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第第第第 4444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 22222222年年年年 2222月月月月 22223333日日日日（（（（火火火火））））    18181818：：：：30303030～～～～19191919：：：：45454545    

    

【【【【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 3333    

    

【【【【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、、、、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６６６６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））））、、、、    

財政係財政係財政係財政係長長長長    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様様様様々々々々なななな議論議論議論議論をををを受受受受けけけけ、、、、今回今回今回今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検討検討検討検討していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。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議事概要議事概要議事概要議事概要でごでごでごでご確認確認確認確認いただいたといただいたといただいたといただいたと思思思思うううう。。。。前回前回前回前回はははは市民病院市民病院市民病院市民病院がががが

期待期待期待期待されているされているされているされている役割役割役割役割やややや現状現状現状現状のののの問題問題問題問題点点点点についてごについてごについてごについてご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺ったったったった。。。。    

今回今回今回今回はははは、、、、期待期待期待期待されているされているされているされている役割役割役割役割をををを果果果果たすたすたすたすためにためにためにために、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院ははははどのようなどのようなどのようなどのような取取取取りりりり組組組組

みみみみをををを行行行行っているのかっているのかっているのかっているのか、、、、またまたまたまたそのそのそのその達成状況達成状況達成状況達成状況ははははどうなっているどうなっているどうなっているどうなっているのののの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踏踏踏踏

まえたうえでまえたうえでまえたうえでまえたうえで、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院のののの経営形態経営形態経営形態経営形態ににににはははは何何何何がががが適適適適しているのしているのしているのしているのかかかか、、、、というというというという点点点点についについについについ

てててて議論議論議論議論してしてしてして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にににに関関関関すすすするるるる最終的最終的最終的最終的なななな方向方向方向方向性性性性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。。。。    

        

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））））    

（（（（第第第第３３３３回会議回会議回会議回会議までのまでのまでのまでの検討内容及検討内容及検討内容及検討内容及びびびび第第第第４４４４回会議検討回会議検討回会議検討回会議検討のののの視点視点視点視点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説説説

明明明明））））    

    本資料本資料本資料本資料はははは、、、、前回会議前回会議前回会議前回会議までのまでのまでのまでの検討内容検討内容検討内容検討内容とととと本日本日本日本日のののの会議会議会議会議におけるにおけるにおけるにおける検討検討検討検討のポイントにのポイントにのポイントにのポイントに

ついてまとめたものであるついてまとめたものであるついてまとめたものであるついてまとめたものである。。。。    

    「「「「市民病院市民病院市民病院市民病院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、「、「、「、「制度上制度上制度上制度上のののの課題課題課題課題」」」」とととと「「「「運営上運営上運営上運営上のののの課題課題課題課題」」」」があるがあるがあるがある。。。。    
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    「「「「制度上制度上制度上制度上のののの課題課題課題課題」」」」はははは、、、、第第第第 2222回回回回のののの会議会議会議会議でででで示示示示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、「、「、「、「地方公営企業法一地方公営企業法一地方公営企業法一地方公営企業法一

部適用部適用部適用部適用」」」」におけるにおけるにおけるにおける一般的一般的一般的一般的なななな課題課題課題課題であるがであるがであるがであるが、、、、市民病院市民病院市民病院市民病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綿綿綿綿

密密密密なななな調整等調整等調整等調整等によりによりによりにより概概概概ねねねね課題課題課題課題はクリはクリはクリはクリアされているとのアされているとのアされているとのアされているとの意見意見意見意見をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた。。。。    

    「「「「運営上運営上運営上運営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、、、、前回前回前回前回のののの会議会議会議会議でごでごでごでご意見意見意見意見があったがあったがあったがあった「「「「紹介率紹介率紹介率紹介率・・・・逆紹逆紹逆紹逆紹

介率介率介率介率のののの向上向上向上向上」、「」、「」、「」、「恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市とのとのとのとの広域化広域化広域化広域化のののの推進推進推進推進」」」」のほかのほかのほかのほか、、、、当院当院当院当院がががが抱抱抱抱えるえるえるえる課題課題課題課題をををを挙挙挙挙げたげたげたげた。。。。    

    本会議本会議本会議本会議ではではではでは課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みやみやみやみや、、、、現時点現時点現時点現時点でのでのでのでの収支計画収支計画収支計画収支計画のののの進捗進捗進捗進捗状況等状況等状況等状況等

についてについてについてについて検証検証検証検証していただきしていただきしていただきしていただき、、、、当院当院当院当院ががががよりよりよりより効率的効率的効率的効率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できるうことができるうことができるうことができる

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。。。。    

        

（（（（運営上運営上運営上運営上のののの課題課題課題課題とととと取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみ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））））    

    本資料本資料本資料本資料はははは、、、、現時点現時点現時点現時点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運営上運営上運営上運営上のののの課題課題課題課題とととと課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ

についてについてについてについて説明説明説明説明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。。。。    

    ≪≪≪≪医師医師医師医師のののの確保確保確保確保≫≫≫≫についてはについてはについてはについては、、、、大学医局大学医局大学医局大学医局にににに対対対対しししし継続継続継続継続してしてしてして医師派遣要請医師派遣要請医師派遣要請医師派遣要請をををを行行行行うほうほうほうほ

かかかか、、、、医師紹介医師紹介医師紹介医師紹介システムやホームページシステムやホームページシステムやホームページシステムやホームページ等等等等をををを活用活用活用活用しししし医師医師医師医師のののの確保確保確保確保にににに努努努努めているめているめているめている。。。。    

    またまたまたまた、、、、医師医師医師医師のののの事務的作業事務的作業事務的作業事務的作業のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減やややや、、、、住環境住環境住環境住環境のののの整備整備整備整備をををを行行行行うほかうほかうほかうほか、、、、院内保育院内保育院内保育院内保育

所所所所やややや育児短時間勤務育児短時間勤務育児短時間勤務育児短時間勤務などなどなどなど、、、、子育子育子育子育てをするてをするてをするてをする女性医師女性医師女性医師女性医師がががが安心安心安心安心してしてしてして働働働働けるけるけるける勤務環境勤務環境勤務環境勤務環境のののの

整備整備整備整備をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、業績等業績等業績等業績等をををを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導入導入導入導入しししし、、、、医師医師医師医師がががが

働働働働きがいのあるきがいのあるきがいのあるきがいのある魅力魅力魅力魅力あるあるあるある病院病院病院病院づくりにづくりにづくりにづくりに努努努努めているめているめているめている。。。。    

    ≪≪≪≪看護師等医療職看護師等医療職看護師等医療職看護師等医療職（（（（医師以外医師以外医師以外医師以外））））のののの確保確保確保確保≫≫≫≫はははは、、、、定期採用定期採用定期採用定期採用以外以外以外以外にもにもにもにも、、、、市長部局市長部局市長部局市長部局とととと

調整調整調整調整しししし、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて柔軟柔軟柔軟柔軟なななな職員採用職員採用職員採用職員採用をををを行行行行っっっっているているているている。。。。    

    またまたまたまた、、、、医師同様医師同様医師同様医師同様、、、、勤務環境勤務環境勤務環境勤務環境のののの整備整備整備整備やややや職員職員職員職員がががが働働働働きがいのあるきがいのあるきがいのあるきがいのある病院病院病院病院づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進めめめめ

ているているているている。。。。    

    医師医師医師医師やややや看護師等看護師等看護師等看護師等医療職医療職医療職医療職のののの確保確保確保確保についてはについてはについてはについては、、、、職員採用職員採用職員採用職員採用のののの決定権限決定権限決定権限決定権限がががが事業管理者事業管理者事業管理者事業管理者

やややや理事長理事長理事長理事長などにあるなどにあるなどにあるなどにある「「「「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」、「」、「」、「」、「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」、「」、「」、「」、「民民民民

間譲渡間譲渡間譲渡間譲渡」」」」のののの方方方方がががが、、、、よりよりよりより円滑円滑円滑円滑にににに対応対応対応対応することができるといわれているがすることができるといわれているがすることができるといわれているがすることができるといわれているが、、、、市民病市民病市民病市民病

院院院院のののの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であるであるであるである「「「「一部適用一部適用一部適用一部適用」」」」であってもであってもであってもであっても、、、、対応対応対応対応はははは十分可能十分可能十分可能十分可能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。。。。    

    ≪≪≪≪紹介率紹介率紹介率紹介率・・・・逆紹介率逆紹介率逆紹介率逆紹介率のののの向上向上向上向上≫≫≫≫についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成 17171717年年年年 7777月月月月にににに「「「「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」」」」

をををを設置設置設置設置しししし、「、「、「、「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」」」」のののの実施実施実施実施やややや、、、、地域医療地域医療地域医療地域医療機関向機関向機関向機関向けのけのけのけの広報誌広報誌広報誌広報誌のののの発行発行発行発行、、、、合合合合

同学習会同学習会同学習会同学習会やややや症例検討会症例検討会症例検討会症例検討会のののの開催開催開催開催などなどなどなど、、、、地域医療機関地域医療機関地域医療機関地域医療機関とのとのとのとの連携強化連携強化連携強化連携強化にににに努努努努めているめているめているめている。。。。    

    ≪≪≪≪恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市とのとのとのとの広域化広域化広域化広域化のののの推進推進推進推進≫≫≫≫についてはについてはについてはについては、、、、北海道北海道北海道北海道がががが平成平成平成平成 20202020年年年年 1111月月月月にににに策定策定策定策定したしたしたした

「「「「自治体病院等広域化自治体病院等広域化自治体病院等広域化自治体病院等広域化・・・・連携構想連携構想連携構想連携構想」」」」でででではははは、、、、全道全道全道全道をををを 30303030のののの区域区域区域区域にににに分分分分けけけけ再編再編再編再編することすることすることすること

としとしとしとしておりておりておりており、、、、当市当市当市当市はははは恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市とととと 2222市市市市でででで構成構成構成構成するするするする区域区域区域区域にににに設定設定設定設定されされされされ、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院がががが「「「「中中中中

