改革経営改革をしたいというをしたいというをしたいというをしたいという視点視点視点視点でこのでこのでこのでこの会議会議会議会議がががが発足発足発足発足したとしたとしたとしたと捉捉捉捉えてえてえてえて良良良良

いかいかいかいか。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    改革改革改革改革プランプランプランプランによりによりによりにより今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性はははは見見見見えているがえているがえているがえているが、、、、実際実際実際実際にそれをにそれをにそれをにそれを検証検証検証検証するするするする必要必要必要必要

があるがあるがあるがある。。。。またまたまたまた別別別別のののの命題命題命題命題としてとしてとしてとして、、、、財政的財政的財政的財政的なななな負担負担負担負担をををを減減減減らすらすらすらす方策方策方策方策もももも考考考考えなくてはならえなくてはならえなくてはならえなくてはなら

ないためないためないためないため、、、、今今今今のののの形態形態形態形態のままでいいのかのままでいいのかのままでいいのかのままでいいのか検討検討検討検討するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えているえているえているえている。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    計画計画計画計画ははははあるがあるがあるがあるが、、、、本当本当本当本当にににに実行実行実行実行できるかはまだわからないできるかはまだわからないできるかはまだわからないできるかはまだわからない。。。。基本的基本的基本的基本的にはにはにはには収益収益収益収益をををを上上上上

げるかげるかげるかげるか、、、、コストをコストをコストをコストを下下下下げるかどちらかしかないげるかどちらかしかないげるかどちらかしかないげるかどちらかしかない。。。。そのそのそのその策策策策のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして経営形態経営形態経営形態経営形態のののの

変更変更変更変更をををを検討検討検討検討していくしていくしていくしていくというイメージかとというイメージかとというイメージかとというイメージかと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局長長長長））））    

    総務省総務省総務省総務省がががが改革改革改革改革プランをプランをプランをプランを作成作成作成作成しそのしそのしそのしその中中中中でででで経営形態経営形態経営形態経営形態のののの検討検討検討検討をすることををすることををすることををすることを示示示示していしていしていしてい

ることからることからることからることから、、、、一度経営形態一度経営形態一度経営形態一度経営形態のののの方向方向方向方向をををを議論議論議論議論するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。    

    地域事情地域事情地域事情地域事情はそれぞれはそれぞれはそれぞれはそれぞれ違違違違うためうためうためうため、、、、ぜひそのぜひそのぜひそのぜひその点点点点をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて議論議論議論議論いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    資料資料資料資料１１１１にににに「「「「地域性地域性地域性地域性のののの確保確保確保確保」」」」はないのかはないのかはないのかはないのか、、、、医療医療医療医療はははは地域性地域性地域性地域性のののの問題問題問題問題がががが出出出出てくるがてくるがてくるがてくるが、、、、

民間病院民間病院民間病院民間病院もももも含含含含めためためためた上上上上でのでのでのでの市民病院市民病院市民病院市民病院のののの役割役割役割役割もももも考考考考えていかなければならないとえていかなければならないとえていかなければならないとえていかなければならないと思思思思うううう。。。。    

    またまたまたまた、、、、【【【【市民病院市民病院市民病院市民病院のののの果果果果たすべきたすべきたすべきたすべき役役役役割割割割】】】】のののの 6666    へきへきへきへき地医療地医療地医療地医療とはとはとはとは、、、、どこをさすのかどこをさすのかどこをさすのかどこをさすのか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    支笏湖診療所支笏湖診療所支笏湖診療所支笏湖診療所がそのがそのがそのがその位置位置位置位置づけとなっているづけとなっているづけとなっているづけとなっている。。。。    
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（（（（委員委員委員委員））））    

    収支決算収支決算収支決算収支決算などなどなどなど診療形態診療形態診療形態診療形態がわからないががわからないががわからないががわからないが、、、、採算採算採算採算がががが合合合合っていなければっていなければっていなければっていなければ何何何何らかのらかのらかのらかの別別別別

なななな方法方法方法方法をををを考考考考えなくてはならないとえなくてはならないとえなくてはならないとえなくてはならないと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    附属附属附属附属診療所診療所診療所診療所についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその他他他他のののの経営上経営上経営上経営上のののの課題課題課題課題としてとしてとしてとして今後今後今後今後併併併併せてせてせてせて検討検討検討検討していしていしていしてい

くくくく予定予定予定予定であるであるであるである。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    資料資料資料資料 1111のののの「「「「公共性公共性公共性公共性のののの確保確保確保確保」、「」、「」、「」、「経済性経済性経済性経済性のののの確保確保確保確保」、「」、「」、「」、「円滑円滑円滑円滑なななな移行移行移行移行のののの確保確保確保確保」」」」というというというという３３３３

つのパラメーターからつのパラメーターからつのパラメーターからつのパラメーターから経営形態経営形態経営形態経営形態をををを判断判断判断判断していくというのがしていくというのがしていくというのがしていくというのが事務局事務局事務局事務局のののの考考考考ええええ方方方方であであであであ

