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第第第第 3333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 12121212月月月月 3333日日日日（（（（木木木木））））    18181818：：：：30303030～～～～20202020：：：：20202020    

    

【【【【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、、、、（（（（委員委員委員委員８８８８名中名中名中名中７７７７名出席名出席名出席名出席））））        

    

◎◎◎◎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、、、、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    

（（（（会長会長会長会長））））    

    前回前回前回前回のののの会議内容会議内容会議内容会議内容についてはについてはについてはについては事前配付事前配付事前配付事前配付しているしているしているしている会議概要会議概要会議概要会議概要によりによりによりにより確認確認確認確認してしてしてして頂頂頂頂いていていていて

いるといるといるといると思思思思うがうがうがうが、、、、他病院他病院他病院他病院のののの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具体具体具体具体的的的的なななな事例事例事例事例やややや各形態各形態各形態各形態のメリットのメリットのメリットのメリット、、、、デデデデ

メリットのメリットのメリットのメリットの説明説明説明説明をををを受受受受けけけけ、、、、質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答をををを行行行行ったったったった。。。。これらこれらこれらこれらをををを踏踏踏踏まえまえまえまえてててて今回今回今回今回とととと次回次回次回次回でででで本本本本

格的格的格的格的なななな検討検討検討検討をををを行行行行いいいい、、、、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。。。。    

    特特特特にににに、、、、千歳千歳千歳千歳・・・・恵庭圏恵庭圏恵庭圏恵庭圏におけるにおけるにおけるにおける地域地域地域地域のののの特徴特徴特徴特徴にににに合合合合ったったったった経営経営経営経営がががが基本基本基本基本であるためであるためであるためであるため、、、、千千千千

歳市民病院歳市民病院歳市民病院歳市民病院がどのようながどのようながどのようながどのような役割役割役割役割をををを担担担担っていくのかというっていくのかというっていくのかというっていくのかという点点点点をををを皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが意識統一意識統一意識統一意識統一でででで

きるようきるようきるようきるよう議論議論議論議論をををを進進進進めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい。。。。    

        

２２２２    議題議題議題議題    

（（（（1111））））    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））））    

（（（（同規模自治体同規模自治体同規模自治体同規模自治体のののの病院事業及病院事業及病院事業及病院事業及びびびび同規模病院同規模病院同規模病院同規模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よよよ

りりりり説明説明説明説明））））    

    本資料本資料本資料本資料はははは、、、、前回前回前回前回のののの会議会議会議会議においてにおいてにおいてにおいて委員委員委員委員かかかからららら、「、「、「、「千歳市千歳市千歳市千歳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市民病市民病市民病市民病

院院院院とととと同程度同程度同程度同程度のののの病床数病床数病床数病床数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がどのようになっがどのようになっがどのようになっがどのようになっているのかているのかているのかているのか」」」」というこというこというこというこ

とでとでとでとで資料資料資料資料のののの要求要求要求要求があったためがあったためがあったためがあったため、、、、作成作成作成作成したものであるしたものであるしたものであるしたものである。。。。    
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    経営形態経営形態経営形態経営形態のののの選択選択選択選択についてはについてはについてはについては、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体のののの考考考考ええええ方方方方やややや置置置置かれているかれているかれているかれている状況状況状況状況によりによりによりにより

様様様様々々々々であるためであるためであるためであるため、、、、自治自治自治自治体体体体やややや病院病院病院病院のののの規模規模規模規模によるによるによるによる経営形態経営形態経営形態経営形態のののの傾向傾向傾向傾向というのはというのはというのはというのは特特特特にみにみにみにみ

られないられないられないられない。。。。    

    

（（（（一般会計繰出金一般会計繰出金一般会計繰出金一般会計繰出金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））））    

    公立病院公立病院公立病院公立病院はははは「「「「独立採算独立採算独立採算独立採算のののの原則原則原則原則」」」」があるがあるがあるがある一方一方一方一方でででで、「、「、「、「経費負担経費負担経費負担経費負担のののの原則原則原則原則」」」」としてとしてとしてとして「「「「経経経経

営営営営にににに伴伴伴伴うううう収入収入収入収入をもってをもってをもってをもって充充充充てることがてることがてることがてることが適当適当適当適当でないでないでないでない経費経費経費経費」」」」やややや「「「「能率的能率的能率的能率的なななな経営経営経営経営によっによっによっによっ

てもてもてもても事業事業事業事業のののの採算性採算性採算性採算性をををを求求求求めることがめることがめることがめることが客観的客観的客観的客観的にににに困難困難困難困難なものとなものとなものとなものと認認認認められるめられるめられるめられる経費経費経費経費」、「」、「」、「」、「災災災災

害復旧害復旧害復旧害復旧そのそのそのその他特別他特別他特別他特別なななな理由理由理由理由によりによりによりにより必要必要必要必要があるがあるがあるがある経費経費経費経費」」」」についてはについてはについてはについては一般会計一般会計一般会計一般会計がががが負担負担負担負担すすすす

べきものとしてべきものとしてべきものとしてべきものとして地方公営企業法地方公営企業法地方公営企業法地方公営企業法にににに定定定定められておりめられておりめられておりめられており、、、、千歳市千歳市千歳市千歳市においてもにおいてもにおいてもにおいても一般会計一般会計一般会計一般会計

がががが負担負担負担負担すべきすべきすべきすべき経費経費経費経費についてについてについてについて明確明確明確明確なななな基準基準基準基準をををを設定設定設定設定したところであるしたところであるしたところであるしたところである。。。。    

ただしただしただしただし、、、、このこのこのこの経費経費経費経費のののの支出支出支出支出についてはについてはについてはについては、、、、自治体自治体自治体自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強強強強くくくく受受受受けることかけることかけることかけることか

らららら、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしも基準基準基準基準どおりどおりどおりどおり支出支出支出支出していないしていないしていないしていない自治体自治体自治体自治体もあるもあるもあるもある。。。。千歳市千歳市千歳市千歳市においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、現現現現

在在在在のところのところのところのところ基準基準基準基準どおりどおりどおりどおり支出支出支出支出されているがされているがされているがされているが、、、、今後今後今後今後どうなるかのどうなるかのどうなるかのどうなるかの保証保証保証保証はされていなはされていなはされていなはされていな

いいいい。。。。    

    千歳市千歳市千歳市千歳市におけるにおけるにおけるにおける一般会計一般会計一般会計一般会計のののの経費負担経費負担経費負担経費負担のののの考考考考ええええ方方方方はははは、、、、地域地域地域地域のののの基幹病院基幹病院基幹病院基幹病院としてのとしてのとしてのとしての役役役役

割割割割をををを果果果果たすためたすためたすためたすため、、、、救急医療救急医療救急医療救急医療やややや高度医療高度医療高度医療高度医療、、、、小児小児小児小児・・・・周産期医療周産期医療周産期医療周産期医療などのなどのなどのなどの政策医療政策医療政策医療政策医療につにつにつにつ

いていていていて、、、、一般会計一般会計一般会計一般会計がががが負担負担負担負担すべきすべきすべきすべき経費経費経費経費としてとしてとしてとして 11111111項目項目項目項目をををを定定定定めめめめ、、、、そのそのそのその範囲範囲範囲範囲やややや算定基準算定基準算定基準算定基準をををを