心的心的心的心的なななな医療機関医療機関医療機関医療機関」」」」としてとしてとしてとして役割役割役割役割をををを果果果果たすたすたすたす方向性方向性方向性方向性がががが示示示示されているされているされているされている。。。。    

    今後今後今後今後のののの具体的具体的具体的具体的なななな検討検討検討検討についてはについてはについてはについては、、、、管轄管轄管轄管轄するするするする保健所単位保健所単位保健所単位保健所単位においてにおいてにおいてにおいて、、、、地域地域地域地域におけにおけにおけにおけ

るるるる医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制やややや地域地域地域地域医療連携医療連携医療連携医療連携にににに関関関関するするするする課題整理課題整理課題整理課題整理をををを行行行行うこととなっておりうこととなっておりうこととなっておりうこととなっており、、、、千千千千
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歳歳歳歳保健所保健所保健所保健所とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、検討検討検討検討・・・・協議協議協議協議をををを進進進進めていくめていくめていくめていく。。。。    

    ≪≪≪≪紹介率紹介率紹介率紹介率・・・・逆紹介率逆紹介率逆紹介率逆紹介率のののの向上向上向上向上≫≫≫≫、、、、≪≪≪≪恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市とのとのとのとの広域化広域化広域化広域化のののの推進推進推進推進≫≫≫≫についてはについてはについてはについては、、、、病病病病

院院院院のののの経営形態経営形態経営形態経営形態にににに関係関係関係関係することなくすることなくすることなくすることなく、、、、全全全全てのてのてのての経営形態経営形態経営形態経営形態でででで対応対応対応対応がががが可能可能可能可能であるとであるとであるとであると考考考考ええええ

られるられるられるられる。。。。    

    ≪≪≪≪収支収支収支収支のののの改善改善改善改善≫≫≫≫についてはについてはについてはについては、、、、新築移転後新築移転後新築移転後新築移転後のののの平成平成平成平成 15151515年度以降経常収支年度以降経常収支年度以降経常収支年度以降経常収支のののの赤字赤字赤字赤字がががが

続続続続いておりいておりいておりいており、、、、平成平成平成平成 20202020年度末年度末年度末年度末のののの累積欠損金累積欠損金累積欠損金累積欠損金はははは、、、、23232323億億億億 270270270270万円万円万円万円となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    市民病院市民病院市民病院市民病院においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、「「「「収入確保収入確保収入確保収入確保・・・・経費削減経費削減経費削減経費削減」、「」、「」、「」、「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」、「」、「」、「」、「積極的積極的積極的積極的なななな

広報活動広報活動広報活動広報活動のののの推進推進推進推進」」」」などなどなどなど、、、、収支改善収支改善収支改善収支改善にににに向向向向けたけたけたけた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みをみをみを進進進進めているめているめているめている。。。。取取取取りりりり

組組組組みのみのみのみの詳細詳細詳細詳細についてはについてはについてはについては、、、、資料資料資料資料 3333においてにおいてにおいてにおいて説明説明説明説明するするするする。。。。    

    またまたまたまた、、、、平成平成平成平成 24242424年度年度年度年度のののの経常収支黒字化経常収支黒字化経常収支黒字化経常収支黒字化をををを目標目標目標目標としてとしてとしてとして、「、「、「、「改革改革改革改革プランプランプランプラン」」」」にににに掲掲掲掲げたげたげたげた

47474747項目項目項目項目のののの具体的具体的具体的具体的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを引引引引きききき続続続続きききき進進進進めていくめていくめていくめていく。。。。    

    なおなおなおなお、、、、収支収支収支収支のののの改善改善改善改善をををを図図図図るためのるためのるためのるため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についてはみについてはみについてはみについては、、、、全全全全てのてのてのての経営形態経営形態経営形態経営形態

においてにおいてにおいてにおいて対応対応対応対応はははは可能可能可能可能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。。。。    

    

（（（（経営効率化経営効率化経営効率化経営効率化のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみ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））））    

    「「「「7777対対対対 1111看護看護看護看護基準基準基準基準のののの導入導入導入導入」」」」はははは平成平成平成平成 20202020年年年年 7777月月月月からからからから、、、、よりよりよりより手厚手厚手厚手厚いいいい看護体制看護体制看護体制看護体制をををを整備整備整備整備

しししし、、、、入院基本料入院基本料入院基本料入院基本料にににに係係係係るるるる診療報酬診療報酬診療報酬診療報酬のののの増収増収増収増収をををを図図図図ったものでありったものでありったものでありったものであり、、、、平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度においにおいにおいにおい

てはてはてはては、、、、約約約約 9,0009,0009,0009,000万円万円万円万円のののの増収増収増収増収をををを見込見込見込見込んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。    

    「「「「各種手数料各種手数料各種手数料各種手数料のののの見見見見直直直直しししし」」」」はははは、、、、適正適正適正適正なななな受益者負担受益者負担受益者負担受益者負担にににに基基基基づきづきづきづき、、、、分娩費用分娩費用分娩費用分娩費用やややや差額差額差額差額ベベベベ

ッドッドッドッド料金料金料金料金、、、、文書料文書料文書料文書料などなどなどなど保険適用外保険適用外保険適用外保険適用外のののの各種手数料各種手数料各種手数料各種手数料についてについてについてについて、、、、料金料金料金料金のののの改定改定改定改定をををを行行行行うとうとうとうと

ともにともにともにともに、、、、平成平成平成平成 20202020年年年年 4444月月月月からからからからはははは分娩費用分娩費用分娩費用分娩費用とととと差額差額差額差額ベッドベッドベッドベッド料金料金料金料金についてについてについてについて、、、、市外料金市外料金市外料金市外料金をををを

設定設定設定設定しているしているしているしている。。。。手数料見直手数料見直手数料見直手数料見直しによりしによりしによりしにより、、、、今年度今年度今年度今年度においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、約約約約 2,7002,7002,7002,700万円万円万円万円のののの増収増収増収増収

をををを見込見込見込見込んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。    

    「「「「薬品薬品薬品薬品・・・・診療材料診療材料診療材料診療材料コストのコストのコストのコストの縮減縮減縮減縮減」」」」はははは、、、、他他他他のののの医療機関医療機関医療機関医療機関のののの状況状況状況状況やややや市場動向市場動向市場動向市場動向についについについについ

てててて十分十分十分十分なななな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、、、、購入単価購入単価購入単価購入単価のののの引引引引きききき下下下下げにげにげにげに努努努努めめめめていていていているほかるほかるほかるほか、、、、ジェネリッジェネリッジェネリッジェネリッ

クククク医薬品医薬品医薬品医薬品のののの採用採用採用採用やややや在庫管理在庫管理在庫管理在庫管理のののの効率化効率化効率化効率化をををを進進進進めることでめることでめることでめることで、、、、材料材料材料材料コストのコストのコストのコストの縮減縮減縮減縮減をををを図図図図っっっっ

ているているているている。。。。    

    これこれこれこれによりによりによりにより、「、「、「、「医療材料費対医業収益比率医療材料費対医業収益比率医療材料費対医業収益比率医療材料費対医業収益比率」」」」はははは減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    「「「「各種業務各種業務各種業務各種業務のののの外部委託外部委託外部委託外部委託」」」」についてはについてはについてはについては、「、「、「、「給食業務給食業務給食業務給食業務」」」」やややや「「「「院内保育所業務院内保育所業務院内保育所業務院内保育所業務」、「」、「」、「」、「滅滅滅滅

菌業務菌業務菌業務菌業務」」」」などについてなどについてなどについてなどについて、、、、早早早早くからくからくからくから業務業務業務業務のののの外部委託化外部委託化外部委託化外部委託化をををを進進進進めめめめ、、、、コストコストコストコスト縮減縮減縮減縮減をををを図図図図っっっっ

ているているているている。。。。    

    「「「「DPCDPCDPCDPCのののの導入導入導入導入」」」」についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成 21212121年年年年 4444月月月月からからからから制度制度制度制度をををを導入導入導入導入しししし、、、、収益性収益性収益性収益性のののの向向向向

上上上上とととと効率的効率的効率的効率的ななななコストコストコストコスト管理管理管理管理をををを行行行行っておりっておりっておりっており、、、、当年度当年度当年度当年度のののの増収見込増収見込増収見込増収見込みみみみ額額額額はははは、、、、約約約約 1111憶憶憶憶 200200200200

万円万円万円万円であるであるであるである。。。。    

    「「「「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」」」」についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成 18181818年年年年 12121212月月月月にににに、、、、第三者機関第三者機関第三者機関第三者機関であるであるであるである（（（（財財財財））））

日本医療機能評価機構日本医療機能評価機構日本医療機能評価機構日本医療機能評価機構からからからから、、、、医療機能医療機能医療機能医療機能についてについてについてについて一定一定一定一定のののの基準基準基準基準をををを満満満満たしていたしていたしていたしているとのるとのるとのるとの
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認定認定認定認定をををを受受受受けたほかけたほかけたほかけたほか、、、、平成平成平成平成 21212121年年年年 4444月月月月にににに電子電子電子電子カルテをカルテをカルテをカルテを導入導入導入導入しししし、、、、情報情報情報情報のののの共有化共有化共有化共有化によるによるによるによる

診療診療診療診療・・・・看護業務看護業務看護業務看護業務のののの効率化効率化効率化効率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。。。。    

    「「「「積極的積極的積極的積極的なななな広報活動広報活動広報活動広報活動のののの推進推進推進推進」」」」についてはについてはについてはについては、「、「、「、「市民健康講座市民健康講座市民健康講座市民健康講座」」」」のののの開催開催開催開催のほかのほかのほかのほか、「、「、「、「院院院院

内広報誌内広報誌内広報誌内広報誌」」」」のののの発行発行発行発行やややや「「「「ホームページのホームページのホームページのホームページの充実充実充実充実」、「」、「」、「」、「市広報誌市広報誌市広報誌市広報誌のののの活用活用活用活用」」」」などによりなどによりなどによりなどにより、、、、

市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にににに市民病院市民病院市民病院市民病院のののの活動等活動等活動等活動等をををを知知知知っていただくとともにっていただくとともにっていただくとともにっていただくとともに、、、、よりよりよりより身近身近身近身近にににに感感感感じてじてじてじて