るとるとるとると思思思思うがうがうがうが、、、、どこかにどこかにどこかにどこかに重重重重きをおかないときをおかないときをおかないときをおかないと基準基準基準基準はははは満満満満たされないのではないかとたされないのではないかとたされないのではないかとたされないのではないかと思思思思

うううう。。。。事務局事務局事務局事務局にににに伺伺伺伺いたいのはいたいのはいたいのはいたいのは、、、、千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院はははは看護師看護師看護師看護師をををを確保確保確保確保してしてしてして 7777：：：：1111看護看護看護看護をされをされをされをされ

ているがているがているがているが、、、、医師医師医師医師はどのようにはどのようにはどのようにはどのように確保確保確保確保していくのかしていくのかしていくのかしていくのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。またまたまたまた、、、、医師医師医師医師はははは民間病民間病民間病民間病

院院院院とととと公立公立公立公立病院病院病院病院どちらをどちらをどちらをどちらを選選選選ぶぶぶぶ傾向傾向傾向傾向があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    先生方先生方先生方先生方にはにはにはには色色色色々々々々なななな考考考考えがあるとえがあるとえがあるとえがあると思思思思うがうがうがうが、、、、若若若若いいいい医師医師医師医師はははは高度医療高度医療高度医療高度医療をををを勉強勉強勉強勉強できるできるできるできる環環環環

境境境境をををを求求求求めるめるめるめる傾向傾向傾向傾向がががが強強強強いいいい様様様様にににに感感感感じるじるじるじる。。。。札幌札幌札幌札幌医療医療医療医療圏内圏内圏内圏内のののの中中中中でででで当院当院当院当院はははは 1.51.51.51.5次位次位次位次位のののの位置位置位置位置

づけでありづけでありづけでありづけであり、、、、３３３３次医療次医療次医療次医療をををを行行行行うううう札幌札幌札幌札幌のののの病院病院病院病院にににに若若若若いいいい医師医師医師医師がががが集集集集まるまるまるまる傾向傾向傾向傾向があるようにがあるようにがあるようにがあるように

感感感感じるじるじるじる。。。。またまたまたまた、、、、医師不足医師不足医師不足医師不足でででで一番顕著一番顕著一番顕著一番顕著なななな産婦人科医産婦人科医産婦人科医産婦人科医はははは、、、、医師医師医師医師のののの集約化集約化集約化集約化をををを図図図図ってってってっておおおお

りりりり、、、、北海道医療計画北海道医療計画北海道医療計画北海道医療計画のののの中中中中でででで当院当院当院当院はははは産科医産科医産科医産科医をををを重点的重点的重点的重点的にににに配置配置配置配置するするするする病院病院病院病院にはにはにはには位置位置位置位置づけづけづけづけ

られていないられていないられていないられていないというというというというのがのがのがのが現状現状現状現状であるであるであるである。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    医師不足医師不足医師不足医師不足のののの現状現状現状現状をををを打破打破打破打破していかねばならないとしていかねばならないとしていかねばならないとしていかねばならないと思思思思うがうがうがうが、、、、人件費人件費人件費人件費のののの問題問題問題問題をクリをクリをクリをクリ

アしながらアしながらアしながらアしながら検討検討検討検討していかなければならないとしていかなければならないとしていかなければならないとしていかなければならないと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    医師医師医師医師はははは給料給料給料給料のののの多多多多い・い・い・い・少少少少ないでないでないでないで病院病院病院病院をををを選選選選ぶのかはぶのかはぶのかはぶのかは疑問疑問疑問疑問であるがであるがであるがであるが、、、、そのそのそのその点点点点はいかはいかはいかはいか

がかがかがかがか。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    昔昔昔昔はははは医師医師医師医師たるものはたるものはたるものはたるものは患者患者患者患者のためにのためにのためにのために一心一心一心一心でででで職務職務職務職務をををを遂行遂行遂行遂行してきたしてきたしてきたしてきた。。。。今今今今はははは医療医療医療医療だけだけだけだけ

ではなくではなくではなくではなく全全全全てのてのてのての職種職種職種職種においてにおいてにおいてにおいて若若若若いいいい世代世代世代世代のののの考考考考ええええ方方方方はははは変化変化変化変化してきているとしてきているとしてきているとしてきていると思思思思うううう。。。。最最最最

近近近近ののののドクターはドクターはドクターはドクターは家庭家庭家庭家庭をををを大事大事大事大事にするにするにするにする傾向傾向傾向傾向がががが強強強強いいいい。。。。新新新新しいしいしいしい知識知識知識知識をををを得得得得てててて高高高高いものをいものをいものをいものを目目目目
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指指指指すすすす観点観点観点観点でででで仕事仕事仕事仕事にににに熱中熱中熱中熱中するするするする医師医師医師医師のののの比率比率比率比率はははは少少少少なくなってきているようになくなってきているようになくなってきているようになくなってきているように感感感感じるじるじるじる。。。。

