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第第第第 5555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 6666月月月月 33330000日日日日（（（（水水水水））））    18181818：：：：30303030～～～～19191919：：：：50505050    

    

【【【【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、、、、    

杉澤杉澤杉澤杉澤    孝久委員孝久委員孝久委員孝久委員、、、、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    丸丸丸丸    博幸博幸博幸博幸、、、、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））））    

    

    

（（（（司会司会司会司会からからからから委員委員委員委員のののの変更連絡変更連絡変更連絡変更連絡））））    

    北海道北海道北海道北海道のののの４４４４月月月月１１１１日付日付日付日付のののの人事異動人事異動人事異動人事異動によりによりによりにより、、、、立花委員立花委員立花委員立花委員にににに代代代代わりわりわりわり杉澤孝久様杉澤孝久様杉澤孝久様杉澤孝久様がががが、、、、新新新新

たにたにたにたに千歳保健所長千歳保健所長千歳保健所長千歳保健所長としてとしてとしてとして赴任赴任赴任赴任されたされたされたされた。。。。これにこれにこれにこれに伴伴伴伴いいいい、、、、杉澤様杉澤様杉澤様杉澤様にににに立花委員立花委員立花委員立花委員のののの後任後任後任後任とととと

してしてしてして本会議委員本会議委員本会議委員本会議委員にににに御就任御就任御就任御就任いただいたいただいたいただいたいただいた。。。。    

    続続続続いていていていて、、、、同同同同じくじくじくじく４４４４月月月月１１１１日付日付日付日付のののの千歳市千歳市千歳市千歳市のののの人事異動人事異動人事異動人事異動によりによりによりにより、、、、当院当院当院当院のののの院長院長院長院長がががが交代交代交代交代とととと

なりなりなりなり、、、、当院診療部長当院診療部長当院診療部長当院診療部長（（（（小児科担当小児科担当小児科担当小児科担当））））であったであったであったであった丸博幸丸博幸丸博幸丸博幸がががが院長院長院長院長にににに就任就任就任就任しているしているしているしている。。。。    

    

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会議会議会議ではではではでは、、、、皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに市民病院市民病院市民病院市民病院のののの今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性についてについてについてについておおおお話話話話しいただきしいただきしいただきしいただき、、、、

そそそそのののの内容内容内容内容にににに従従従従いいいい私私私私やアドバイザーやアドバイザーやアドバイザーやアドバイザー、、、、事務局事務局事務局事務局をををを中心中心中心中心にににに提言書提言書提言書提言書（（（（案案案案））））をまとめたをまとめたをまとめたをまとめた。。。。    

    今回今回今回今回はははは提言書提言書提言書提言書（（（（案案案案））））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中身中身中身中身をををを御説明御説明御説明御説明いただきながらいただきながらいただきながらいただきながら目目目目をををを通通通通

しししし、、、、おおおお気気気気づきのづきのづきのづきの点点点点はははは御指摘御指摘御指摘御指摘いただきいただきいただきいただき、、、、次回次回次回次回までにまでにまでにまでに中身中身中身中身をををを正式正式正式正式にににに固固固固めていきたいめていきたいめていきたいめていきたい

とととと考考考考えているえているえているえている。。。。    

    そのそのそのそのほかほかほかほかにににに、、、、支笏湖支笏湖支笏湖支笏湖とととと泉郷泉郷泉郷泉郷のののの附属診療所附属診療所附属診療所附属診療所のののの今後今後今後今後のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについてもももも併併併併せてせてせてせて御御御御

議論議論議論議論いただくいただくいただくいただく予定予定予定予定であるであるであるである。。。。    



2 
 

        

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にににに関関関関するするするする提言書提言書提言書提言書（（（（案案案案））））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））））    

（（（（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るするするする提言書提言書提言書提言書（（（（案案案案））））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明説明説明説明））））    

    目次目次目次目次によりによりによりにより本書本書本書本書のののの構成構成構成構成をををを御説明御説明御説明御説明させていただくさせていただくさせていただくさせていただく。。。。    

    1111章章章章でででではははは、、、、経営形経営形経営形経営形態態態態をををを検討検討検討検討することとなったすることとなったすることとなったすることとなった背景背景背景背景ととととしてしてしてして、、、、医療医療医療医療をををを取取取取巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境

とととと国国国国のののの公立病院改革公立病院改革公立病院改革公立病院改革についてについてについてについて述述述述べているべているべているべている。。。。    

    次次次次にににに 2222章章章章でででではははは、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院のののの概要概要概要概要としてとしてとしてとして、、、、患者動向患者動向患者動向患者動向やややや経営状況経営状況経営状況経営状況、、、、「「「「市民病院改革市民病院改革市民病院改革市民病院改革

プランプランプランプラン」」」」についてについてについてについて述述述述べべべべ、、、、続続続続いていていていて 3333章章章章でででで「「「「市民病院市民病院市民病院市民病院がががが果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割」」」」としてとしてとしてとして、「、「、「、「市民市民市民市民