明確明確明確明確にすることとしているにすることとしているにすることとしているにすることとしている。。。。    

    一般会計繰出金一般会計繰出金一般会計繰出金一般会計繰出金のののの決算額決算額決算額決算額のののの推移推移推移推移はははは、、、、平成平成平成平成 16161616年度以降約年度以降約年度以降約年度以降約９９９９億億億億 2222千万円千万円千万円千万円からからからから約約約約 9999

億億億億 7777千万円千万円千万円千万円のののの間間間間でででで推移推移推移推移しているしているしているしている。。。。項目別項目別項目別項目別のののの構成構成構成構成ととととしてはしてはしてはしては、「、「、「、「救急医療業務救急医療業務救急医療業務救急医療業務」、「」、「」、「」、「高高高高

度医療増度医療増度医療増度医療増嵩嵩嵩嵩費費費費」」」」及及及及びびびび「「「「企業債元利償還金企業債元利償還金企業債元利償還金企業債元利償還金」」」」のののの 3333項目項目項目項目でででで全体全体全体全体のののの 84848484％％％％をををを占占占占めているめているめているめている。。。。    

    道内他市道内他市道内他市道内他市とのとのとのとの繰出金額繰出金額繰出金額繰出金額のののの比較比較比較比較ではではではでは、、、、繰出金総額繰出金総額繰出金総額繰出金総額においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、病院事業病院事業病院事業病院事業をををを行行行行っっっっ

ているているているている道内道内道内道内 24242424市中市中市中市中７７７７番目番目番目番目にににに多多多多いいいい金額金額金額金額だがだがだがだが、、、、１１１１人人人人あたりのあたりのあたりのあたりの繰出金額繰出金額繰出金額繰出金額ではではではでは、、、、少少少少ないないないない

方方方方からからからから 9999番目番目番目番目となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    他他他他のののの経営形態経営形態経営形態経営形態にににに移行移行移行移行したしたしたした場合場合場合場合のののの一般会計一般会計一般会計一般会計のののの負担負担負担負担についてはについてはについてはについては、「、「、「、「地方公営企業法地方公営企業法地方公営企業法地方公営企業法

全部適用全部適用全部適用全部適用」」」」とととと「「「「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、、、、法律法律法律法律によりによりによりにより一般会計一般会計一般会計一般会計のののの負担負担負担負担がががが定定定定められめられめられめられ

ておりておりておりており、、、、現行現行現行現行のののの「「「「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」」」」とととと変変変変わりがないものとわりがないものとわりがないものとわりがないものと考考考考えられるえられるえられるえられる

がががが、「、「、「、「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」」」」とととと「「「「民間譲渡民間譲渡民間譲渡民間譲渡」」」」についてはについてはについてはについては、、、、法律法律法律法律のののの定定定定めはなくめはなくめはなくめはなく、、、、事業者事業者事業者事業者

とのとのとのとの協議協議協議協議によりによりによりにより政策医療政策医療政策医療政策医療のののの実施実施実施実施はははは可能可能可能可能となりとなりとなりとなり、、、、政策的医療交付金政策的医療交付金政策的医療交付金政策的医療交付金やややや補助金補助金補助金補助金などなどなどなど

のののの財政措置財政措置財政措置財政措置がががが必要必要必要必要となることがとなることがとなることがとなることが考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

    

（（（（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））））    

    会長会長会長会長よりよりよりより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よりをよりをよりをより明確明確明確明確にににに認識認識認識認識したうえでしたうえでしたうえでしたうえで、、、、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行行行行

いたいとのごいたいとのごいたいとのごいたいとのご意見意見意見意見があったためがあったためがあったためがあったため、、、、本日当資料本日当資料本日当資料本日当資料をををを提示提示提示提示するするするする。。。。    

    「「「「千千千千歳市民歳市民歳市民歳市民まちづくりアンケートまちづくりアンケートまちづくりアンケートまちづくりアンケート」」」」のののの結果結果結果結果によるによるによるによる「「「「市民市民市民市民がががが望望望望むむむむ役割役割役割役割」」」」はははは、「、「、「、「病病病病
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院院院院・・・・診療所診療所診療所診療所などのなどのなどのなどの医療環境医療環境医療環境医療環境」」」」がががが満足度満足度満足度満足度のののの低低低低いいいい方方方方からからからから１１１１位位位位、、、、重要度重要度重要度重要度のののの高高高高いいいい方方方方からからからから

１１１１位位位位となっているとなっているとなっているとなっている。。。。アンケートのアンケートのアンケートのアンケートの自由記載自由記載自由記載自由記載からからからからはははは、、、、市民市民市民市民はははは市民病院市民病院市民病院市民病院にににに対対対対しししし、「、「、「、「周周周周

産期医療産期医療産期医療産期医療」」」」、「、「、「、「高度医療高度医療高度医療高度医療」、「」、「」、「」、「小児医療小児医療小児医療小児医療」、「」、「」、「」、「救急医療救急医療救急医療救急医療」、「」、「」、「」、「地域完結型医療地域完結型医療地域完結型医療地域完結型医療」」」」をををを期待期待期待期待

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。。。。    

    平成平成平成平成 18181818年年年年 5555月月月月のののの「「「「国民健康保険患者受療動向調査国民健康保険患者受療動向調査国民健康保険患者受療動向調査国民健康保険患者受療動向調査」」」」のののの結果結果結果結果によるによるによるによる患者患者患者患者のののの「「「「受受受受

療動向療動向療動向療動向」」」」はははは、、、、千歳市民千歳市民千歳市民千歳市民がががが市内市内市内市内のののの医療機関医療機関医療機関医療機関にににに入院入院入院入院するするするする割合割合割合割合がががが 69.669.669.669.6％％％％でででで最最最最もももも多多多多くくくく、、、、

外来外来外来外来ではではではでは、、、、地元医療機関地元医療機関地元医療機関地元医療機関のののの受診受診受診受診がががが 84.484.484.484.4％％％％とととと最最最最もももも多多多多いいいい結果結果結果結果となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市

においてもにおいてもにおいてもにおいても千歳市千歳市千歳市千歳市とととと同様同様同様同様のののの傾向傾向傾向傾向にあるにあるにあるにある。。。。    

このことからこのことからこのことからこのことから、、、、千歳千歳千歳千歳・・・・恵庭圏恵庭圏恵庭圏恵庭圏においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、地域完結型医療地域完結型医療地域完結型医療地域完結型医療をををを望望望望むむむむ傾向傾向傾向傾向があるがあるがあるがある

ものとものとものとものと考考考考えられえられえられえられるるるる。。。。    

    

（（（（市民病院各診療科市民病院各診療科市民病院各診療科市民病院各診療科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））））    

    別紙別紙別紙別紙資料資料資料資料 2222----3333によりによりによりにより説明説明説明説明。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    一般会計繰出金一般会計繰出金一般会計繰出金一般会計繰出金はははは、、、、自治体自治体自治体自治体のののの財政状況財政状況財政状況財政状況やややや首長首長首長首長のののの考考考考ええええ方方方方にににに大大大大きくきくきくきく左右左右左右左右されるされるされるされる。。。。    

    資資資資料料料料 2222のののの P.2P.2P.2P.2によるとによるとによるとによると、、、、千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院におけるにおけるにおけるにおける繰出金繰出金繰出金繰出金のののの状況状況状況状況はははは、、、、平成平成平成平成 16161616年度年度年度年度

にににに増加増加増加増加しそのしそのしそのしその後後後後ほぼほぼほぼほぼ横横横横ばいというばいというばいというばいという状況状況状況状況でででで推移推移推移推移しているしているしているしている。。。。    