給料給料給料給料がががが多少安多少安多少安多少安くてもくてもくてもくても札幌市内札幌市内札幌市内札幌市内でででで家族家族家族家族にににに良良良良いいいい環境環境環境環境でででで仕事仕事仕事仕事をををを求求求求めるめるめるめる医師医師医師医師がががが多多多多くくくく、、、、札札札札

幌幌幌幌にににに北海道北海道北海道北海道のののの半数半数半数半数のののの医師医師医師医師がががが従事従事従事従事しているしているしているしている。。。。    

    当院当院当院当院はははは 190190190190床床床床のののの総合病院総合病院総合病院総合病院であるためであるためであるためであるため、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの科科科科のののの割割割割りりりり当当当当ててててベッドベッドベッドベッド数数数数はははは少少少少

なくなくなくなく、、、、診療科診療科診療科診療科のののの医師医師医師医師のののの数数数数はははは最大最大最大最大でもでもでもでも４４４４人人人人であるであるであるである。。。。    

医療医療医療医療をををを行行行行うううう意味意味意味意味ではではではでは、、、、一一一一つのつのつのつの科科科科にににに多多多多くのくのくのくの医者医者医者医者ががががおりおりおりおり、、、、互互互互いにいにいにいに論戦論戦論戦論戦をををを交交交交わしなわしなわしなわしな

がらがらがらがら医療医療医療医療をををを提供提供提供提供できるようなマンパワーのあるできるようなマンパワーのあるできるようなマンパワーのあるできるようなマンパワーのある環境環境環境環境にににに医師医師医師医師はははは集集集集まりやすいまりやすいまりやすいまりやすい。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    一部適用一部適用一部適用一部適用とととと全部適用全部適用全部適用全部適用のののの違違違違いをいをいをいを今一度確認今一度確認今一度確認今一度確認したいしたいしたいしたい。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    一部適用一部適用一部適用一部適用はははは、、、、財務財務財務財務・・・・経理部分経理部分経理部分経理部分のみのみのみのみ公営企業法公営企業法公営企業法公営企業法をををを適用適用適用適用しししし、、、、人事等人事等人事等人事等はははは全全全全てててて市役所市役所市役所市役所

のののの組織組織組織組織のののの一部一部一部一部としてとしてとしてとして運営運営運営運営するするするする。。。。    

    全部適用全部適用全部適用全部適用はははは、、、、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がががが設置設置設置設置されされされされ、、、、人事部分人事部分人事部分人事部分もももも含含含含めてめてめてめて全全全全てててて病院病院病院病院でででで運営運営運営運営

することをすることをすることをすることを意味意味意味意味するするするする。。。。ただしどちらもただしどちらもただしどちらもただしどちらも公務員公務員公務員公務員であることにであることにであることにであることに変変変変わりはないわりはないわりはないわりはない。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    現在市民病院現在市民病院現在市民病院現在市民病院がががが抱抱抱抱えているえているえているえている問題問題問題問題やややや課題課題課題課題をををを提示提示提示提示していただかないとしていただかないとしていただかないとしていただかないと、、、、どのどのどのどの経営経営経営経営

形態形態形態形態がががが一番適一番適一番適一番適しているのかしているのかしているのかしているのか選択選択選択選択できないとできないとできないとできないと感感感感じるじるじるじる。。。。    

    病院経営病院経営病院経営病院経営はははは難難難難しいしいしいしい状況状況状況状況ではあるがではあるがではあるがではあるが、、、、経営経営経営経営がががが順調順調順調順調なななな病院病院病院病院があればそのがあればそのがあればそのがあればその特徴特徴特徴特徴やややや成成成成

功例功例功例功例をおをおをおをお聞聞聞聞かせいただきたいかせいただきたいかせいただきたいかせいただきたい。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    成功成功成功成功してしてしてして黒字黒字黒字黒字をををを出出出出しているしているしているしている病院病院病院病院はははは数数数数多多多多くくくくあるあるあるある。。。。経営経営経営経営にににに対対対対しししし一番大一番大一番大一番大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを

与与与与えるのはえるのはえるのはえるのは、、、、国国国国がががが提示提示提示提示するするするする診療報酬診療報酬診療報酬診療報酬にににに合致合致合致合致したしたしたした運営運営運営運営をするとをするとをするとをすると利益利益利益利益がががが上上上上がるといがるといがるといがるとい

うううう仕組仕組仕組仕組みになっているみになっているみになっているみになっていることであることであることであることである。。。。現在現在現在現在利益利益利益利益がががが出出出出やすいのはやすいのはやすいのはやすいのは、、、、回復期回復期回復期回復期リハビリリハビリリハビリリハビリ