もらえるようもらえるようもらえるようもらえるよう努努努努めているめているめているめている。。。。    

    

（（（（収支収支収支収支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））））    

    経常損益経常損益経常損益経常損益はははは、、、、平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度、、、、平成平成平成平成 22222222年度年度年度年度ともともともとも僅僅僅僅かではあるがかではあるがかではあるがかではあるが「「「「改革改革改革改革プランプランプランプラン」」」」

をををを上回上回上回上回るるるる赤字圧縮赤字圧縮赤字圧縮赤字圧縮がががが図図図図られるられるられるられる見通見通見通見通しとなっておしとなっておしとなっておしとなっておりりりり、、、、医師数医師数医師数医師数などなどなどなど現在現在現在現在のののの運営環境運営環境運営環境運営環境

等等等等がががが確保確保確保確保されればされればされればされれば、、、、平成平成平成平成 24242424年度年度年度年度でのでのでのでの経常収支黒字化経常収支黒字化経常収支黒字化経常収支黒字化はははは達成達成達成達成できるものとできるものとできるものとできるものと考考考考えてえてえてえて

いるいるいるいる。。。。    

    

（（（（経営形態評価表経営形態評価表経営形態評価表経営形態評価表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））））    

    前回会議前回会議前回会議前回会議までにまでにまでにまでに比較比較比較比較・・・・検討検討検討検討していただいたしていただいたしていただいたしていただいた各経営形態各経営形態各経営形態各経営形態についてについてについてについて、、、、改改改改めてめてめてめて「「「「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」」」」とととと「「「「課題課題課題課題のののの解決解決解決解決」」」」というというというという視点視点視点視点からからからから比較比較比較比較してまとめたものであるしてまとめたものであるしてまとめたものであるしてまとめたものである。。。。    

    市民病院市民病院市民病院市民病院はははは「「「「一部適用一部適用一部適用一部適用」」」」ではあるがではあるがではあるがではあるが、、、、制度上制度上制度上制度上のののの課題等課題等課題等課題等についてはについてはについてはについては、、、、市長部局市長部局市長部局市長部局

とのとのとのとの綿密綿密綿密綿密なななな連携連携連携連携などによりなどによりなどによりなどにより柔軟柔軟柔軟柔軟なななな対応対応対応対応ををををとっておりとっておりとっておりとっており、、、、概概概概ねねねね課題課題課題課題はクリアしていはクリアしていはクリアしていはクリアしてい

ることからることからることからることから、「、「、「、「千歳市千歳市千歳市千歳市」」」」としてとしてとしてとして別枠別枠別枠別枠でででで示示示示したしたしたした。。。。    

    またまたまたまた、、、、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やそのやそのやそのやその他他他他問題点問題点問題点問題点についてもについてもについてもについても改改改改めてめてめてめて示示示示しているしているしているしている。。。。    

        

（（（（アドバイザーよりアドバイザーよりアドバイザーよりアドバイザーより補足説明補足説明補足説明補足説明））））    

    資料資料資料資料 2222についてについてについてについて、、、、説明説明説明説明のとおりのとおりのとおりのとおり課題課題課題課題にににに対対対対してしてしてして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されているみをされているみをされているみをされている。。。。    

    一般的一般的一般的一般的にににに病院病院病院病院のののの課題課題課題課題とされるものはとされるものはとされるものはとされるものは、、、、組織形態組織形態組織形態組織形態にににに由来由来由来由来するするするする課題課題課題課題とととと、、、、そうではそうではそうではそうでは

ないものとにないものとにないものとにないものとに分分分分けられるがけられるがけられるがけられるが、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院のののの課題課題課題課題にはにはにはには経営形態経営形態経営形態経営形態にににに由来由来由来由来するするするする課題課題課題課題はははは存存存存

在在在在していないしていないしていないしていない。。。。    

    「「「「医師医師医師医師のののの確保確保確保確保」」」」についてはについてはについてはについては、、、、どのどのどのどの病院病院病院病院ででででもももも厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況であるであるであるである。。。。他他他他のののの病院病院病院病院ではではではでは

医療医療医療医療クラークをクラークをクラークをクラークを採用採用採用採用してしてしてして、、、、診断書診断書診断書診断書のののの作成作成作成作成などなどなどなど医師医師医師医師のののの間接業務間接業務間接業務間接業務をををを減減減減らしらしらしらし、、、、本来業本来業本来業本来業

務務務務にににに集中集中集中集中させるさせるさせるさせることでことでことでことで、、、、医師医師医師医師がよりやりがいをもってがよりやりがいをもってがよりやりがいをもってがよりやりがいをもって頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている自治体病院自治体病院自治体病院自治体病院

のののの事事事事例例例例がががが数多数多数多数多くくくくああああるるるる。。。。当院当院当院当院ではではではでは２２２２名採用名採用名採用名採用しているがしているがしているがしているが、、、、まだまだまだまだまだまだまだまだ少少少少ないとないとないとないと思思思思うううう。。。。    

    人件費人件費人件費人件費はははは増増増増えるがえるがえるがえるが、、、、投資投資投資投資としてとしてとしてとして考考考考ええええ、、、、医師招聘医師招聘医師招聘医師招聘のののの方策方策方策方策としてとしてとしてとしているいるいるいる実例実例実例実例でででであるあるあるある。。。。    

    「「「「看護師看護師看護師看護師のののの確保確保確保確保」」」」についてについてについてについて重要重要重要重要なのなのなのなのはははは、、、、柔軟柔軟柔軟柔軟なななな採用体系採用体系採用体系採用体系であるであるであるである。。。。市民病院市民病院市民病院市民病院でででで

ははは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距離距離距離距離がががが近近近近いためいためいためいため、、、、柔軟性柔軟性柔軟性柔軟性・・・・機動性機動性機動性機動性にににに優優優優れているれているれているれている。。。。通常通常通常通常のののの「「「「一部一部一部一部

適用適用適用適用」」」」やややや「「「「全部適用全部適用全部適用全部適用」」」」ではではではでは、、、、機動性機動性機動性機動性にににに難難難難がありがありがありがあり、、、、スタッフがスタッフがスタッフがスタッフが欲欲欲欲しくてもしくてもしくてもしくても適当適当適当適当なななな

時期時期時期時期にににに雇用雇用雇用雇用できないできないできないできない場合場合場合場合がががが多多多多いがいがいがいが、、、、そのそのそのその点点点点はははは既既既既にクリアされているにクリアされているにクリアされているにクリアされている。。。。    

またまたまたまた、、、、勤務勤務勤務勤務環境環境環境環境のののの整備整備整備整備等等等等についてについてについてについてもももも行行行行っているしっているしっているしっているし、、、、これこれこれこれ自体自体自体自体はははは組織形態組織形態組織形態組織形態にににに由由由由
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来来来来するするするする問題問題問題問題ではないではないではないではない。。。。    

    「「「「紹紹紹紹介率介率介率介率・・・・逆紹介率逆紹介率逆紹介率逆紹介率のののの向上向上向上向上」」」」、、、、「「「「恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市とのとのとのとの広域化広域化広域化広域化のののの推進推進推進推進」」」」についてはについてはについてはについては、、、、前回前回前回前回

もももも話題話題話題話題になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、これからのこれからのこれからのこれからの課題課題課題課題になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。    

これはこれはこれはこれは、、、、組織形態組織形態組織形態組織形態にににに由来由来由来由来するものではなくするものではなくするものではなくするものではなく、、、、どのようにどのようにどのようにどのように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っていっていってい

くかというくかというくかというくかという課題課題課題課題になってくるになってくるになってくるになってくる。。。。    

    資料資料資料資料 3333でででで、、、、収支収支収支収支のののの改善改善改善改善のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて具体的具体的具体的具体的にににに記載記載記載記載されているがされているがされているがされているが、、、、非常非常非常非常

によくによくによくによく頑張頑張頑張頑張っているとっているとっているとっていると評価評価評価評価できるできるできるできる。。。。    

そのそのそのその結果結果結果結果としてとしてとしてとして資料資料資料資料 4444のののの収支収支収支収支のののの状況状況状況状況についてはについてはについてはについては、、、、平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度のののの見込見込見込見込みとしてみとしてみとしてみとして

収益収益収益収益はははは減少減少減少減少しているがしているがしているがしているが、、、、経常損益経常損益経常損益経常損益はははは増加増加増加増加しておりしておりしておりしており、、、、減収増益減収増益減収増益減収増益というというというという状況状況状況状況であるであるであるである。。。。    

減収増益減収増益減収増益減収増益というのはというのはというのはというのは、、、、生産性生産性生産性生産性がががが向上向上向上向上しなければしなければしなければしなければここここのよのよのよのようなうなうなうな結果結果結果結果にならないたにならないたにならないたにならないた

めめめめ、、、、現状現状現状現状のののの取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが上手上手上手上手くいっているということのくいっているということのくいっているということのくいっているということの表表表表れだといえるれだといえるれだといえるれだといえる。。。。    

資料資料資料資料５５５５のののの経営形態評価表経営形態評価表経営形態評価表経営形態評価表はははは、、、、一般的一般的一般的一般的なななな内容内容内容内容をまとめたものであるをまとめたものであるをまとめたものであるをまとめたものであるためためためため、、、、全全全全てててて

のののの病院病院病院病院にににに当当当当てはまるものではないてはまるものではないてはまるものではないてはまるものではない。。。。実際実際実際実際にににに当院当院当院当院はははは「「「「一部適用一部適用一部適用一部適用」」」」でありながらでありながらでありながらでありながら、、、、

市長部局市長部局市長部局市長部局のののの協力協力協力協力をををを得得得得ておりておりておりており、、、、機動性機動性機動性機動性をもってをもってをもってをもって運営運営運営運営しているしているしているしている。。。。    

「「「「全部適用全部適用全部適用全部適用」」」」がががが「「「「一部適用一部適用一部適用一部適用」」」」とととと違違違違うううう点点点点はははは、、、、人事権人事権人事権人事権、、、、予算権予算権予算権予算権等等等等がががが事業管理者事業管理者事業管理者事業管理者にににに