これとこれとこれとこれと直接関係直接関係直接関係直接関係するかはするかはするかはするかは別別別別としてとしてとしてとして、、、、皆皆皆皆ささささんごんごんごんご存知存知存知存知のとおりのとおりのとおりのとおり国国国国のののの医療費医療費医療費医療費はははは増増増増ええええ

続続続続けているがけているがけているがけているが、、、、これはこれはこれはこれは高齢者高齢者高齢者高齢者がががが増加増加増加増加ししししているからではなくているからではなくているからではなくているからではなく、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには医療技医療技医療技医療技

術術術術がががが進歩進歩進歩進歩しているからしているからしているからしているから医療費医療費医療費医療費はははは増加増加増加増加しているというしているというしているというしているという医療経済学医療経済学医療経済学医療経済学のののの実証研究結果実証研究結果実証研究結果実証研究結果

がががが出出出出ているているているている。。。。そのそのそのその点点点点をををを踏踏踏踏まえるとまえるとまえるとまえると、、、、ほぼほぼほぼほぼ横横横横ばいでばいでばいでばいで推移推移推移推移しているしているしているしている当院当院当院当院のののの経営努力経営努力経営努力経営努力

がががが伺伺伺伺えるえるえるえる。。。。    

資料資料資料資料 2222----2222のののの市市市市民病院民病院民病院民病院のののの役割役割役割役割のアンケートのアンケートのアンケートのアンケート結果結果結果結果によるとによるとによるとによると、、、、残念残念残念残念ながらながらながらながら満足度満足度満足度満足度はははは

低低低低くくくく、、、、重要度重要度重要度重要度はははは高高高高いいいい結果結果結果結果となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

ただしただしただしただし、、、、何何何何にににに対対対対してしてしてして不満不満不満不満なのかなどなのかなどなのかなどなのかなど具体的具体的具体的具体的なななな細細細細かいかいかいかい分析分析分析分析をををを見見見見てみないとてみないとてみないとてみないと判断判断判断判断

しかねるしかねるしかねるしかねる部分部分部分部分があるがあるがあるがある。。。。例例例例えばえばえばえば過去過去過去過去のののの他院他院他院他院のアンケートのアンケートのアンケートのアンケート調査調査調査調査ではではではでは、、、、病院病院病院病院のののの老朽老朽老朽老朽化化化化

によりによりによりにより入院満足度入院満足度入院満足度入院満足度がががが低低低低かったがかったがかったがかったが、、、、患者患者患者患者がががが重要視重要視重要視重要視するするするする度合度合度合度合いといういといういといういという点点点点でもでもでもでも低低低低かっかっかっかっ

たたたた事例事例事例事例もあるもあるもあるもある。。。。    

    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割役割役割役割のののの中中中中でででで気気気気になるになるになるになる点点点点はははは、、、、資料資料資料資料 2222----2222のののの    P.6P.6P.6P.6にあるにあるにあるにある紹介紹介紹介紹介

率率率率、、、、逆紹介率逆紹介率逆紹介率逆紹介率のののの推移推移推移推移であるであるであるである。。。。紹介率紹介率紹介率紹介率 10101010％％％％台台台台はははは低低低低いといといといと感感感感じるじるじるじる。。。。    

ここここれにはれにはれにはれには 2222つのつのつのつの理由理由理由理由がががが考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。1111つつつつ目目目目はははは、、、、当院当院当院当院をプライマリをプライマリをプライマリをプライマリ（（（（かかりつかかりつかかりつかかりつ

けけけけ医医医医））））としてとしてとしてとして市民市民市民市民のののの方方方方がががが考考考考えているためえているためえているためえているため紹介率紹介率紹介率紹介率がががが低低低低くなっているくなっているくなっているくなっている。。。。2222つつつつ目目目目はははは、、、、

地地地地域域域域のののの診療所診療所診療所診療所がががが当院当院当院当院にににに患者様患者様患者様患者様をををを流流流流さないからさないからさないからさないから紹介率紹介率紹介率紹介率がががが低低低低くなっているくなっているくなっているくなっているというこというこというこというこ

とであるとであるとであるとである。。。。このこのこのこの資料資料資料資料だけではだけではだけではだけでは判断判断判断判断しにくいのでしにくいのでしにくいのでしにくいので後後後後ほどほどほどほど事務局事務局事務局事務局にににに考考考考えをえをえをえを聞聞聞聞きたいきたいきたいきたい。。。。    

    P.7P.7P.7P.7にあるにあるにあるにある救急救急救急救急・・・・高度医療高度医療高度医療高度医療についてについてについてについて、、、、救急患者受救急患者受救急患者受救急患者受けけけけ入入入入れれれれ割合割合割合割合がががが 38383838％％％％とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、
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限限限限られたドクターのられたドクターのられたドクターのられたドクターの中中中中でででで 38383838％％％％というのはというのはというのはというのは非常非常非常非常にににに優秀優秀優秀優秀であるであるであるである。。。。このほかにこのほかにこのほかにこのほかに、、、、救急救急救急救急

車搬送車搬送車搬送車搬送のうちのうちのうちのうち何何何何％％％％がががが市民病院市民病院市民病院市民病院にににに搬送搬送搬送搬送されているかなどのデータもされているかなどのデータもされているかなどのデータもされているかなどのデータも見見見見てみるてみるてみるてみる必要必要必要必要

があるがあるがあるがある。。。。    

    

（（（（質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答））））    

（（（（委員委員委員委員））））    

資料資料資料資料 1111のののの同規模自治体同規模自治体同規模自治体同規模自治体かつかつかつかつ同規模病院同規模病院同規模病院同規模病院はははは 3333番目番目番目番目というというというという理解理解理解理解でよろしいかでよろしいかでよろしいかでよろしいか。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    そのそのそのその理解理解理解理解でよろしいでよろしいでよろしいでよろしい。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    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についてのについてのについてのについての意識意識意識意識のののの統一統一統一統一ということだがということだがということだがということだが、、、、市立市立市立市立のののの市市市市民病院民病院民病院民病院とととと市市市市

内内内内にあるにあるにあるにある個人病院個人病院個人病院個人病院のののの互換関係互換関係互換関係互換関係までまでまでまで視野視野視野視野にににに入入入入れてれてれてれて考考考考えるのはえるのはえるのはえるのは行政行政行政行政のののの立場立場立場立場でででで考考考考えるえるえるえる

べきものでありべきものでありべきものでありべきものであり、、、、このこのこのこの市民病院市民病院市民病院市民病院のののの経営改革経営改革経営改革経営改革でででで考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要はないとはないとはないとはないと思思思思うがうがうがうが確認確認確認確認をををを

したいしたいしたいしたい。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    千歳市千歳市千歳市千歳市のののの医療医療医療医療をををを守守守守るためにはるためにはるためにはるためには、、、、市内市内市内市内にあにあにあにあるるるる個人病院個人病院個人病院個人病院とととと互互互互いにいにいにいに協力協力協力協力しながらしながらしながらしながら役役役役

割分担割分担割分担割分担をしをしをしをし、、、、千歳市全体千歳市全体千歳市全体千歳市全体としてとしてとしてとして最良最良最良最良のののの医療医療医療医療をををを提供提供提供提供しようというのがしようというのがしようというのがしようというのが基本基本基本基本的的的的なスなスなスなス