をををを中心中心中心中心にににに行行行行うううう病院病院病院病院などなどなどなどであるであるであるである。。。。よってどのよってどのよってどのよってどの医療医療医療医療をををを実施実施実施実施しているしているしているしているかによってかによってかによってかによって経営経営経営経営

状況状況状況状況はははは変変変変わってくるわってくるわってくるわってくる。。。。    

    千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院のようにのようにのようにのように急性期医療急性期医療急性期医療急性期医療をををを行行行行いながらもいながらもいながらもいながらも利益利益利益利益をあげているをあげているをあげているをあげている病院病院病院病院のののの取取取取

りりりり組組組組みとしてはみとしてはみとしてはみとしては、、、、急性期医療急性期医療急性期医療急性期医療をををを必要必要必要必要とするとするとするとする患者患者患者患者さんをさんをさんをさんを地域地域地域地域からからからから受受受受けけけけ入入入入れれれれ、、、、地域地域地域地域

完結完結完結完結のののの流流流流れをれをれをれを作作作作っているっているっているっている。。。。またまたまたまたクリティカルパスをクリティカルパスをクリティカルパスをクリティカルパスを導入導入導入導入しししし医療医療医療医療のののの質質質質のののの向上向上向上向上とととととととと

もにもにもにもに無駄無駄無駄無駄をををを省省省省くくくく病院病院病院病院やややや医薬品医薬品医薬品医薬品等等等等をををを安安安安くくくく購入購入購入購入することにすることにすることにすることに心血心血心血心血をををを注注注注ぐぐぐぐ病院病院病院病院もあもあもあもありりりり、、、、

病院病院病院病院のののの状況状況状況状況にににに応応応応じてじてじてじて様様様様々々々々なななな手法手法手法手法があるがあるがあるがある。。。。    
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（（（（委員委員委員委員））））    

    千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院はははは、、、、そのそのそのその様様様様々々々々なななな取取取取りりりり組組組組みをしたがみをしたがみをしたがみをしたが経営改善経営改善経営改善経営改善されなかったのかされなかったのかされなかったのかされなかったのか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    地域地域地域地域やややや病院病院病院病院によってによってによってによって事情事情事情事情がががが違違違違うとうとうとうと申申申申しししし上上上上げたがげたがげたがげたが、、、、例例例例えばえばえばえば那覇那覇那覇那覇市立病院市立病院市立病院市立病院はははは看護看護看護看護

師師師師をををを集集集集めるめるめるめる目的目的目的目的でででで別別別別のののの経営形態経営形態経営形態経営形態へへへへ移行移行移行移行したがしたがしたがしたが、、、、当院当院当院当院はははは予定通予定通予定通予定通りりりり昨年昨年昨年昨年７７７７月月月月よりよりよりより 7777：：：：

1111看護基準看護基準看護基準看護基準をををを導入導入導入導入しそのしそのしそのしその点点点点ではではではでは問題問題問題問題にならなかったにならなかったにならなかったにならなかった。。。。    

    唯一課題唯一課題唯一課題唯一課題をををを挙挙挙挙げるとしたらげるとしたらげるとしたらげるとしたら医師医師医師医師がががが足足足足りないということであるりないということであるりないということであるりないということである。。。。医師医師医師医師がいながいながいながいないいいい

とととと収益収益収益収益はははは上上上上がらないがらないがらないがらないためためためため、、、、そのそのそのその点点点点がががが課題課題課題課題であるであるであるである。。。。    

        

（（（（委員委員委員委員））））    

    人件費人件費人件費人件費比比比比率率率率はははは他病院他病院他病院他病院とととと比比比比べてどのべてどのべてどのべてどの程度程度程度程度かかかか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    改革改革改革改革プランのプランのプランのプランの P.27P.27P.27P.27にににに過去過去過去過去のののの状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しというしというしというしという形形形形でででで職員給与費対医業職員給与費対医業職員給与費対医業職員給与費対医業

収益比率収益比率収益比率収益比率をををを示示示示しているしているしているしている。。。。一般的一般的一般的一般的にはそのにはそのにはそのにはその比率比率比率比率はははは 50505050～～～～55555555％％％％くらいがくらいがくらいがくらいが良良良良いとされていとされていとされていとされて

いるがいるがいるがいるが、、、、当院当院当院当院はははは 19191919年度年度年度年度のののの決算決算決算決算でででで 48.248.248.248.2％％％％となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、今後今後今後今後もももも今今今今のところののところののところののところの見見見見

通通通通しではしではしではしでは 50505050％％％％までいかないとまでいかないとまでいかないとまでいかないと思思思思うううう。。。。黒字公立病院平均黒字公立病院平均黒字公立病院平均黒字公立病院平均のののの数値数値数値数値 57.857.857.857.8％％％％よりもよりもよりもよりも低低低低いいいい。。。。