与与与与えられえられえられえられるるるる点点点点であるがであるがであるがであるが、、、、実体実体実体実体のののの「「「「全部適用全部適用全部適用全部適用」」」」のののの病院病院病院病院はははは、、、、「「「「一部適用一部適用一部適用一部適用」」」」とほとんどとほとんどとほとんどとほとんど

状況状況状況状況はははは変変変変わってわってわってわっておらずおらずおらずおらず、、、、人事権人事権人事権人事権、、、、予算権予算権予算権予算権はははは本庁本庁本庁本庁がががが握握握握っているっているっているっている状況状況状況状況がががが見見見見られるられるられるられるたたたた

めめめめ、、、、千歳市千歳市千歳市千歳市がががが「「「「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すすすることはることはることはることは魅力的魅力的魅力的魅力的ではないではないではないではないととと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、、、、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るであるであるである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というというというという使命使命使命使命

がががが、、、、損損損損ななななわれるわれるわれるわれる可能性可能性可能性可能性があるとがあるとがあるとがあると考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

「「「「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」」」」はははは、、、、最近数最近数最近数最近数がががが増増増増えてきておりえてきておりえてきておりえてきており、、、、今今今今現在現在現在現在 11111111法人法人法人法人あるあるあるある。。。。現現現現

状状状状のののの事例事例事例事例はははは少少少少ないがないがないがないが、、、、平成平成平成平成 22222222年年年年 4444月月月月にはにはにはには 9999つのつのつのつの法人法人法人法人がががが新新新新たにたにたにたに誕生誕生誕生誕生しししし、、、、平成平成平成平成 23232323

年年年年 4444月月月月にはにはにはには更更更更にににに 4444つかつかつかつか 5555つのつのつのつの法人法人法人法人がががが増増増増えるえるえるえるとととと言言言言われているわれているわれているわれているためためためため、、、、今後今後今後今後事例事例事例事例がががが増増増増

ええええ、、、、メリット・デメリットがメリット・デメリットがメリット・デメリットがメリット・デメリットが明明明明らかになってくるらかになってくるらかになってくるらかになってくることからことからことからことから、、、、検討検討検討検討するにするにするにするに値値値値するするするする

経営形態経営形態経営形態経営形態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。。。。    

「「「「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」」」」になるメリットとしてはになるメリットとしてはになるメリットとしてはになるメリットとしては、、、、市市市市からからからから独立独立独立独立したしたしたした法人法人法人法人になるになるになるになる

ことによってことによってことによってことによって、、、、機動性機動性機動性機動性がががが増増増増しししし、、、、経営経営経営経営のののの自由度自由度自由度自由度がががが増増増増すすすす点点点点であるがであるがであるがであるが、、、、現在当院現在当院現在当院現在当院はははは機機機機

動性動性動性動性をををを持持持持ってってってって運営運営運営運営してしてしてしておりおりおりおり、、、、経営経営経営経営もももも減収増益減収増益減収増益減収増益になってになってになってになっているためいるためいるためいるため、、、、今今今今すぐにすぐにすぐにすぐに独立独立独立独立

行政法人化行政法人化行政法人化行政法人化するするするするというというというという議論議論議論議論はあまりはあまりはあまりはあまり出出出出てこないとてこないとてこないとてこないと思思思思うううう。。。。    

「「「「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」」」」はははは、、、、病院病院病院病院のののの運営運営運営運営をををを民間民間民間民間のののの病院病院病院病院をををを運営運営運営運営しているしているしているしている医療法人等医療法人等医療法人等医療法人等

にににに任任任任せるせるせるせる形態形態形態形態でででであるあるあるある。。。。他他他他県県県県のののの事例事例事例事例としてとしてとしてとして、、、、医科大学医科大学医科大学医科大学がががが「「「「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」」」」になになになにな

ったことによりったことによりったことによりったことにより、、、、医師医師医師医師のののの供給供給供給供給がががが安定安定安定安定ししししたというたというたというたという良良良良いいいい事例事例事例事例があるがあるがあるがある。。。。    

しかししかししかししかし、、、、信頼性信頼性信頼性信頼性というというというという面面面面でででで住民住民住民住民のののの反対反対反対反対がががが非常非常非常非常にににに大大大大きいといえるきいといえるきいといえるきいといえる。。。。組織組織組織組織形態形態形態形態をををを

変更変更変更変更するにあたってはするにあたってはするにあたってはするにあたっては、、、、壁壁壁壁がががが 3333つあるとつあるとつあるとつあると言言言言われているわれているわれているわれている。「。「。「。「首長首長首長首長のののの壁壁壁壁」、「」、「」、「」、「住民住民住民住民のののの壁壁壁壁」、」、」、」、

「「「「財政財政財政財政のののの壁壁壁壁」」」」であるであるであるである。「。「。「。「民間民間民間民間にににに病院病院病院病院をををを身売身売身売身売りすることになりりすることになりりすることになりりすることになり、、、、医療医療医療医療がががが受受受受けられなけられなけられなけられな

くなるのでくなるのでくなるのでくなるので嫌嫌嫌嫌だだだだ」」」」というというというという反対反対反対反対のののの意見意見意見意見がががが住民住民住民住民からからからから強強強強くくくく出出出出るのがるのがるのがるのが、、、、このこのこのこの制度制度制度制度であるであるであるである。。。。    
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またまたまたまた、、、、指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者をををを募集募集募集募集したがしたがしたがしたが、、、、応募応募応募応募するするするする法人法人法人法人がないというケースもあるがないというケースもあるがないというケースもあるがないというケースもある。。。。    

まずはまずはまずはまずは当院当院当院当院についてはについてはについてはについては、、、、「「「「一部適用一部適用一部適用一部適用」」」」をををを継続継続継続継続することすることすることすることでででで良良良良いのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと思思思思

ううううがががが、、、、移行移行移行移行するのであればするのであればするのであればするのであれば、、、、「「「「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」」」」かかかか「「「「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」」」」がががが適当適当適当適当

なのではないかとなのではないかとなのではないかとな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。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    今今今今までのまでのまでのまでの説明等説明等説明等説明等をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、まずまずまずまず、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院のののの課題解決課題解決課題解決課題解決のののの取取取取りりりり組組組組みみみみやややや収支計収支計収支計収支計

画画画画のののの進捗状況等進捗状況等進捗状況等進捗状況等についてについてについてについて皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの意見意見意見意見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。そのそのそのその後後後後、、、、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

議論議論議論議論をしていきたいをしていきたいをしていきたいをしていきたい。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    将来将来将来将来のののの展望展望展望展望というというというという形形形形でででで、、、、へきへきへきへき地医療等無駄地医療等無駄地医療等無駄地医療等無駄なななな所所所所をををを省省省省くことはくことはくことはくことは必要必要必要必要であるとであるとであるとであると思思思思

うがうがうがうが、、、、平成平成平成平成 24242424年度年度年度年度のののの黒字化黒字化黒字化黒字化がががが見込見込見込見込まれてまれてまれてまれているのであればいるのであればいるのであればいるのであれば、、、、現状現状現状現状のののの形態形態形態形態をををを守守守守りりりり、、、、

問題問題問題問題のあるところについてはのあるところについてはのあるところについてはのあるところについては改善改善改善改善していくしていくしていくしていく努力努力努力努力をををを継続継続継続継続してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    平成平成平成平成 24242424年度年度年度年度にににに黒字化黒字化黒字化黒字化になるになるになるになる見込見込見込見込みであることもみであることもみであることもみであることも含含含含めてめてめてめて、、、、現状現状現状現状をををを市民市民市民市民にににに情報公情報公情報公情報公

開開開開することによってすることによってすることによってすることによって、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院にににに対対対対するするするする理解理解理解理解度度度度がががが深深深深まるまるまるまるのではないかとのではないかとのではないかとのではないかと思思思思うううう。。。。    

このようなこのようなこのようなこのような会議会議会議会議をををを開催開催開催開催するなどするなどするなどするなど、、、、色色色色々々々々なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを進進進進めていることをめていることをめていることをめていることを市民市民市民市民にににに

情報発信情報発信情報発信情報発信しししし、、、、無駄無駄無駄無駄なななな部分部分部分部分をををを削削削削っていけばっていけばっていけばっていけば、、、、大幅大幅大幅大幅にににに黒字黒字黒字黒字がががが出出出出なくてもなくてもなくてもなくても、、、、市市市市民民民民がががが納納納納

得得得得できできできできるのではるのではるのではるので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。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    わからないわからないわからないわからない用語用語用語用語がががが何点何点何点何点かあるためかあるためかあるためかあるため、、、、質問質問質問質問したいしたいしたいしたい。。。。    

資料資料資料資料 2222のののの P.2P.2P.2P.2下段下段下段下段≪≪≪≪紹介率紹介率紹介率紹介率・・・・逆紹介逆紹介逆紹介逆紹介率率率率のののの向上向上向上向上≫≫≫≫のののの「「「「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」」」」、、、、    

資料資料資料資料 3333のののの P.2P.2P.2P.2（（（（3333））））薬品薬品薬品薬品・・・・診療材料診療材料診療材料診療材料コストのコストのコストのコストの縮減縮減縮減縮減のののの「「「「SPDSPDSPDSPD対象物品対象物品対象物品対象物品」」」」のののの「「「「SPDSPDSPDSPD」」」」、、、、    

同同同同ページのページのページのページの（（（（5555））））DPCDPCDPCDPCのののの導入導入導入導入のののの「「「「DPCDPCDPCDPC」」」」についてについてについてについて教教教教えていただきたいえていただきたいえていただきたいえていただきたい。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

「「「「糖糖糖糖尿病連携尿病連携尿病連携尿病連携パスパスパスパス」」」」とはとはとはとは、、、、当院当院当院当院のののの医師医師医師医師がががが患者患者患者患者さんをさんをさんをさんを近隣病院近隣病院近隣病院近隣病院へへへへ紹介紹介紹介紹介するするするする際際際際にににに、、、、