タンスであるとタンスであるとタンスであるとタンスであると考考考考えるえるえるえる。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    私私私私もそのようにもそのようにもそのようにもそのように理解理解理解理解しておりしておりしておりしており、、、、相互相互相互相互のののの役割分担役割分担役割分担役割分担というというというという意味合意味合意味合意味合いがあるといがあるといがあるといがあると思思思思うううう。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    基本的基本的基本的基本的にはにはにはには地域医療地域医療地域医療地域医療をををを守守守守っていくのがっていくのがっていくのがっていくのがそのそのそのその地域地域地域地域のののの医師医師医師医師やややや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であであであであ

るるるる。。。。ただただただただ、、、、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はははは何何何何かかかかということをということをということをということをしっかりとしっかりとしっかりとしっかりと捉捉捉捉えなければならなえなければならなえなければならなえなければならな

いいいい。。。。先先先先ほどほどほどほど紹介率紹介率紹介率紹介率がががが低低低低いといういといういといういという件件件件があったががあったががあったががあったが、、、、2222次医療以上次医療以上次医療以上次医療以上のレベルでないとのレベルでないとのレベルでないとのレベルでないと

なかなかなかなかなかなかなかなか紹介紹介紹介紹介されないのではないかとされないのではないかとされないのではないかとされないのではないかと思思思思うううう。。。。    

    恵庭恵庭恵庭恵庭市市市市とのとのとのとの関係関係関係関係においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、同同同同じようなじようなじようなじような受療動向受療動向受療動向受療動向であるからであるからであるからであるから、、、、一一一一つのつのつのつの医療医療医療医療エエエエ

リアリアリアリア（（（（集約型医療集約型医療集約型医療集約型医療））））としてのとしてのとしてのとしての考考考考ええええ方方方方がががが成成成成りりりり立立立立つのではないかとつのではないかとつのではないかとつのではないかと思思思思うううう。。。。医療圏医療圏医療圏医療圏のののの

エリアとしてエリアとしてエリアとしてエリアとして考考考考えたえたえたえた場合場合場合場合にににに、、、、当院当院当院当院がエリアのがエリアのがエリアのがエリアの中核病院中核病院中核病院中核病院としてのとしてのとしてのとしての位置付位置付位置付位置付けがけがけがけが必要必要必要必要

であるとであるとであるとであると考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。将来的将来的将来的将来的にはにはにはには恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市とのとのとのとの集約化集約化集約化集約化、、、、広域広域広域広域化化化化をををを考考考考えていかなくえていかなくえていかなくえていかなく

てはならないとてはならないとてはならないとてはならないと思思思思うううう。。。。    
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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））））    

    そのそのそのその意見意見意見意見にににに関連関連関連関連ししししてててて、「、「、「、「紹介率紹介率紹介率紹介率についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか」、「」、「」、「」、「恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市

とのとのとのとの関係関係関係関係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にににに伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    紹紹紹紹介率介率介率介率についてはもうについてはもうについてはもうについてはもう少少少少しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと考考考考えているがえているがえているがえているが、、、、診療科診療科診療科診療科によってはによってはによってはによっては最初最初最初最初

からからからから市民市民市民市民のののの方方方方にごにごにごにご来院来院来院来院いただいているいただいているいただいているいただいている専門的専門的専門的専門的なななな科科科科もあるためもあるためもあるためもあるため、、、、そのそのそのその影響影響影響影響もももも多少多少多少多少

はあるはあるはあるはある。。。。全体的全体的全体的全体的にににに 10101010％％％％台台台台というのはというのはというのはというのは低低低低いためいためいためいため、、、、以前以前以前以前からからからから「「「「糖尿病連携糖尿病連携糖尿病連携糖尿病連携パスパスパスパス」」」」やややや

「「「「泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科のののの勉強会勉強会勉強会勉強会」」」」等地道等地道等地道等地道なななな活動活動活動活動をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、現実現実現実現実ははははまだまだまだまだまだまだまだまだ努力努力努力努力がががが足足足足

りないりないりないりない部分部分部分部分があるがあるがあるがある。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    紹介率紹介率紹介率紹介率はははは新患新患新患新患にににに占占占占めるめるめるめる紹介患者紹介患者紹介患者紹介患者のののの比率比率比率比率となるためとなるためとなるためとなるため、、、、直接当院直接当院直接当院直接当院にににに来院来院来院来院されるとされるとされるとされると

分母分母分母分母がががが多多多多くなりくなりくなりくなり比率比率比率比率としてはとしてはとしてはとしては上上上上がらないということになるががらないということになるががらないということになるががらないということになるが、、、、それはそれはそれはそれは別別別別としてとしてとしてとして

ももっとももっとももっとももっと連携連携連携連携をををを深深深深めてめてめてめて紹介率紹介率紹介率紹介率をををを上上上上げていきたいげていきたいげていきたいげていきたい。。。。    

逆紹介率逆紹介率逆紹介率逆紹介率もももも地域医療連携課地域医療連携課地域医療連携課地域医療連携課のののの活動活動活動活動がががが徐徐徐徐々々々々にににに浸透浸透浸透浸透しししし次第次第次第次第にににに上上上上がってきているたがってきているたがってきているたがってきているた

めめめめ、、、、今後今後今後今後ともともともとも一層努力一層努力一層努力一層努力していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    本会議本会議本会議本会議のののの名称名称名称名称からはからはからはからは、、、、いかにいかにいかにいかに経営状態経営状態経営状態経営状態をををを改善改善改善改善するのかというするのかというするのかというするのかという点点点点にににに目的目的目的目的があるがあるがあるがある

ようにようにようにように思思思思えるがえるがえるがえるが、、、、ここここのののの病院病院病院病院がががが市民市民市民市民にとってにとってにとってにとって、、、、いかにいかにいかにいかに役役役役にににに立立立立つつつつ病院病院病院病院であるであるであるであるべきべきべきべきかかかか

というというというという方向性方向性方向性方向性もももも含含含含めてめてめてめてこのこのこのこの会議会議会議会議をををを進進進進めていくというめていくというめていくというめていくという理解理解理解理解でよろしいかでよろしいかでよろしいかでよろしいか。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    目指目指目指目指すすすす方向性方向性方向性方向性をををを決決決決めないとめないとめないとめないと経営改革経営改革経営改革経営改革はできないとはできないとはできないとはできないと思思思思うううう。。。。役割役割役割役割がありがありがありがあり、、、、そのたそのたそのたそのた

めのめのめのめの経営方法経営方法経営方法経営方法をををを提言提言提言提言することをすることをすることをすることを議論議論議論議論するものとするものとするものとするものと考考考考えているえているえているえている。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    将来将来将来将来のののの市民病院市民病院市民病院市民病院のありのありのありのあり方方方方というというというという形形形形にににに発展発展発展発展するのするのするのするのかかかか。。。。    

    自治体病院自治体病院自治体病院自治体病院はははは殆殆殆殆どがどがどがどが赤字赤字赤字赤字であるであるであるである。。。。これはこれはこれはこれは国国国国のののの医療政策医療政策医療政策医療政策によるによるによるによる影響影響影響影響であるとであるとであるとであると考考考考

えられるえられるえられるえられる。。。。    

これからのこれからのこれからのこれからの市民病院市民病院市民病院市民病院のありのありのありのあり方方方方にポイントをおいてにポイントをおいてにポイントをおいてにポイントをおいて、、、、先程先程先程先程のののの紹介率紹介率紹介率紹介率などのなどのなどのなどの問題問題問題問題

もももも含含含含めめめめ、、、、札幌札幌札幌札幌をををを含含含含めためためためた他他他他のののの医療機関医療機関医療機関医療機関とととと機能分担機能分担機能分担機能分担していくことがしていくことがしていくことがしていくことが大切大切大切大切であるしであるしであるしであるし、、、、