人件費比率人件費比率人件費比率人件費比率はははは低低低低ければければければければ低低低低いほどいほどいほどいほど良良良良いとされているがいとされているがいとされているがいとされているが、、、、当院当院当院当院はははは他病院他病院他病院他病院よりもよりもよりもよりも低低低低いいいい。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    千歳千歳千歳千歳市市市市とととと同等同等同等同等のののの人口規模人口規模人口規模人口規模やややや 200200200200床程度床程度床程度床程度のののの病院病院病院病院のののの経営形態経営形態経営形態経営形態はどのようになってはどのようになってはどのようになってはどのようになって

いるのかいるのかいるのかいるのか。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    自治体病院自治体病院自治体病院自治体病院のののの経営形態経営形態経営形態経営形態はははは総務省総務省総務省総務省のホームページにアップされているのでのホームページにアップされているのでのホームページにアップされているのでのホームページにアップされているので、、、、類類類類

似似似似したしたしたした地域地域地域地域をををを見見見見つけてピックアップすることはできるつけてピックアップすることはできるつけてピックアップすることはできるつけてピックアップすることはできる。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    客観的客観的客観的客観的なパラメーターでカットできるものでないとなパラメーターでカットできるものでないとなパラメーターでカットできるものでないとなパラメーターでカットできるものでないと議論議論議論議論がががが難難難難しいとしいとしいとしいと思思思思われるわれるわれるわれる

のでのでのでので、、、、もしそのようなもしそのようなもしそのようなもしそのような資料資料資料資料があればがあればがあればがあれば今後今後今後今後提示提示提示提示していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    先先先先ほどのほどのほどのほどの人件費人件費人件費人件費比比比比率率率率はははは医師医師医師医師をををを除除除除いたいたいたいた数値数値数値数値かかかか。。。。    
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（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    医師医師医師医師もももも含含含含んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    それではそれではそれではそれでは良良良良いいいい方方方方ではないかではないかではないかではないか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    当院当院当院当院のののの赤字赤字赤字赤字はははは建物建物建物建物建設建設建設建設によるによるによるによる減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費ががががそのほとんどのそのほとんどのそのほとんどのそのほとんどの要因要因要因要因であるであるであるであるためためためため、、、、

もしこのもしこのもしこのもしこの減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費がなければがなければがなければがなければ黒字黒字黒字黒字であるであるであるである。。。。減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費はははは現金支出現金支出現金支出現金支出をををを伴伴伴伴わないわないわないわない

ためためためため、、、、運転資金運転資金運転資金運転資金はははは 20202020年度年度年度年度のののの決算決算決算決算でででで９９９９億円程度確保億円程度確保億円程度確保億円程度確保しているしているしているしている。。。。巷巷巷巷でででで言言言言われているわれているわれているわれている

赤字赤字赤字赤字というのはというのはというのはというのは、、、、公立病院事業公立病院事業公立病院事業公立病院事業のののの場合場合場合場合このこのこのこの運転資金運転資金運転資金運転資金のののの有無有無有無有無であることからであることからであることからであることから、、、、そそそそ

のののの観点観点観点観点からするとからするとからするとからすると当院当院当院当院はははは赤字赤字赤字赤字ではないではないではないではない。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    改革改革改革改革プランプランプランプラン P.27P.27P.27P.27のののの実績数値実績数値実績数値実績数値をををを黒字公立病院平均黒字公立病院平均黒字公立病院平均黒字公立病院平均とととと比較比較比較比較するとするとするとすると、、、、全体的全体的全体的全体的にににに良良良良いいいい

数字数字数字数字だとだとだとだと思思思思うううう。。。。赤字赤字赤字赤字のののの要因要因要因要因はははは建物建物建物建物のののの減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費であるのであればであるのであればであるのであればであるのであれば、、、、このこのこのこの病院病院病院病院のののの

努力努力努力努力はははは平成平成平成平成 19191919年度年度年度年度のののの実績実績実績実績でででで既既既既にににに表表表表れているのではないかとれているのではないかとれているのではないかとれているのではないかと思思思思うううう。。。。    

    市民市民市民市民のののの方方方方々々々々がががが総合病院化総合病院化総合病院化総合病院化をををを地域地域地域地域のニーズとしてのニーズとしてのニーズとしてのニーズとして求求求求めためためためた結果結果結果結果であればであればであればであれば、、、、そこをそこをそこをそこを

明明明明らかにしてかららかにしてかららかにしてかららかにしてから、、、、このこのこのこの病院病院病院病院をををを継続継続継続継続するかするかするかするか否否否否かのかのかのかの検討検討検討検討をしていくべきでないかをしていくべきでないかをしていくべきでないかをしていくべきでないか

とととと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    減価償却減価償却減価償却減価償却はははは民間民間民間民間ではではではでは任意償却任意償却任意償却任意償却というというというという手段手段手段手段もあるがもあるがもあるがもあるが。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    法律上減価償却法律上減価償却法律上減価償却法律上減価償却はやらなくてはならないがはやらなくてはならないがはやらなくてはならないがはやらなくてはならないが、、、、減価償却減価償却減価償却減価償却はははは現金支出現金支出現金支出現金支出がががが伴伴伴伴わないわないわないわない