予予予予めめめめ経過毎経過毎経過毎経過毎ののののチェックチェックチェックチェック項目項目項目項目をををを定定定定めるものでめるものでめるものでめるもので、、、、近隣病院近隣病院近隣病院近隣病院でででで行行行行われたわれたわれたわれた医療内容医療内容医療内容医療内容をををを綿綿綿綿

密密密密にににに把握把握把握把握できるできるできるできるものであるものであるものであるものである。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    患者患者患者患者さんにさんにさんにさんに対対対対するするするする情報情報情報情報のののの共有化共有化共有化共有化とととと考考考考えてよいかえてよいかえてよいかえてよいか。。。。    
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（（（（院長院長院長院長））））    

    そのようなそのようなそのようなそのようなものであるものであるものであるものである。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    「「「「SPDSPDSPDSPD」」」」とはとはとはとは、、、、院内院内院内院内のののの物流管理物流管理物流管理物流管理システムのことでありシステムのことでありシステムのことでありシステムのことであり、、、、薬品薬品薬品薬品、、、、診療材料等診療材料等診療材料等診療材料等のののの

定数管理定数管理定数管理定数管理によるによるによるによる使用後使用後使用後使用後のののの自動的発注自動的発注自動的発注自動的発注、、、、納品納品納品納品をををを行行行行うシステムのことであるうシステムのことであるうシステムのことであるうシステムのことである。。。。    

    当院当院当院当院はははは院内倉庫院内倉庫院内倉庫院内倉庫をををを保有保有保有保有していないためしていないためしていないためしていないため、、、、業者業者業者業者のののの院外倉庫院外倉庫院外倉庫院外倉庫からからからから、、、、必要最小限必要最小限必要最小限必要最小限のののの

物品物品物品物品をををを毎日使用毎日使用毎日使用毎日使用のののの都度補充都度補充都度補充都度補充しししし、、、、院内院内院内院内にあるにあるにあるにある在庫在庫在庫在庫をををを極力減極力減極力減極力減らすシステムをらすシステムをらすシステムをらすシステムを導入導入導入導入しししし

ているているているている。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

SPDSPDSPDSPDとはとはとはとは、、、、何何何何のののの略略略略なのかなのかなのかなのか。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    「「「「SupplySupplySupplySupply        ProcessingProcessingProcessingProcessing    ＆＆＆＆    DistributionDistributionDistributionDistribution」」」」のののの略略略略でありでありでありであり、、、、医療関係者医療関係者医療関係者医療関係者のののの中中中中ではではではでは

公私共公私共公私共公私共にににに一般的一般的一般的一般的なななな用語用語用語用語であるであるであるである。。。。    

    

（（（（事務事務事務事務局長局長局長局長））））    

    「「「「DPCDPCDPCDPC」」」」とはとはとはとは、、、、医療費医療費医療費医療費のののの診断群分類別診断群分類別診断群分類別診断群分類別包括支払包括支払包括支払包括支払いいいい制度制度制度制度のことでありのことでありのことでありのことであり、、、、疾病疾病疾病疾病毎毎毎毎

にににに入院入院入院入院のみのみのみのみ診療報酬診療報酬診療報酬診療報酬がががが 1111日日日日いくらといういくらといういくらといういくらという形形形形でででで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のことであるのことであるのことであるのことである。。。。    

    今今今今までまでまでまでのののの医療費医療費医療費医療費のののの請求請求請求請求のののの仕方仕方仕方仕方はははは、、、、投薬投薬投薬投薬、、、、検査検査検査検査、、、、診察診察診察診察等等等等のののの点数点数点数点数をををを積積積積みみみみ上上上上げていげていげていげてい

くくくく出来高払出来高払出来高払出来高払いいいい制度制度制度制度であったがであったがであったがであったが、、、、このことによってこのことによってこのことによってこのことによって、、、、過剰過剰過剰過剰なななな投薬投薬投薬投薬やややや検査検査検査検査ががががされるされるされるされる

可能性可能性可能性可能性ももももあったあったあったあった。。。。    

    DPCDPCDPCDPCのののの場合場合場合場合はははは、、、、疾病毎疾病毎疾病毎疾病毎にににに点数点数点数点数がががが決決決決まっているためまっているためまっているためまっているため、、、、過剰過剰過剰過剰なななな投薬投薬投薬投薬やややや検査検査検査検査をするをするをするをする

とととと、、、、そのそのそのその分分分分コストがかかりコストがかかりコストがかかりコストがかかり、、、、病院病院病院病院のののの収益率収益率収益率収益率がががが下下下下がることになるがることになるがることになるがることになる。。。。    

    DPCDPCDPCDPCでででで重要重要重要重要なななな点点点点はははは、、、、報酬報酬報酬報酬がががが予予予予めめめめ決決決決まっているためまっているためまっているためまっているため、、、、出来出来出来出来るだけコストをるだけコストをるだけコストをるだけコストを抑抑抑抑ええええ、、、、

収益収益収益収益率率率率をををを上上上上げるげるげるげることことことことであるであるであるである。。。。    

    またまたまたまた、、、、入院日数入院日数入院日数入院日数がががが長長長長くなるとくなるとくなるとくなると、、、、1111日当日当日当日当たりのたりのたりのたりの報酬報酬報酬報酬がががが落落落落ちてくるためちてくるためちてくるためちてくるため、、、、適切適切適切適切なななな

時期時期時期時期にににに退院退院退院退院していただくことになりしていただくことになりしていただくことになりしていただくことになり、、、、患者患者患者患者さまのさまのさまのさまの在院日数在院日数在院日数在院日数をををを無駄無駄無駄無駄にににに延延延延ばさないばさないばさないばさない

こととなることとなることとなることとなる。。。。当院当院当院当院におけるにおけるにおけるにおける入院入院入院入院のほとんどはのほとんどはのほとんどはのほとんどは DPCDPCDPCDPCのののの対象対象対象対象となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    患者患者患者患者さんにとってさんにとってさんにとってさんにとって本当本当本当本当にににに必要必要必要必要なななな医療医療医療医療がががが削削削削られるられるられるられる可能性可能性可能性可能性ももももあるのかあるのかあるのかあるのか。。。。    

    

（（（（事務事務事務事務局長局長局長局長））））    

    患者患者患者患者さまさまさまさまにはクリニカルパスといってにはクリニカルパスといってにはクリニカルパスといってにはクリニカルパスといって、、、、どのようなどのようなどのようなどのような治療治療治療治療をををを行行行行うかうかうかうか計画計画計画計画をををを予予予予めめめめ
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おおおお知知知知らせするらせするらせするらせする。。。。    

国国国国のののの指針指針指針指針としてはとしてはとしてはとしては、、、、全国全国全国全国どこでもどこでもどこでもどこでも標準的標準的標準的標準的なななな医療医療医療医療がががが受受受受けられることをけられることをけられることをけられることを目的目的目的目的としとしとしとし

てててて DPCDPCDPCDPCをををを導入導入導入導入したしたしたした。。。。DPCDPCDPCDPCのののの情報情報情報情報はははは全全全全てててて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、、、、当院当院当院当院がががが全国全国全国全国のののの病病病病

院院院院とととと比較比較比較比較してどのポジションにいるのかしてどのポジションにいるのかしてどのポジションにいるのかしてどのポジションにいるのか、、、、医療医療医療医療のののの質質質質がががが良良良良いのかいのかいのかいのか悪悪悪悪いのかといういのかといういのかといういのかという

ことがわかってくるためことがわかってくるためことがわかってくるためことがわかってくるため、、、、患者患者患者患者さまにとってはメリットのさまにとってはメリットのさまにとってはメリットのさまにとってはメリットの方方方方がががが多多多多いといといといと考考考考えられえられえられえられ

るるるる。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    必要必要必要必要なななな治療治療治療治療をしないということはをしないということはをしないということはをしないということは考考考考えられないえられないえられないえられない。。。。DPCDPCDPCDPCのののの枠枠枠枠をををを超超超超えてえてえてえて治療治療治療治療するするするする

場合場合場合場合もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、逆逆逆逆ににににそうでないそうでないそうでないそうでない場合場合場合場合はははは、、、、過剰過剰過剰過剰なななな診療診療診療診療やややや検査検査検査検査がががが抑抑抑抑えられえられえられえられ、、、、効効効効率的率的率的率的

にににに患者患者患者患者さまにさまにさまにさまに一番一番一番一番メリットのあるメリットのあるメリットのあるメリットのある部分部分部分部分のののの治療治療治療治療をををを提供提供提供提供するのがするのがするのがするのが DPCDPCDPCDPCであるであるであるである。。。。    

    手術後手術後手術後手術後にににに合併症合併症合併症合併症、、、、感染症感染症感染症感染症等等等等がががが起起起起こるとこるとこるとこると、、、、余分余分余分余分なななな費用費用費用費用がががが病院病院病院病院にかかることとなにかかることとなにかかることとなにかかることとな

るためるためるためるため、、、、そのようなことをそのようなことをそのようなことをそのようなことを起起起起こさないようなこさないようなこさないようなこさないような良良良良いいいい医療医療医療医療をををを短時間短時間短時間短時間でででで提供提供提供提供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。。。。    

        

（（（（委員委員委員委員））））    

    SPDSPDSPDSPDとととと DPCDPCDPCDPCのののの導入導入導入導入がががが資料資料資料資料 4444のののの収支収支収支収支のののの改善改善改善改善にににに影響影響影響影響をををを与与与与えているとえているとえているとえていると考考考考えてえてえてえて良良良良いいいい

かかかか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    全全全全ててててとはとはとはとは言言言言わないがわないがわないがわないが、、、、そのそのそのその部分部分部分部分がががが一番大一番大一番大一番大きいときいときいときいと考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    ジェネリックというジェネリックというジェネリックというジェネリックという後発品後発品後発品後発品のののの医医医医薬品薬品薬品薬品もももも使用使用使用使用しているためしているためしているためしているため、、、、薬品費薬品費薬品費薬品費もももも抑抑抑抑えられえられえられえられ、、、、