分担分担分担分担しながらもしながらもしながらもしながらも恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市とのとのとのとの連携連携連携連携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。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    
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    医療医療医療医療はははは公共財公共財公共財公共財であるためであるためであるためであるため、、、、経済性経済性経済性経済性のののの追求追求追求追求とととと公共性公共性公共性公共性のののの追求追求追求追求ののののバランスをバランスをバランスをバランスを取取取取るこるこるこるこ

とがとがとがとが基本的基本的基本的基本的なななな視点視点視点視点であるであるであるである。。。。    

そのそのそのその上上上上でででで機能機能機能機能のののの役割分担役割分担役割分担役割分担をすることをすることをすることをすること、、、、紹介率紹介率紹介率紹介率がががが低低低低いいいい点点点点などなどなどなど足足足足りないりないりないりない部分部分部分部分をををを市市市市

民民民民のののの視点視点視点視点でででで指摘指摘指摘指摘することすることすることすること、、、、そしてそしてそしてそして最終的最終的最終的最終的なななな目的目的目的目的はははは、、、、そのそのそのその意見意見意見意見をををを聞聞聞聞いたいたいたいた上上上上でそれでそれでそれでそれ

をををを達成達成達成達成するためのするためのするためのするための経営形態経営形態経営形態経営形態はははは何何何何がががが良良良良いのかをいのかをいのかをいのかを議論議論議論議論することであるすることであるすることであるすることである。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    先程先程先程先程からからからから恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市のののの話話話話がががが出出出出てきているがてきているがてきているがてきているが、、、、千歳市内千歳市内千歳市内千歳市内のののの民間病院民間病院民間病院民間病院でででで診診診診れないれないれないれない患者患者患者患者

さんはさんはさんはさんは恵恵恵恵みみみみ野病院野病院野病院野病院にににに行行行行くくくくケースがケースがケースがケースが多多多多いようないようないようないような気気気気がするががするががするががするが、、、、民間病院民間病院民間病院民間病院であるためであるためであるためであるため

データのデータのデータのデータの取得取得取得取得はできはできはできはできないものなのないものなのないものなのないものなのかかかかおおおお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    情報公開請求情報公開請求情報公開請求情報公開請求をしたらをしたらをしたらをしたら国保国保国保国保データデータデータデータのののの取得取得取得取得はははは可能可能可能可能かとかとかとかと思思思思うがうがうがうが、、、、民間病院民間病院民間病院民間病院でででで取取取取れれれれ

るデータとるデータとるデータとるデータと取取取取れないデータがあるれないデータがあるれないデータがあるれないデータがある。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    市市市市からどのからどのからどのからどの程度程度程度程度バックアップをバックアップをバックアップをバックアップを受受受受けているかけているかけているかけているか等等等等知知知知ることはることはることはることは可能可能可能可能かかかか。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    北海道庁北海道庁北海道庁北海道庁でででで医療法人医療法人医療法人医療法人のののの決算書決算書決算書決算書はははは公開公開公開公開されているためされているためされているためされているため、、、、そこでそこでそこでそこで見見見見ることはることはることはることは可能可能可能可能

であるであるであるである。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    大大大大きなきなきなきな病院病院病院病院はははは、、、、高次高次高次高次手術手術手術手術のののの件数件数件数件数やややや内容内容内容内容、、、、生存率等生存率等生存率等生存率等病院病院病院病院のののの情報情報情報情報をををを公開公開公開公開しているしているしているしている

がががが、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院はそのようなデータははそのようなデータははそのようなデータははそのようなデータは出出出出せせせせるのかるのかるのかるのか。。。。それがそれがそれがそれが医療医療医療医療のののの評価評価評価評価であるしであるしであるしであるし、、、、

紹介率紹介率紹介率紹介率とととともももも関係関係関係関係していくしていくしていくしていくのではないかのではないかのではないかのではないか。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    医療医療医療医療のののの質質質質のインディケーターをのインディケーターをのインディケーターをのインディケーターを出出出出しているしているしているしている先端的先端的先端的先端的なななな病院病院病院病院はははは、、、、症例数症例数症例数症例数がかなりがかなりがかなりがかなり

多多多多いいいい。。。。クオリティクオリティクオリティクオリティインディケーターはインディケーターはインディケーターはインディケーターは、、、、あるあるあるある程度程度程度程度のののの症例数症例数症例数症例数がないとがないとがないとがないと重症度重症度重症度重症度、、、、進進進進

行度行度行度行度などなどなどなどのののの評価評価評価評価がががが難難難難しいためしいためしいためしいため、、、、当院当院当院当院のののの 190190190190床規模床規模床規模床規模ではではではでは作成作成作成作成までにまでにまでにまでに相当相当相当相当なななな時間時間時間時間をををを

要要要要するとするとするとすると考考考考えているがえているがえているがえているが、、、、今後今後今後今後そういったものをそういったものをそういったものをそういったものを出出出出せるせるせるせる範囲範囲範囲範囲でででで出出出出したいとしたいとしたいとしたいと院内院内院内院内でででで

検討検討検討検討しているしているしているしている。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

資料資料資料資料 2222----2222のののの P.7P.7P.7P.7によるとによるとによるとによると、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院でででで市内救急患者市内救急患者市内救急患者市内救急患者のののの多多多多くをくをくをくを受受受受けけけけ入入入入れておりれておりれておりれており、、、、
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それそれそれそれ以上上回以上上回以上上回以上上回ってこのってこのってこのってこの市民病院市民病院市民病院市民病院のののの本来本来本来本来のののの医療医療医療医療ができるのかというとそれはができるのかというとそれはができるのかというとそれはができるのかというとそれは疑問疑問疑問疑問

であるであるであるである。。。。    

またまたまたまた、、、、P.5P.5P.5P.5のののの２２２２    公立病院公立病院公立病院公立病院としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割にににに示示示示されているされているされているされている、、、、へきへきへきへき地医療地医療地医療地医療についてについてについてについて、、、、

手広手広手広手広くくくく行行行行うううう必要必要必要必要があるのかおがあるのかおがあるのかおがあるのかお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    救急患者受救急患者受救急患者受救急患者受けけけけ入入入入れれれれ割合割合割合割合についてについてについてについて、、、、中身中身中身中身をををを詳詳詳詳しくしくしくしく知知知知りたいりたいりたいりたい。。。。    

    恵恵恵恵みみみみ野病院野病院野病院野病院とのとのとのとの連携連携連携連携がどのようになっているのかがどのようになっているのかがどのようになっているのかがどのようになっているのか事務局事務局事務局事務局におにおにおにお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    千歳千歳千歳千歳のののの休日休日休日休日夜間夜間夜間夜間のののの救急当番救急当番救急当番救急当番はははは千歳医師会千歳医師会千歳医師会千歳医師会にににに依頼依頼依頼依頼しししし市内輪番制市内輪番制市内輪番制市内輪番制でででで行行行行っておりっておりっておりっており、、、、

外科系外科系外科系外科系１１１１次次次次はははは月月月月 7777回回回回程度程度程度程度ののののためためためため当院当院当院当院はははは 1/31/31/31/3弱程度弱程度弱程度弱程度でありでありでありであり、、、、資料資料資料資料 2222----2222のののの P.7P.7P.7P.7のののの円円円円ググググ