費用費用費用費用ののののためためためため、、、、減価償却費分減価償却費分減価償却費分減価償却費分のおのおのおのお金金金金がががが病院内病院内病院内病院内にににに貯貯貯貯まるということになるまるということになるまるということになるまるということになる。。。。黒字黒字黒字黒字にににに

ならないかもしれないがならないかもしれないがならないかもしれないがならないかもしれないが、、、、着実着実着実着実にににに貯貯貯貯めたおめたおめたおめたお金金金金でででで次次次次のののの投資投資投資投資ができるためができるためができるためができるため、、、、現金現金現金現金をををを

貯貯貯貯めるというめるというめるというめるという観点観点観点観点からいうとからいうとからいうとからいうと重要重要重要重要なななな意味意味意味意味があがあがあがあるるるる。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    建設費用建設費用建設費用建設費用はははは病院自体病院自体病院自体病院自体がががが返済返済返済返済していないというしていないというしていないというしていないという考考考考ええええ方方方方かかかか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    返済金返済金返済金返済金のののの一部一部一部一部はははは市市市市からからからから繰入金繰入金繰入金繰入金というというというという形形形形でででで頂頂頂頂いているがいているがいているがいているが、、、、全全全全てててて頂頂頂頂いているわけいているわけいているわけいているわけ

ではないのでではないのでではないのでではないので収益収益収益収益のののの中中中中からからからから返済返済返済返済しているしているしているしている。。。。    
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（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    病院経営病院経営病院経営病院経営はははは医療機器等医療機器等医療機器等医療機器等をををを常常常常にににに更新更新更新更新していくしていくしていくしていく必要必要必要必要があるためがあるためがあるためがあるため、、、、そのそのそのその資金資金資金資金はははは独自独自独自独自

のののの経営努力経営努力経営努力経営努力でででで確保確保確保確保していかなくてはならないしていかなくてはならないしていかなくてはならないしていかなくてはならない。。。。    

    

（（（（2222））））    現行現行現行現行のののの経営形態経営形態経営形態経営形態におけるにおけるにおけるにおける課題課題課題課題についてについてについてについて（（（（説明及説明及説明及説明及びびびび質疑質疑質疑質疑））））    

（（（（現行制度現行制度現行制度現行制度のののの課題課題課題課題とととと市民病院市民病院市民病院市民病院のののの状況状況状況状況についてについてについてについて事務局事務局事務局事務局よりよりよりより説明説明説明説明））））    

≪≪≪≪人事人事人事人事・・・・給与給与給与給与にににに関関関関するするするする課題課題課題課題≫≫≫≫    

地方自治法等地方自治法等地方自治法等地方自治法等によるによるによるによる職員定数職員定数職員定数職員定数がががが抑制基調抑制基調抑制基調抑制基調にあるにあるにあるにあるがががが、、、、当院当院当院当院においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、増員増員増員増員

のののの必要性必要性必要性必要性にににに対対対対しししし柔軟柔軟柔軟柔軟かつかつかつかつ機動的機動的機動的機動的にににに対応対応対応対応するするするする体制体制体制体制がががが整整整整っているっているっているっている。。。。    

    

≪≪≪≪給与給与給与給与≫≫≫≫    

    現状現状現状現状ではではではでは医師医師医師医師のののの年俸制年俸制年俸制年俸制などなどなどなど病院独自病院独自病院独自病院独自のののの給与体系給与体系給与体系給与体系をををを設定設定設定設定しししし実績等実績等実績等実績等にににに応応応応じたじたじたじた評評評評

価価価価がががが処遇処遇処遇処遇にににに反映反映反映反映されないされないされないされない仕組仕組仕組仕組みとなっているがみとなっているがみとなっているがみとなっているが、、、、当院当院当院当院はははは実績等実績等実績等実績等にににに応応応応じたじたじたじた評価評価評価評価

をををを給与給与給与給与とはとはとはとは別別別別のののの形形形形でででで処遇処遇処遇処遇にににに反映反映反映反映するするするする人事考課制度人事考課制度人事考課制度人事考課制度をををを平成平成平成平成23232323年度年度年度年度中中中中にににに導入導入導入導入するするするする

ことをことをことをことを目指目指目指目指しておりしておりしておりしており、、、、医師医師医師医師をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする職員職員職員職員のののの意欲向上意欲向上意欲向上意欲向上をををを図図図図ることとしてることとしてることとしてることとして

いるいるいるいる。。。。        

        