患者患者患者患者さまのさまのさまのさまの支払支払支払支払いもしやすくなったいもしやすくなったいもしやすくなったいもしやすくなった。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    報道等報道等報道等報道等ではではではでは、、、、診療報酬改定診療報酬改定診療報酬改定診療報酬改定がプラスにながプラスにながプラスにながプラスになるとるとるとると言言言言われているがわれているがわれているがわれているが、、、、プラスプラスプラスプラスになるになるになるになる

こともこともこともことも先読先読先読先読みしたみしたみしたみした計画計画計画計画であるのかであるのかであるのかであるのか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    正式正式正式正式にににに発表発表発表発表されてされてされてされてはいないがはいないがはいないがはいないが、、、、従前従前従前従前のマイナスのマイナスのマイナスのマイナス改定改定改定改定とはとはとはとは異異異異なりなりなりなり、、、、今回今回今回今回はははは上上上上がががが

るるるる見込見込見込見込みであみであみであみであるためるためるためるため、、、、個別個別個別個別のののの中身中身中身中身をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり見見見見ていくていくていくていく必要性必要性必要性必要性はあるがはあるがはあるがはあるが、、、、全体的全体的全体的全体的

にににに、、、、経営経営経営経営はははは多少多少多少多少なりともプラスなりともプラスなりともプラスなりともプラスにににに改善改善改善改善されるのではないかとされるのではないかとされるのではないかとされ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。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    
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    来年来年来年来年度度度度にににに黒字黒字黒字黒字がががが早早早早まることもまることもまることもまることも考考考考えられるのかえられるのかえられるのかえられるのか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    赤字赤字赤字赤字のののの要因要因要因要因はははは、、、、建物建物建物建物やややや医療機器医療機器医療機器医療機器のののの減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費がががが大大大大きなきなきなきな要因要因要因要因となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、直直直直

ちにちにちにちに黒字化黒字化黒字化黒字化することはすることはすることはすることは考考考考えられなえられなえられなえられないいいい。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    手技料手技料手技料手技料やややや手術料手術料手術料手術料がアップするためがアップするためがアップするためがアップするため、、、、病院病院病院病院としてのとしてのとしてのとしての収入収入収入収入はははは多少多少多少多少上上上上がるががるががるががるが、、、、来年来年来年来年

すぐにすぐにすぐにすぐに黒字化黒字化黒字化黒字化するようにはならないとするようにはならないとするようにはならないとするようにはならないと考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。次第次第次第次第にいいにいいにいいにいい方向方向方向方向にににに向向向向かってかってかってかって

くれればくれればくれればくれれば良良良良いといといといと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    ジェネリックジェネリックジェネリックジェネリック医医医医薬品薬品薬品薬品のののの話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、値段値段値段値段がががが安安安安いためいためいためいため、、、、病院病院病院病院としてはとしてはとしてはとしては収益収益収益収益のののの

利幅利幅利幅利幅がががが減少減少減少減少することはないのかすることはないのかすることはないのかすることはないのか。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    昔昔昔昔にににに比比比比べてべてべてべて薬品薬品薬品薬品のののの利幅利幅利幅利幅はははは減少減少減少減少したためしたためしたためしたため、、、、薬品薬品薬品薬品のののの利幅利幅利幅利幅でででで収益収益収益収益をををを上上上上げることはげることはげることはげることは難難難難

しくしくしくしくなったなったなったなった。。。。    

    ジェネリックジェネリックジェネリックジェネリック医医医医薬品薬品薬品薬品をををを採用採用採用採用するするするする場合場合場合場合、、、、医療費医療費医療費医療費にににに対対対対するコストがするコストがするコストがするコストが抑抑抑抑えられるたえられるたえられるたえられるた

めめめめ、、、、DPCDPCDPCDPCをををを導入導入導入導入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、、、、収益性収益性収益性収益性がががが上上上上がることとがることとがることとがることとなるなるなるなる。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    ごごごご質問質問質問質問はははは薬価差益薬価差益薬価差益薬価差益のことだとのことだとのことだとのことだと思思思思うがうがうがうが、、、、昔昔昔昔とととと違違違違ってってってって現在現在現在現在はははは薬品薬品薬品薬品をををを安安安安くくくく購入購入購入購入するするするする

ことがことがことがことが難難難難ししししいいいい時代時代時代時代にににになってきたなってきたなってきたなってきた。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、そのそのそのその分分分分のののの利幅利幅利幅利幅はははは経営経営経営経営にににに大大大大ききききくくくく貢献貢献貢献貢献

しないしないしないしない。。。。DPCDPCDPCDPCのののの診療報酬診療報酬診療報酬診療報酬にににに対対対対ししししてててて、、、、ジェネリックジェネリックジェネリックジェネリック医医医医薬品薬品薬品薬品をををを購入購入購入購入するするするする方方方方がががが、、、、収益収益収益収益

性性性性はははは高高高高くくくく、、、、貢献度貢献度貢献度貢献度はははは大大大大きいきいきいきいとととと考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    昔昔昔昔はジェネリックにはジェネリックにはジェネリックにはジェネリックに対対対対するするするする信頼性信頼性信頼性信頼性がががが低低低低かったがかったがかったがかったが、、、、最近最近最近最近はははは大手薬品大手薬品大手薬品大手薬品メーカーもメーカーもメーカーもメーカーも

参入参入参入参入しておりしておりしておりしており、、、、品質品質品質品質そのものそのものそのものそのものがががが向上向上向上向上しししし、、、、信頼性信頼性信頼性信頼性がががが高高高高くなってくなってくなってくなっているいるいるいるためためためため、、、、使用量使用量使用量使用量

がががが増増増増えてきているえてきているえてきているえてきている。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    資料資料資料資料２２２２のののの P.1P.1P.1P.1でででで医療医療医療医療クラーククラーククラーククラーク設置設置設置設置のののの話話話話があったががあったががあったががあったが、、、、医医医医師師師師はははは医療医療医療医療にににに専念専念専念専念するこするこするこするこ

とになればとになればとになればとになれば、、、、良良良良いいいい医師医師医師医師がががが育成育成育成育成されされされされ、、、、高度高度高度高度なななな技術技術技術技術をををを持持持持つつつつ医師医師医師医師がががが市民病院市民病院市民病院市民病院にににに増増増増えるえるえるえる

ことになることになることになることになるとととと思思思思うううう。。。。    
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またまたまたまた、、、、医師医師医師医師のののの事務負担軽減事務負担軽減事務負担軽減事務負担軽減というというというという点点点点でででで、、、、患者患者患者患者のののの待待待待ちちちち時間短縮時間短縮時間短縮時間短縮につながればにつながればにつながればにつながれば、、、、

病院病院病院病院のののの評判評判評判評判もももも上上上上がるのではないかとがるのではないかとがるのではないかとがるのではないかと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    医療医療医療医療クラーククラーククラーククラーク導入導入導入導入のののの目的目的目的目的はははは、、、、基本的基本的基本的基本的にはにはにはには医師医師医師医師のののの労務負担労務負担労務負担労務負担軽減軽減軽減軽減にあるにあるにあるにある。。。。医療医療医療医療クククク

ラークはラークはラークはラークは医師医師医師医師のののの指導指導指導指導のののの下下下下、、、、診断書診断書診断書診断書のののの作成等事務的作業作成等事務的作業作成等事務的作業作成等事務的作業をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

    またまたまたまた医師医師医師医師のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減としてとしてとしてとして、、、、電子電子電子電子カルテのカルテのカルテのカルテの導入導入導入導入もももも行行行行っておりっておりっておりっており、、、、ほぼほぼほぼほぼ全員全員全員全員のののの医医医医

師師師師からからからから、、、、手書手書手書手書きのカルテよりもきのカルテよりもきのカルテよりもきのカルテよりも楽楽楽楽になったとになったとになったとになったとのののの回答回答回答回答をををを得得得得ているているているている。。。。現在現在現在現在はそのよはそのよはそのよはそのよ

うなうなうなうな部分部分部分部分でででで、、、、医師医師医師医師のののの労務負担労務負担労務負担労務負担軽減軽減軽減軽減にににに関関関関するするするする努力努力努力努力をしているところであるをしているところであるをしているところであるをしているところである。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから伺伺伺伺ったったったった意見意見意見意見をををを要約要約要約要約するとするとするとすると、、、、目的目的目的目的やややや役割役割役割役割をををを果果果果たすためのたすためのたすためのたすための施策施策施策施策をををを３３３３年年年年

後後後後にににに向向向向けてけてけてけて順調順調順調順調にににに進進進進めてめてめてめて欲欲欲欲しいとしいとしいとしいといういういういう話話話話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。。。。    

    皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの感感感感じたことじたことじたことじたことをををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、資料資料資料資料 5555にあるにあるにあるにある表表表表をををを見見見見ながらながらながらながら、、、、どのどのどのどの経営形態経営形態経営形態経営形態

にににに結論結論結論結論づけていくかづけていくかづけていくかづけていくかということについてということについてということについてということについて、、、、ごごごご意見意見意見意見をいただきたいをいただきたいをいただきたいをいただきたい。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    今今今今のののの形態形態形態形態のままのままのままのままでででで良良良良いのではないかといのではないかといのではないかとい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。。。。    

    今今今今のののの形態形態形態形態でででで中身中身中身中身をををを機能化機能化機能化機能化するようするようするようするよう無駄無駄無駄無駄をををを省省省省いていっていていっていていっていていって欲欲欲欲しいしいしいしい。。。。恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市とのとのとのとの広広広広

域化域化域化域化についてはについてはについてはについては、、、、どのどのどのどの程度動程度動程度動程度動いているのかいているのかいているのかいているのか市民市民市民市民にはにはにはにはわからないわからないわからないわからない状態状態状態状態であるがであるがであるがであるが、、、、

今後今後今後今後推進推進推進推進していくしていくしていくしていくべきではないかとべきではないかとべきではないかとべきではないかと思思思思うううう。。。。    

        

（（（（会長会長会長会長））））    

    資料資料資料資料 2222のののの P.3P.3P.3P.3にあるにあるにあるにある平成平成平成平成 21212121年年年年 2222月月月月にににに行行行行われたわれたわれたわれた第第第第 1111回会議回会議回会議回会議についてについてについてについて情報情報情報情報があれがあれがあれがあれ