ラフにあるそのラフにあるそのラフにあるそのラフにあるその他他他他のののの病院病院病院病院はははは、、、、千歳第一病院千歳第一病院千歳第一病院千歳第一病院、、、、北星病院北星病院北星病院北星病院、、、、千歳千歳千歳千歳豊友会豊友会豊友会豊友会病院病院病院病院等等等等のののの病病病病

院院院院であるであるであるであるとととと考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。空白空白空白空白のののの月月月月 1111回回回回、、、、２２２２回回回回のののの部分部分部分部分をををを恵庭恵庭恵庭恵庭市市市市のののの恵恵恵恵みみみみ野病院野病院野病院野病院、、、、恵恵恵恵

庭庭庭庭第一病院等第一病院等第一病院等第一病院等におにおにおにお願願願願いをしているいをしているいをしているいをしている状況状況状況状況であるであるであるである。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    恵恵恵恵みみみみ野病院野病院野病院野病院とのとのとのとの明確明確明確明確なななな役割分担役割分担役割分担役割分担はははは、、、、意識意識意識意識していないということしていないということしていないということしていないということかかかか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    恵恵恵恵みみみみ野病院野病院野病院野病院、、、、恵庭恵庭恵庭恵庭第一病院第一病院第一病院第一病院にはにはにはには、、、、千歳医師会千歳医師会千歳医師会千歳医師会におにおにおにお願願願願いしているいしているいしているいしている月月月月のののの 1111～～～～3333回回回回程程程程

度度度度のののの休日休日休日休日夜間夜間夜間夜間救急当番救急当番救急当番救急当番のののの絡絡絡絡みはあるみはあるみはあるみはある。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    救急医救急医救急医救急医療療療療というというというという面面面面ではではではでは、、、、それなりのそれなりのそれなりのそれなりの連携連携連携連携があるがあるがあるがある。。。。    

    

（（（（委委委委員員員員））））    

    再編再編再編再編・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化というというというという言葉言葉言葉言葉はははは言葉言葉言葉言葉としてはきれいだがとしてはきれいだがとしてはきれいだがとしてはきれいだが、、、、実現化実現化実現化実現化するこするこするこするこ

とはとはとはとは難難難難しいのではないかしいのではないかしいのではないかしいのではないか。。。。    

このこのこのこの会議会議会議会議ではではではでは再編再編再編再編・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク化化化化をををを後押後押後押後押しするようなしするようなしするようなしするような提言提言提言提言になればになればになればになれば良良良良いのいのいのいの

ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。。。。現実現実現実現実のののの医療医療医療医療のののの中中中中ではハレーションのではハレーションのではハレーションのではハレーションの方方方方がががが大大大大きくきくきくきく、、、、逆逆逆逆にマイにマイにマイにマイ

ナスのナスのナスのナスの方向方向方向方向になるのではないかとになるのではないかとになるのではないかとになるのではないかと危惧危惧危惧危惧するするするする。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    このこのこのこの点点点点についてについてについてについて、、、、わかりやすいわかりやすいわかりやすいわかりやすい例例例例としてとしてとしてとして全国全国全国全国でででで何何何何かあるかかあるかかあるかかあるか。。。。    
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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））））    

    マイナスのマイナスのマイナスのマイナスの例例例例もあるもあるもあるもある。。。。新新新新しいしいしいしい病院病院病院病院をををを創創創創りりりり高度医療高度医療高度医療高度医療をををを集中集中集中集中しししし、、、、それをそれをそれをそれを中心中心中心中心にににに周周周周

りにサテライトりにサテライトりにサテライトりにサテライト病院病院病院病院をををを創創創創りりりり、、、、サテライトサテライトサテライトサテライト病院病院病院病院からからからから受診受診受診受診するするするする仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを作作作作ったがったがったがったが、、、、

中央中央中央中央のののの病院病院病院病院にににに患者患者患者患者がががが殺到殺到殺到殺到しししし回回回回らなくなりらなくなりらなくなりらなくなり、、、、医師医師医師医師がががが辞辞辞辞めめめめ、、、、崩壊寸前崩壊寸前崩壊寸前崩壊寸前というというというという事例事例事例事例もももも

あるあるあるある。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    職員職員職員職員のののの方方方方はははは満足満足満足満足してしてしてして働働働働いているのかいているのかいているのかいているのか。。。。自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで改革改革改革改革できるものできるものできるものできるもの築築築築いたものいたものいたものいたもの

があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。職場職場職場職場からからからから発信発信発信発信されるものはされるものはされるものはされるものは何何何何かあるのかかあるのかかあるのかかあるのか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    経営努力経営努力経営努力経営努力のののの部分部分部分部分でででで直近直近直近直近のののの話話話話をするとをするとをするとをすると、、、、今年今年今年今年 4444月月月月からからからから DPCDPCDPCDPCというというというという医療費医療費医療費医療費のののの包括包括包括包括

支払制度支払制度支払制度支払制度をををを導導導導入入入入したしたしたした。。。。    

これはこれはこれはこれは今今今今までまでまでまでのののの出来高払出来高払出来高払出来高払いとはいとはいとはいとは異異異異なりなりなりなり、、、、入院患者入院患者入院患者入院患者のののの診断群分類診断群分類診断群分類診断群分類によりによりによりにより１１１１日当日当日当日当

たりのたりのたりのたりの医療費医療費医療費医療費がががが包括的包括的包括的包括的にににに決決決決まっているまっているまっているまっている制度制度制度制度でありでありでありであり、、、、無駄無駄無駄無駄なななな検査検査検査検査やややや投薬投薬投薬投薬をををを控控控控えなえなえなえな

ければならないためければならないためければならないためければならないため、、、、病院病院病院病院のののの経営面経営面経営面経営面からみるとからみるとからみるとからみると DPCDPCDPCDPC導入導入導入導入をををを契機契機契機契機にコストにコストにコストにコスト削減削減削減削減すすすす

るるるる努力努力努力努力をををを行行行行っているっているっているっている。。。。DPCDPCDPCDPC導入前導入前導入前導入前からもからもからもからも節約委員会節約委員会節約委員会節約委員会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげるるるる等等等等努力努力努力努力をしてをしてをしてをして

いたがいたがいたがいたが、、、、更更更更なるコストなるコストなるコストなるコスト削減削減削減削減をををを目的目的目的目的にににに DPCDPCDPCDPCをををを活用活用活用活用したしたしたした努力努力努力努力をををを行行行行ってってってっているいるいるいる。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    情報発信情報発信情報発信情報発信というというというという点点点点はははは、、、、医師医師医師医師がががが行行行行っているっているっているっている市民健康講座以外市民健康講座以外市民健康講座以外市民健康講座以外にもにもにもにも患者患者患者患者さんのさんのさんのさんの目目目目

をををを当院当院当院当院にににに向向向向かせるかせるかせるかせる取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは何何何何かされているのかかされているのかかされているのかかされているのかををををおおおお伺伺伺伺いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    病院病院病院病院のののの活動活動活動活動をををを市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にににに広広広広くくくく知知知知ってってってって頂頂頂頂くことはくことはくことはくことは大変大事大変大事大変大事大変大事なことでありなことでありなことでありなことであり、、、、常常常常

日頃意識日頃意識日頃意識日頃意識しているしているしているしている。。。。    

昨年昨年昨年昨年ホームページをリニューアルしホームページをリニューアルしホームページをリニューアルしホームページをリニューアルし、、、、ホームページをホームページをホームページをホームページを活用活用活用活用しながらしながらしながらしながら新新新新しいしいしいしい医医医医