    ≪≪≪≪予算予算予算予算にににに関関関関するするするする課題課題課題課題≫≫≫≫    

    予算予算予算予算のののの作成作成作成作成はははは、、、、市長市長市長市長のののの権限権限権限権限であることからであることからであることからであることから、、、、病院運営病院運営病院運営病院運営にににに即即即即したしたしたした予算予算予算予算をををを編成編成編成編成すすすす

るるるる上上上上でででで、、、、一定一定一定一定のののの制約制約制約制約をををを受受受受けるけるけるける可能性可能性可能性可能性があがあがあがあるがるがるがるが、、、、当院当院当院当院においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、市長部局市長部局市長部局市長部局とのとのとのとの    

協議協議協議協議をををを綿密綿密綿密綿密にににに行行行行いいいい、、、、病院事業病院事業病院事業病院事業へのへのへのへの理解理解理解理解をををを得得得得ていることからていることからていることからていることから、、、、医療機器等医療機器等医療機器等医療機器等のののの購入購入購入購入

はははは計画計画計画計画どおりどおりどおりどおり行行行行われわれわれわれ、、、、そのそのそのその財源財源財源財源についてもについてもについてもについても市市市市のののの繰入措置繰入措置繰入措置繰入措置によりによりによりにより所要額所要額所要額所要額をををを確保確保確保確保しししし

ているているているている。。。。    

    

≪≪≪≪効率性効率性効率性効率性にににに関関関関するするするする課題課題課題課題≫≫≫≫    

    契約契約契約契約にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法のののの制約制約制約制約をををを受受受受けることからけることからけることからけることから、、、、多様多様多様多様なななな契約手法契約手法契約手法契約手法のののの採採採採

用用用用やややや購購購購入先入先入先入先をををを絞絞絞絞ってのってのってのっての価格交渉価格交渉価格交渉価格交渉はははは困難困難困難困難であるがであるがであるがであるが、、、、市場動向市場動向市場動向市場動向についてについてについてについて情報収集情報収集情報収集情報収集をををを

行行行行いいいい、、、、現行制度現行制度現行制度現行制度のののの中中中中でコストでコストでコストでコスト削減削減削減削減にににに一定一定一定一定のののの効果効果効果効果をををを上上上上げているげているげているげている。。。。    

    

≪≪≪≪事務局育成事務局育成事務局育成事務局育成にににに関関関関するするするする課題課題課題課題≫≫≫≫    

    当院当院当院当院においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、医療事務医療事務医療事務医療事務やややや診療情報管理診療情報管理診療情報管理診療情報管理をををを担当担当担当担当するするするする職員職員職員職員についてについてについてについて、、、、病院専病院専病院専病院専

門門門門職職職職としてとしてとしてとして採用採用採用採用しししし、、、、当該部門当該部門当該部門当該部門のののの強化強化強化強化をををを図図図図っているっているっているっている。。。。管理部門管理部門管理部門管理部門についてはについてはについてはについては、、、、市市市市のののの

人事人事人事人事ローテーションのローテーションのローテーションのローテーションの対象対象対象対象でありでありでありであり、、、、人材確保人材確保人材確保人材確保のののの課題課題課題課題であるがであるがであるがであるが、、、、医療経営医療経営医療経営医療経営コンサコンサコンサコンサ

ルタントとルタントとルタントとルタントと契約契約契約契約しししし、、、、医療情報医療情報医療情報医療情報やややや経営上経営上経営上経営上のアドバイスをのアドバイスをのアドバイスをのアドバイスを得得得得ているているているている。。。。    
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（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    現行制度現行制度現行制度現行制度のののの課題課題課題課題とととと千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院のののの状況状況状況状況をごをごをごをご説明説明説明説明いただいたがいただいたがいただいたがいただいたが、、、、他他他他のののの自治体病自治体病自治体病自治体病

院院院院とととと比比比比べるとべるとべるとべると市市市市とのとのとのとの距離距離距離距離がががが非常非常非常非常にににに近近近近いといといといと感感感感じるじるじるじる。。。。市市市市のののの方方方方がががが機動的機動的機動的機動的にににに動動動動いているいているいているいている

ためためためため、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院もももも機動的機動的機動的機動的にににに動動動動いているといういているといういているといういているという印象印象印象印象をををを受受受受けたけたけたけた。。。。    

    一般的一般的一般的一般的にはにはにはには自治体自治体自治体自治体のののの人事人事人事人事ローテーションはローテーションはローテーションはローテーションは通常通常通常通常 2222～～～～3333年年年年でででで異動異動異動異動となるためとなるためとなるためとなるため、、、、事事事事

務方務方務方務方がががが専門家専門家専門家専門家になるになるになるになる前前前前にににに異異異異動動動動するというするというするというするという状況状況状況状況にににに陥陥陥陥るるるる。。。。千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院はははは、、、、コンサコンサコンサコンサ

ルティングルティングルティングルティング会社会社会社会社をををを利用利用利用利用してそのしてそのしてそのしてその点点点点をカバーしているがをカバーしているがをカバーしているがをカバーしているが、、、、そのそのそのその分分分分費用費用費用費用はかさむはかさむはかさむはかさむここここ