ばばばば伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    平成平成平成平成 21212121年年年年２２２２月実施月実施月実施月実施のののの第第第第 1111回会議回会議回会議回会議はははは、、、、千歳保健所管轄千歳保健所管轄千歳保健所管轄千歳保健所管轄のののの行政機関行政機関行政機関行政機関、、、、主主主主なななな医療機医療機医療機医療機

関等関等関等関等がががが集集集集まりまりまりまり、、、、地域地域地域地域のののの広域化広域化広域化広域化にににに向向向向けたけたけたけた医療提供医療提供医療提供医療提供にににに関関関関してしてしてして話話話話しししし合合合合うううう会議会議会議会議であったであったであったであった

がががが、、、、ちょうどちょうどちょうどちょうど千歳市千歳市千歳市千歳市のののの救急体制救急体制救急体制救急体制がががが 24242424時時時時までまでまでまでになるになるになるになるというというというという問題問題問題問題がありがありがありがあり、、、、今後恵庭今後恵庭今後恵庭今後恵庭

市市市市とととと千歳千歳千歳千歳市市市市、、、、北広島市北広島市北広島市北広島市がががが、、、、どのようにどのようにどのようにどのように連携連携連携連携するかというするかというするかというするかということについてことについてことについてことについて検討検討検討検討をををを行行行行

ったったったった。。。。医師会医師会医師会医師会のののの代表代表代表代表のののの方方方方々々々々もいらっしゃったためもいらっしゃったためもいらっしゃったためもいらっしゃったため、、、、医医医医師会師会師会師会のののの協力協力協力協力がないとがないとがないとがないと進進進進まままま

ないというないというないというないという部分部分部分部分がありがありがありがあり、、、、それをそれをそれをそれを各各各各々々々々持持持持ちちちち帰帰帰帰ってってってって検討検討検討検討するということになったするということになったするということになったするということになった。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    平成平成平成平成 22222222年年年年 3333月月月月 13131313日日日日（（（（土土土土））））にににに千歳市千歳市千歳市千歳市とととと恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市のののの広域医療広域医療広域医療広域医療フォーラムがフォーラムがフォーラムがフォーラムが開催開催開催開催ささささ
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れるためれるためれるためれるため、、、、保健所保健所保健所保健所、、、、消防消防消防消防、、、、医師会等医師会等医師会等医師会等とととと現状課題現状課題現状課題現状課題についてについてについてについて座談会形式座談会形式座談会形式座談会形式でででで話話話話しししし合合合合いいいい、、、、

課題解決課題解決課題解決課題解決にににに向向向向けてスタートをけてスタートをけてスタートをけてスタートを切切切切りたいりたいりたいりたいとととと思思思思っているっているっているっている。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

北広島市北広島市北広島市北広島市がががが入入入入っているがっているがっているがっているが、、、、北広島市北広島市北広島市北広島市のののの患者動患者動患者動患者動向向向向はははは札幌札幌札幌札幌をををを向向向向いておりいておりいておりいており、、、、恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市

とととと千歳市千歳市千歳市千歳市はははは２２２２次圏域次圏域次圏域次圏域のののの中中中中でででで患者動向患者動向患者動向患者動向がががが向向向向きききき合合合合っているためっているためっているためっているため、、、、恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市とととと千歳市千歳市千歳市千歳市がががが

互互互互いにいにいにいに手手手手をををを結結結結んでくれればんでくれればんでくれればんでくれれば、、、、住民住民住民住民のためになるのではないかとのためになるのではないかとのためになるのではないかとのためになるのではないか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 5555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はははは今今今今のままでのままでのままでのままで良良良良いのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと思思思思うううう。。。。    

    広域化広域化広域化広域化についてはについてはについてはについては、、、、機動的機動的機動的機動的にににに動動動動くためにくためにくためにくために必要必要必要必要があればがあればがあればがあれば、、、、保健所保健所保健所保健所のののの動向動向動向動向以外以外以外以外にににに

もももも、、、、市同士間市同士間市同士間市同士間でででで積極的積極的積極的積極的にににに動動動動いてもいてもいてもいても良良良良いのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと思思思思うううう。。。。    

    またまたまたまた、、、、不要不要不要不要なものをなものをなものをなものを見見見見ていくというていくというていくというていくという面面面面でででではははは、、、、「「「「市民健康講座市民健康講座市民健康講座市民健康講座」」」」のののの開催開催開催開催などなどなどなど情報情報情報情報

発信等発信等発信等発信等においてにおいてにおいてにおいて、、、、保健保健保健保健センターセンターセンターセンター等等等等がががが実施実施実施実施すべきすべきすべきすべき内容内容内容内容があるためがあるためがあるためがあるため、、、、きちんときちんときちんときちんと棲棲棲棲みみみみ

分分分分けをすることでけをすることでけをすることでけをすることで、、、、おのずとおのずとおのずとおのずと役割役割役割役割がががが見見見見えてくるのではないかとえてくるのではないかとえてくるのではないかとえてくるのではないかと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    他他他他のののの委員委員委員委員とととと経営形態経営形態経営形態経営形態についてのについてのについてのについての意見意見意見意見はははは一緒一緒一緒一緒であるであるであるである。。。。    

    無駄無駄無駄無駄というというというという部分部分部分部分でででで気気気気になっているのはになっているのはになっているのはになっているのは、、、、未未未未収金収金収金収金についてであるがについてであるがについてであるがについてであるが、、、、未収金未収金未収金未収金はははは

全体全体全体全体のののの収益収益収益収益にににに対対対対してマイナスしてマイナスしてマイナスしてマイナス経常経常経常経常しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、またどのまたどのまたどのまたどの程度程度程度程度あるのかあるのかあるのかあるのか、、、、おおおお伺伺伺伺

いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    個人負担分個人負担分個人負担分個人負担分についてはについてはについてはについては、、、、民法上民法上民法上民法上 3333年年年年をををを経過経過経過経過するとするとするとすると、、、、不納不納不納不納欠損処理欠損処理欠損処理欠損処理せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得

ないためないためないためないため、、、、年間年間年間年間 250250250250万万万万円円円円～～～～333300000000万円弱万円弱万円弱万円弱のののの金額金額金額金額をををを不納不納不納不納欠損処理欠損処理欠損処理欠損処理しているしているしているしている。。。。    

    病院病院病院病院のののの医業収入医業収入医業収入医業収入についてはについてはについてはについては、、、、税金等税金等税金等税金等とはとはとはとは異異異異なりなりなりなり、、、、差差差差しししし押押押押さえさえさえさえ等等等等ができないたができないたができないたができないた

めめめめ回収回収回収回収しにくいしにくいしにくいしにくい部分部分部分部分がありがありがありがあり、、、、支払支払支払支払いいいいがががが滞滞滞滞っているっているっているっている方方方方とととと面談面談面談面談をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし行行行行うとうとうとうと、、、、

殆殆殆殆どのどのどのどの方方方方はははは経済的経済的経済的経済的にににに余裕余裕余裕余裕がががが無無無無くくくく、、、、返済返済返済返済困難困難困難困難なななな状況下状況下状況下状況下にあるにあるにあるにある。。。。ただただただただそのそのそのその中中中中でもでもでもでも、、、、

毎月少毎月少毎月少毎月少しずつしずつしずつしずつ分割分割分割分割してしてしてして返済返済返済返済しているしているしているしている方方方方もいらっしゃるもいらっしゃるもいらっしゃるもいらっしゃる。。。。    

    平成平成平成平成 12121212年年年年からからからから未収金未収金未収金未収金回収回収回収回収専属専属専属専属のののの嘱託職員嘱託職員嘱託職員嘱託職員をををを雇雇雇雇ったためったためったためったため、、、、そのそのそのその頃頃頃頃からはからはからはからは不納不納不納不納欠欠欠欠

損損損損がががが減少減少減少減少しているしているしているしている。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    今今今今までのまでのまでのまでの説明説明説明説明やややや皆皆皆皆さんとのさんとのさんとのさんとの意見交換等意見交換等意見交換等意見交換等からからからから、、、、このままのこのままのこのままのこのままの経営経営経営経営形態形態形態形態でよろしいでよろしいでよろしいでよろしい

のではないかとのではないかとのではないかとのではないかと思思思思うううう。。。。    
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（（（（委員委員委員委員））））    

    当初当初当初当初はははは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がががが良良良良いのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと思思思思っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、今後今後今後今後のののの計画計画計画計画でででで収収収収

支支支支はははは改善改善改善改善されていくされていくされていくされていく見込見込見込見込みであるみであるみであるみであるのでのでのでので、、、、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はははは必要必要必要必要ないのではないないのではないないのではないないのではない

かとかとかとかと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    現状現状現状現状においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、「「「「一部適用一部適用一部適用一部適用」」」」でありながらでありながらでありながらでありながら市市市市とととと綿密綿密綿密綿密にににに連携連携連携連携しししし、、、、そのそのそのその欠点欠点欠点欠点をカをカをカをカ

バーするバーするバーするバーする施策施策施策施策がががが打打打打たれておりたれておりたれておりたれており、、、、収支状況収支状況収支状況収支状況もももも改善予定改善予定改善予定改善予定ででででああああることからることからることからることから、、、、当面当面当面当面はははは現現現現

状状状状のののの形態形態形態形態をををを継続継続継続継続しししし、、、、計画計画計画計画がががが順調順調順調順調にににに推移推移推移推移するのかをするのかをするのかをするのかを見守見守見守見守っていきたいというのがっていきたいというのがっていきたいというのがっていきたいというのが

皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの結論結論結論結論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。。。。    

    もしもしもしもし計画計画計画計画どおりにいかないどおりにいかないどおりにいかないどおりにいかない場合場合場合場合はははは、「、「、「、「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」、「」、「」、「」、「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」」」」

についてについてについてについて再度議論再度議論再度議論再度議論することがすることがすることがすることが必要必要必要必要かとかとかと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））））    