療機器療機器療機器療機器のののの導入導入導入導入などなどなどなど病院病院病院病院のののの状況状況状況状況をををを知知知知ってってってって頂頂頂頂こうこうこうこうとととと考考考考えているえているえているえている。。。。    

またまたまたまた、、、、パソコンはごパソコンはごパソコンはごパソコンはご高齢高齢高齢高齢のののの方方方方はあまりはあまりはあまりはあまり使用使用使用使用しないこともあるためしないこともあるためしないこともあるためしないこともあるため、「、「、「、「広報広報広報広報ちとちとちとちと

せせせせ」」」」というというというという市市市市のののの広報誌広報誌広報誌広報誌をををを活活活活用用用用しししし、、、、当院当院当院当院のののの特集特集特集特集をををを組組組組んだりんだりんだりんだり、、、、ドクターのドクターのドクターのドクターの専門分野専門分野専門分野専門分野

等等等等をををを広報広報広報広報できたらできたらできたらできたら、、、、よりよりよりより市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには身近身近身近身近にににに感感感感じてじてじてじて頂頂頂頂けるのではないかとけるのではないかとけるのではないかとけるのではないかと考考考考

えているえているえているえている。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    当院当院当院当院ではではではでは院内院内院内院内のののの情報情報情報情報をををを市内市内市内市内のののの医療関係者医療関係者医療関係者医療関係者にににに「「「「地域医療連携室地域医療連携室地域医療連携室地域医療連携室だよりだよりだよりだより」」」」としてとしてとしてとして

年年年年３３３３回程度定期的回程度定期的回程度定期的回程度定期的にににに発信発信発信発信しているしているしているしている。。。。    
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（（（（会長会長会長会長））））    

    ソフトソフトソフトソフト面面面面のののの仕掛仕掛仕掛仕掛けとけとけとけと中身中身中身中身（（（（仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、質質質質））））がががが重重重重なりなりなりなり合合合合うことがうことがうことがうことが大事大事大事大事なのではななのではななのではななのではな

いかいかいかいか。。。。    

    先程先程先程先程のへきのへきのへきのへき地医地医地医地医療療療療のののの問題問題問題問題はははは、、、、あるあるあるある程度全体程度全体程度全体程度全体がががが見見見見えてからえてからえてからえてから立立立立ちちちち戻戻戻戻るるるる方方方方向向向向でいくでいくでいくでいく

こととすることとすることとすることとする。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    附属診療所附属診療所附属診療所附属診療所はははは、、、、市市市市のののの施策施策施策施策のののの中中中中でででで病院病院病院病院のブランチとしてのブランチとしてのブランチとしてのブランチとして人員派遣人員派遣人員派遣人員派遣しているとこしているとこしているとこしているとこ

ろであるろであるろであるろである。。。。支笏湖支笏湖支笏湖支笏湖はははは観光地観光地観光地観光地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、、、、観光客誘致観光客誘致観光客誘致観光客誘致のためのためのためのため診療所診療所診療所診療所をををを設置設置設置設置すすすす

るるる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市市市市からからからから聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    果果果果たすべきたすべきたすべきたすべき役割役割役割役割についてについてについてについて現状現状現状現状どのようなどのようなどのようなどのような課題課題課題課題をををを意識意識意識意識しししし、、、、それについてどのよそれについてどのよそれについてどのよそれについてどのよ

うなうなうなうな取取取取りりりり組組組組みをしているのかみをしているのかみをしているのかみをしているのか、、、、そのそのそのその取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが不十分不十分不十分不十分であればなぜであればなぜであればなぜであればなぜ不十分不十分不十分不十分かかかか、、、、

そのそのそのその点点点点についてはについてはについてはについては次回以降次回以降次回以降次回以降おおおお聞聞聞聞かせいただけるとかせいただけるとかせいただけるとかせいただけると思思思思うがうがうがうが、、、、そのそのそのその上上上上でででで経営形態経営形態経営形態経営形態をををを

どうするのかどうするのかどうするのかどうするのか議論議論議論議論したいしたいしたいしたい。。。。    

    

（（（（各経営形態各経営形態各経営形態各経営形態のののの実態実態実態実態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））））    

別別別別紙紙紙紙資料資料資料資料 3333によりによりによりにより説明説明説明説明。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    「「「「全部適用全部適用全部適用全部適用」」」」のののの経営状況経営状況経営状況経営状況はははは「「「「一部適用一部適用一部適用一部適用」」」」とととと変変変変わっていないのがわっていないのがわっていないのがわっていないのが現状現状現状現状であるであるであるである    

多多多多くのくのくのくの自治体自治体自治体自治体はははは「「「「一部適用一部適用一部適用一部適用」」」」かかかからららら「「「「全部適用全部適用全部適用全部適用」」」」にににに名名名名ばかりにばかりにばかりにばかりに変更変更変更変更しているしているしているしている状状状状

態態態態ででででははははないかとないかとないかとないかと思思思思うううう。。。。「「「「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」」」」もももも良良良良くなっているところとくなっているところとくなっているところとくなっているところと悪悪悪悪くなっくなっくなっくなっ

ているところがあるているところがあるているところがあるているところがある。「。「。「。「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」」」」でででで良良良良くなっているくなっているくなっているくなっている病院病院病院病院はははは、、、、経営努力経営努力経営努力経営努力

をしているからをしているからをしているからをしているから良良良良くなったといえるくなったといえるくなったといえるくなったといえる。。。。那覇市立病院那覇市立病院那覇市立病院那覇市立病院のようにのようにのようにのように、、、、7777：：：：1111看護看護看護看護をををを導入導入導入導入

するするするする明確明確明確明確なななな目的目的目的目的のためにのためにのためにのために移行移行移行移行しているケースもあるしているケースもあるしているケースもあるしているケースもある。。。。    

「「「「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」」」」とととと「「「「民間譲渡民間譲渡民間譲渡民間譲渡」」」」のののの大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題としてはとしてはとしてはとしては、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ先先先先ががががああああ

るのかるのかるのかるのか、、、、またまたまたまた経済性経済性経済性経済性をををを発揮発揮発揮発揮しながらしながらしながらしながら医療医療医療医療のののの提供提供提供提供ができるのかというができるのかというができるのかというができるのかという点点点点でありでありでありであり、、、、

「「「「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」」」」とととと「「「「民間譲渡民間譲渡民間譲渡民間譲渡」」」」ににににはリスクはリスクはリスクはリスクがあるがあるがあるがある。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    医療医療医療医療のののの特性特性特性特性にはにはにはには地域性地域性地域性地域性がががが含含含含まれておりまれておりまれておりまれており、、、、各地域各地域各地域各地域のののの状況状況状況状況はははは千歳千歳千歳千歳のののの状況状況状況状況とはとはとはとは違違違違うううう

ためためためため、、、、比較比較比較比較はできないとはできないとはできないとはできないと思思思思うううう。。。。    

    道道道道がががが進進進進めているめているめているめている集約化集約化集約化集約化・・・・広域化等広域化等広域化等広域化等のののの医療展開医療展開医療展開医療展開はははは、、、、１１１１次圏域次圏域次圏域次圏域はははは行政対応行政対応行政対応行政対応でででで良良良良いいいい



10 

 

とととと思思思思うがうがうがうが、、、、２２２２次圏域次圏域次圏域次圏域になるとになるとになるとになると行政対応行政対応行政対応行政対応をををを外外外外してしてしてして多方面多方面多方面多方面でででで協力協力協力協力していかないとしていかないとしていかないとしていかないと上上上上