とになるとになるとになるとになるのでのでのでのでこのこのこのこの部分部分部分部分はははは今後今後今後今後のののの課題課題課題課題になるかとになるかとになるかとになるかと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    制度上制度上制度上制度上のののの課題課題課題課題についてはについてはについてはについては、、、、ほぼクリアしているようにほぼクリアしているようにほぼクリアしているようにほぼクリアしているように私私私私はははは感感感感じるがじるがじるがじるが、、、、それでそれでそれでそれで

もまだもまだもまだもまだ課題課題課題課題があるとがあるとがあるとがあると捉捉捉捉えているのであればえているのであればえているのであればえているのであれば、、、、これこれこれこれ以外以外以外以外のののの課題課題課題課題をををを見見見見せてせてせてせて欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    全国的全国的全国的全国的にににに一部適用一部適用一部適用一部適用のののの課題課題課題課題とされていることにとされていることにとされていることにとされていることに対対対対してしてしてして、、、、当院当院当院当院のののの比較表比較表比較表比較表をごをごをごをご提示提示提示提示

したしたしたした。。。。もうもうもうもう少少少少しししし細細細細かいかいかいかい点点点点をあげるとすればをあげるとすればをあげるとすればをあげるとすれば数点数点数点数点あげることはあげることはあげることはあげることは可能可能可能可能であるであるであるである。。。。    

例例例例えばえばえばえば人件費人件費人件費人件費をををを下下下下げるげるげるげる場合場合場合場合はははは、、、、非公務員型非公務員型非公務員型非公務員型のののの独立行政法人独立行政法人独立行政法人独立行政法人やややや指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者、、、、民民民民

間譲渡間譲渡間譲渡間譲渡ににににしたしたしたした方方方方がががが削減削減削減削減できるかもしれないしできるかもしれないしできるかもしれないしできるかもしれないし、、、、極端極端極端極端なななな話話話話をするならばをするならばをするならばをするならば、、、、医師確医師確医師確医師確

保保保保のののの課題課題課題課題についてもについてもについてもについても民間譲渡民間譲渡民間譲渡民間譲渡のののの方方方方がががが容易容易容易容易にできるにできるにできるにできる可能性可能性可能性可能性はあるはあるはあるはある。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    病院病院病院病院のののの経営経営経営経営をををを改革改革改革改革するということはするということはするということはするということは、、、、問題問題問題問題があるからがあるからがあるからがあるから改革改革改革改革することであるとすることであるとすることであるとすることであると

思思思思うがうがうがうが、、、、そのそのそのその問題問題問題問題はははは何何何何かかかか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    改革改革改革改革プランはプランはプランはプランは強制強制強制強制ではないがではないがではないがではないが国国国国によってによってによってによって作成作成作成作成をををを指示指示指示指示されされされされ、、、、そのそのそのその中中中中でででで経営形態経営形態経営形態経営形態

のののの検討検討検討検討ををををするようするようするようするよう求求求求められためられためられためられた。。。。それそれそれそれららららもももも含含含含めてめてめてめて今一度議論今一度議論今一度議論今一度議論しししし、、、、市民市民市民市民におにおにおにお示示示示しししししししし

たいたいたいたい。。。。    

        

（（（（3333））））    経営形態経営形態経営形態経営形態のののの比較比較比較比較・・・・検討検討検討検討についてについてについてについて    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    次回次回次回次回以降以降以降以降、、、、各経営形態各経営形態各経営形態各経営形態のののの具体具体具体具体的的的的なななな絞絞絞絞りりりり込込込込みにみにみにみに入入入入っていくためっていくためっていくためっていくため、、、、深深深深いところまいところまいところまいところま

でででで議論議論議論議論できるとできるとできるとできると思思思思うううう。。。。今回今回今回今回はははは入口入口入口入口としてどのようなとしてどのようなとしてどのようなとしてどのような経営形態経営形態経営形態経営形態があるのかがあるのかがあるのかがあるのか理解理解理解理解をををを

深深深深めるというめるというめるというめるという趣旨趣旨趣旨趣旨であったかとであったかとであったかとであったかと思思思思うううう。。。。    
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（（（（会長会長会長会長））））    

皆皆皆皆さんからいろいろなさんからいろいろなさんからいろいろなさんからいろいろな意見意見意見意見がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので、、、、これをこれをこれをこれを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて次回以降次回以降次回以降次回以降、、、、市市市市

民病院民病院民病院民病院のののの現状現状現状現状のののの把握把握把握把握とよりとよりとよりとより具体的具体的具体的具体的なななな経営形態経営形態経営形態経営形態のののの検討検討検討検討にににに入入入入っていきたいとっていきたいとっていきたいとっていきたいと思思思思うううう。。。。    

    

3333    閉会閉会閉会閉会    