    病院病院病院病院はははは、、、、公共性公共性公共性公共性とととと経済性経済性経済性経済性のバランスをとっていくことがのバランスをとっていくことがのバランスをとっていくことがのバランスをとっていくことが非常非常非常非常にににに重要重要重要重要にににになってなってなってなって

くるがくるがくるがくるが、、、、当院当院当院当院についてはについてはについてはについては非常非常非常非常にバランスにバランスにバランスにバランス良良良良くやっているためくやっているためくやっているためくやっているため、、、、現状現状現状現状のままでのままでのままでのままで良良良良

いのではないかといのではないかといのではないかといのではないかと思思思思うううう。。。。しかししかししかししかしバランスがバランスがバランスがバランスが崩崩崩崩れたれたれたれた時時時時にはにはにはには、、、、「「「「地方地方地方地方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「「「「指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度」」」」等等等等もももも検討検討検討検討してしてしてして良良良良いのでいのでいのでいのではないかとはないかとはないかとはないかと思思思思うううう。。。。    

    決決決決してしてしてして「「「「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」、「」、「」、「」、「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」」」」がががが悪悪悪悪いわけではなくいわけではなくいわけではなくいわけではなく、、、、実際実際実際実際

にににに成功成功成功成功しているしているしているしている病院病院病院病院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はバランスよくやっているのではバランスよくやっているのではバランスよくやっているのではバランスよくやっているので、、、、現時点現時点現時点現時点

においてはにおいてはにおいてはにおいては移行移行移行移行のののの必要必要必要必要がないということであるがないということであるがないということであるがないということである。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    本会議本会議本会議本会議でででではははは提言提言提言提言のののの方向方向方向方向性性性性をををを決決決決めるめるめるめる予定予定予定予定となっているためとなっているためとなっているためとなっているため、、、、経営形態経営形態経営形態経営形態のののの結論結論結論結論とととと

してはしてはしてはしては、、、、現状現状現状現状のののの「「「「一部適用一部適用一部適用一部適用」」」」のののの問題問題問題問題点点点点をカバーしていくをカバーしていくをカバーしていくをカバーしていく体制体制体制体制をををを維持維持維持維持するするするすることをことをことをことを

前提前提前提前提としてとしてとしてとして、、、、「「「「一部適用一部適用一部適用一部適用」」」」をををを継続継続継続継続するするするすることとしこととしこととしこととし、、、、計画計画計画計画にににに大幅大幅大幅大幅なズレがなズレがなズレがなズレが生生生生じたじたじたじた場合場合場合場合

にはにはにはには改改改改めてめてめてめて「「「「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」、「」、「」、「」、「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」」」」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するするするというというというという

内容内容内容内容でででで提言提言提言提言書書書書をまとめてをまとめてをまとめてをまとめてよろしいかよろしいかよろしいかよろしいか。。。。    

    なおなおなおなお、、、、提言書提言書提言書提言書はははは、、、、事務局事務局事務局事務局とととと私私私私ととととでアドバイザーのでアドバイザーのでアドバイザーのでアドバイザーの助言助言助言助言をもらいながらをもらいながらをもらいながらをもらいながら案案案案をををを作作作作

成成成成しししし、、、、皆皆皆皆さんにおさんにおさんにおさんにお示示示示しするしするしするしする形形形形としたいとしたいとしたいとしたい。。。。    

    

～～～～異議異議異議異議なしなしなしなし～～～～    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    提言書提言書提言書提言書はははは事前事前事前事前にににに送付送付送付送付しししし、、、、次回次回次回次回のののの会議会議会議会議までにごまでにごまでにごまでにご確認確認確認確認いただくいただくいただくいただく形形形形にしたいとにしたいとにしたいとにしたいと思思思思うううう

がよろしいかがよろしいかがよろしいかがよろしいか。。。。    
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～～～～異議異議異議異議なしなしなしなし～～～～    

    

（（（（2222））））附属診療所附属診療所附属診療所附属診療所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（（（（説明及説明及説明及説明及びびびび質疑質疑質疑質疑））））    

（（（（附属診療所附属診療所附属診療所附属診療所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））））    

    支笏湖診療所支笏湖診療所支笏湖診療所支笏湖診療所はははは、、、、昭和昭和昭和昭和 38383838年年年年 6666月月月月にににに開設開設開設開設しししし、、、、月曜日月曜日月曜日月曜日～～～～金曜日金曜日金曜日金曜日にににに午前診療午前診療午前診療午前診療をををを行行行行っっっっ

ているているているている。。。。    

    患者数患者数患者数患者数はははは、、、、平成平成平成平成 18181818年度以降年度以降年度以降年度以降 900900900900人台人台人台人台でででで推移推移推移推移しておりしておりしておりしており、、、、1111日平均日平均日平均日平均 4444人前後人前後人前後人前後ととととなななな

っているっているっているっている。。。。    

    医業収益医業収益医業収益医業収益はははは、、、、単年度赤字単年度赤字単年度赤字単年度赤字がががが続続続続いておりいておりいておりいており、、、、平成平成平成平成 20202020年度年度年度年度はははは 954954954954万円万円万円万円のののの赤字赤字赤字赤字をををを計上計上計上計上

したしたしたした。。。。赤字分赤字分赤字分赤字分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、、、、全額一般会計全額一般会計全額一般会計全額一般会計

からからからから繰繰繰繰りりりり入入入入れをれをれをれを受受受受けているけているけているけている。。。。    

泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所はははは、、、、昭和昭和昭和昭和 32323232年年年年 11111111月月月月にににに「「「「北海道立泉郷診療所北海道立泉郷診療所北海道立泉郷診療所北海道立泉郷診療所」」」」としてとしてとしてとして開設開設開設開設されされされされ、、、、

平成平成平成平成 5555年年年年 4444月月月月にににに北海道北海道北海道北海道からからからから千歳市千歳市千歳市千歳市へへへへ移管移管移管移管されたされたされたされた。。。。    

患者数患者数患者数患者数はははは、、、、平成平成平成平成 18181818年度以降年度以降年度以降年度以降 3,4003,4003,4003,400人前後人前後人前後人前後、、、、1111日平均日平均日平均日平均 23232323人台人台人台人台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

がががが、、、、特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム「「「「暢寿園暢寿園暢寿園暢寿園」」」」のののの往診分往診分往診分往診分とととと、、、、知的障害者施設知的障害者施設知的障害者施設知的障害者施設「「「「千歳千歳千歳千歳いずみいずみいずみいずみ

学園学園学園学園」」」」のののの診療分診療分診療分診療分をををを除除除除くとくとくとくと、、、、平成平成平成平成 20202020年度年度年度年度のののの患者数患者数患者数患者数はははは 710710710710人人人人、、、、1111日平均日平均日平均日平均 4.94.94.94.9人人人人となとなとなとな

っているっているっているっている。。。。    

医業収益医業収益医業収益医業収益はははは、、、、単年度赤字単年度赤字単年度赤字単年度赤字がががが続続続続いておりいておりいておりいており、、、、平成平成平成平成 20202020年度年度年度年度はははは、、、、529529529529万円万円万円万円のののの赤字赤字赤字赤字をををを計計計計

上上上上しししし、、、、赤字分赤字分赤字分赤字分はははは支笏湖診療所同様支笏湖診療所同様支笏湖診療所同様支笏湖診療所同様、、、、全額一般会計全額一般会計全額一般会計全額一般会計のののの負担負担負担負担となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    附属診療所附属診療所附属診療所附属診療所についてはについてはについてはについては、、、、本資料本資料本資料本資料のののの状況報告状況報告状況報告状況報告をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、次回次回次回次回のののの会議会議会議会議でででで提言書提言書提言書提言書

とはとはとはとは別別別別にににに検討検討検討検討ししししていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    診療所診療所診療所診療所にににに関関関関してしてしてしてはははは、、、、金銭面金銭面金銭面金銭面でででで赤字赤字赤字赤字がががが出出出出たたたた分分分分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していしていしていしてい

るためるためるためるため、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院がががが解決解決解決解決するするするする問題問題問題問題ではなくではなくではなくではなく、、、、市側市側市側市側がががが解決解決解決解決するするするする問題問題問題問題だとだとだとだと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    診療所診療所診療所診療所についてはそのようなについてはそのようなについてはそのようなについてはそのような状況状況状況状況からからからから、、、、経営形態経営形態経営形態経営形態とはとはとはとは別別別別にににに検討検討検討検討していきたいしていきたいしていきたいしていきたい

がががが、、、、実際実際実際実際にににに市民病院市民病院市民病院市民病院がががが施設施設施設施設のののの運営運営運営運営をををを行行行行っているためっているためっているためっているため、、、、今後今後今後今後どどどどのようにしていくのようにしていくのようにしていくのようにしていく

のかのかのかのかこのこのこのこの会議会議会議会議でででで検討検討検討検討してしてしてしていきたいいきたいいきたいいきたい。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    経営形態経営形態経営形態経営形態のののの見直見直見直見直しというのはしというのはしというのはしというのは、、、、病院病院病院病院のののの全全全全てのてのてのての事業所事業所事業所事業所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するするする必要必要必要必要がががが
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あるためあるためあるためあるため、、、、附属診療所附属診療所附属診療所附属診療所についてもについてもについてもについても本院同様本院同様本院同様本院同様ににににごごごご議論議論議論議論いただければといただければといただければといただければと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    資料資料資料資料 6666をををを見見見見るとるとるとると、、、、4,0004,0004,0004,000万円近万円近万円近万円近いいいい赤字赤字赤字赤字額額額額がありがありがありがあり、、、、千歳市千歳市千歳市千歳市がががが市民市民市民市民病院病院病院病院にににに負担負担負担負担しししし

ているているているている額額額額であるためであるためであるためであるため、、、、無視無視無視無視することもできないとすることもできないとすることもできないとすることもできないと思思思思うううう。。。。    

    次回次回次回次回はははは、、、、もうもうもうもう少少少少しししし現状現状現状現状をををを理解理解理解理解するするするするためのためのためのための資料資料資料資料をををを事務局事務局事務局事務局にごにごにごにご提出提出提出提出いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい

とととと思思思思うううう。。。。    

    

    

3333    閉会閉会閉会閉会    