手手手手くいかないとくいかないとくいかないとくいかないと思思思思うしうしうしうし、、、、圏域圏域圏域圏域をををを広広広広げるにはげるにはげるにはげるには行政行政行政行政がどのようにがどのようにがどのようにがどのように解決解決解決解決していくかとしていくかとしていくかとしていくかと

いういういういう問題問題問題問題もももも問問問問われているわれているわれているわれている。。。。    

    千歳市民千歳市民千歳市民千歳市民にににに高次医療高次医療高次医療高次医療をををを提供提供提供提供するにはするにはするにはするには、、、、アクアクアクアクセスのセスのセスのセスの仕方等仕方等仕方等仕方等をををを市民病院自体市民病院自体市民病院自体市民病院自体もももも考考考考

えていかなくてはならないえていかなくてはならないえていかなくてはならないえていかなくてはならない。。。。経営的経営的経営的経営的なななな問題問題問題問題もももも含含含含めめめめ、、、、出来出来出来出来ること・ること・ること・ること・出来出来出来出来ないことないことないことないこと

をををを分析分析分析分析していかなくてはならないししていかなくてはならないししていかなくてはならないししていかなくてはならないし、、、、今後今後今後今後のののの市民病院市民病院市民病院市民病院のありのありのありのあり方方方方がががが問問問問われているわれているわれているわれている

とととと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    市民病院市民病院市民病院市民病院はははは市民市民市民市民のののの財産財産財産財産であるためであるためであるためであるため、、、、病院病院病院病院としてのとしてのとしてのとしての機能機能機能機能をををを情報公開情報公開情報公開情報公開しししし、、、、努力努力努力努力をををを

示示示示せばせばせばせば市民市民市民市民のののの理解理解理解理解がががが深深深深まるのではないかとまるのではないかとまるのではないかとまるのではないかと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    「「「「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」」」」とととと「「「「民間譲渡民間譲渡民間譲渡民間譲渡」」」」はリスクがあるのではないかとあったがはリスクがあるのではないかとあったがはリスクがあるのではないかとあったがはリスクがあるのではないかとあったが、、、、

「「「「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」」」」でででで、、、、P.19P.19P.19P.19のののの公立黒川病院公立黒川病院公立黒川病院公立黒川病院のようにしっかりしたのようにしっかりしたのようにしっかりしたのようにしっかりした団体団体団体団体がががが受受受受けけけけ

皿皿皿皿となれとなれとなれとなればばばば地域地域地域地域のののの医療医療医療医療にとってはにとってはにとってはにとっては極極極極めてめてめてめて安心安心安心安心でありでありでありであり、、、、私自身私自身私自身私自身としてはとしてはとしてはとしては、、、、「「「「指定管指定管指定管指定管

理者制度理者制度理者制度理者制度」」」」はそんなにはそんなにはそんなにはそんなに悪悪悪悪くないとくないとくないとくないと思思思思っているっているっているっている。。。。    

    P.15P.15P.15P.15のののの団体交渉団体交渉団体交渉団体交渉でででで職員職員職員職員がががが辞辞辞辞めていくめていくめていくめていく場合場合場合場合のののの記載記載記載記載があるががあるががあるががあるが、、、、辞辞辞辞めていくめていくめていくめていく人材人材人材人材がががが

良良良良いいいい人材人材人材人材ととととはははは限限限限らないらないらないらない。。。。私自身私自身私自身私自身もももも実際団体交渉実際団体交渉実際団体交渉実際団体交渉をををを 3333回程度経験回程度経験回程度経験回程度経験したしたしたしたがががが、、、、退職退職退職退職すすすす

るるるる人材人材人材人材はあまりはあまりはあまりはあまり良良良良いいいい人材人材人材人材ではなかったではなかったではなかったではなかった。。。。労力労力労力労力はははは多多多多いがいがいがいが、、、、よりそれをやることによりそれをやることによりそれをやることによりそれをやることに

よってよってよってよって良良良良いいいい人材人材人材人材がががが確保確保確保確保できるというできるというできるというできるという視点視点視点視点もももも大事大事大事大事ではないかではないかではないかではないか。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    具体的具体的具体的具体的にはにはにはには申申申申しししし上上上上げられないがげられないがげられないがげられないが、、、、私私私私のののの経験経験経験経験でもそういったでもそういったでもそういったでもそういった事例事例事例事例はあったはあったはあったはあった。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    給与面給与面給与面給与面、、、、待遇面待遇面待遇面待遇面、、、、組織全体組織全体組織全体組織全体のモチベーションのモチベーションのモチベーションのモチベーション等等等等個人個人個人個人がががが目指目指目指目指してしてしてしているものがいるものがいるものがいるものが、、、、

移譲移譲移譲移譲したしたしたした時時時時にににに次次次次のののの団体団体団体団体にににに引引引引きききき継継継継がれればがれればがれればがれれば良良良良いいいい人材人材人材人材がががが残残残残るのではないかとるのではないかとるのではないかとるのではないか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））））    

    良良良良いいいい人材人材人材人材がががが残残残残るためにはどうしたらるためにはどうしたらるためにはどうしたらるためにはどうしたら良良良良いかということにいかということにいかということにいかということに苦心苦心苦心苦心しているのがしているのがしているのがしているのが実実実実

情情情情だとだとだとだと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    資料資料資料資料 3333をををを見見見見るとるとるとると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するにあたりするにあたりするにあたりするにあたり、、、、従業員従業員従業員従業員のののの処遇処遇処遇処遇のののの変化変化変化変化によるによるによるによる影影影影

響響響響のののの大大大大きさをきさをきさをきさを感感感感じたじたじたじた。。。。    
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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））））    

    医師医師医師医師・・・・看護師看護師看護師看護師はははは非常非常非常非常にににに不足不足不足不足しているしているしているしている状況状況状況状況であるであるであるであるためためためため、、、、人人人人のののの確保確保確保確保はははは重要重要重要重要でででであるあるあるある。。。。    

これはこれはこれはこれは病院病院病院病院にににに限限限限らずらずらずらず一般事業者一般事業者一般事業者一般事業者でもでもでもでも同同同同じではないかとじではないかとじではないかとじではないかと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    今回今回今回今回のごのごのごのご意見意見意見意見をををを参考参考参考参考にしてにしてにしてにして、、、、次回次回次回次回はははは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議論議論議論議論してしてしてして頂頂頂頂きたいきたいきたいきたい。。。。    

病院病院病院病院としてとしてとしてとして次次次次のステップをのステップをのステップをのステップを目指目指目指目指すすすす上上上上でのでのでのでの課題課題課題課題をををを出出出出しししし、、、、経営的経営的経営的経営的なななな問題問題問題問題をををを議論議論議論議論しししし

ながらながらながらながら方向性方向性方向性方向性をををを見見見見出出出出していくしていくしていくしていく形形形形でよろしいかでよろしいかでよろしいかでよろしいか。。。。    

またまたまたまた、、、、地域地域地域地域とのとのとのとの役割分担役割分担役割分担役割分担というというというという面面面面ににににもももも踏踏踏踏みみみみ込込込込みみみみ、、、、連携連携連携連携・・・・役割役割役割役割・・・・機能機能機能機能というというというという観観観観

点点点点でででで事務局事務局事務局事務局にデータにデータにデータにデータをまとめていただければとをまとめていただければとをまとめていただければとをまとめていただければと思思思思うううう。。。。    

    

3333    閉会閉会閉会閉会    

    