病院改革病院改革病院改革病院改革プランプランプランプラン」」」」でででで掲掲掲掲げられているげられているげられているげられている役割役割役割役割についてについてについてについて、、、、本会議本会議本会議本会議においてにおいてにおいてにおいて改改改改めてめてめてめて確認確認確認確認

しているしているしているしている。。。。4444章章章章でででではははは、、、、3333章章章章でででで確認確認確認確認したしたしたした役割役割役割役割ををを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、、、、経営形態経営形態経営形態経営形態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についてについてについて述述述述べておりべておりべておりべており、、、、これをこれをこれをこれを踏踏踏踏まえまえまえまえ 5555章章章章でででで、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院のののの今後今後今後今後のののの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結論結論結論結論をををを述述述述べているべているべているべている。。。。    

    そしてそしてそしてそして、、、、6666章章章章でででで本日本日本日本日のののの会議会議会議会議でででで検討検討検討検討ししししていただくていただくていただくていただく附属診療所附属診療所附属診療所附属診療所のののの今後今後今後今後のあのあのあのありりりり方方方方にににに

ついてのついてのついてのついての検討結果検討結果検討結果検討結果をををを記載記載記載記載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。。。。    

    

（（（（ポイントとポイントとポイントとポイントとなるなるなるなる内容内容内容内容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明説明説明説明））））    

    ○○○○P.5P.5P.5P.5（（（（2222））））検討検討検討検討のののの考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて    

    市民病院改革市民病院改革市民病院改革市民病院改革プランではプランではプランではプランでは、、、、【【【【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】、【】、【】、【】、【指定管理者制指定管理者制指定管理者制指定管理者制

度度度度】】】】及及及及びびびび【【【【民間譲渡民間譲渡民間譲渡民間譲渡】】】】のののの 4444つのつのつのつの選択肢選択肢選択肢選択肢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うこととしていたがうこととしていたがうこととしていたがうこととしていたが、、、、

本会議本会議本会議本会議においてはにおいてはにおいてはにおいては現在現在現在現在のののの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ついてもについてもについてもについても検証検証検証検証がががが必要必要必要必要であるとのであるとのであるとのであるとの

観点観点観点観点からからからから、【、【、【、【一部適用一部適用一部適用一部適用】】】】もももも含含含含めためためためた 5555つのつのつのつの形態形態形態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うこととしているうこととしているうこととしているうこととしている。。。。    

    ○○○○P.12P.12P.12P.12（（（（5555））））市民病院市民病院市民病院市民病院におけるにおけるにおけるにおける運営上運営上運営上運営上のののの課題課題課題課題    

    ①①①①課題課題課題課題ではではではでは、、、、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してとしてとしてとして「「「「医師医師医師医師のののの確保確保確保確保」、「」、「」、「」、「看護師等医療看護師等医療看護師等医療看護師等医療

職員職員職員職員のののの確保確保確保確保」、「」、「」、「」、「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」」」」及及及及びびびび「「「「収収収収

支支支支のののの改善改善改善改善」」」」をををを挙挙挙挙げておりげておりげておりげており、、、、②②②②課題解決課題解決課題解決課題解決にににに対対対対するするするする市民病院市民病院市民病院市民病院のののの取組取組取組取組ではではではでは、、、、これらこれらこれらこれら課課課課

題題題題にににに対対対対するするするする市民病院市民病院市民病院市民病院のののの具体的具体的具体的具体的なななな取組取組取組取組とそのとそのとそのとその結果結果結果結果についてについてについてについて述述述述べているべているべているべている。。。。    

○○○○P.15P.15P.15P.15    ５５５５    今後今後今後今後ののの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    

    本会議本会議本会議本会議でででで検討検討検討検討したしたしたした 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についてについてについてについてまとめまとめまとめまとめてててているいるいるいる。。。。    

具体的具体的具体的具体的にはにはにはには【【【【全部適用全部適用全部適用全部適用】】】】はははは制度上制度上制度上制度上、、、、【【【【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べべべ自律的自律的自律的自律的なななな運営運営運営運営をををを行行行行うこうこうこうこ

とがとがとがとが可能可能可能可能となっているもののとなっているもののとなっているもののとなっているものの、、、、実態実態実態実態としてはとしてはとしてはとしては、、、、多多多多くのくのくのくの病院病院病院病院においてそのメリにおいてそのメリにおいてそのメリにおいてそのメリッッッッ

トをトをトをトを生生生生かしたかしたかしたかした運営運営運営運営はははは行行行行われておらずわれておらずわれておらずわれておらず、、、、全体的全体的全体的全体的なななな経営状況経営状況経営状況経営状況からもからもからもからも【【【【一部適用一部適用一部適用一部適用】】】】とととと

はははは大差大差大差大差ないないないない状況状況状況状況となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、経営改善効果経営改善効果経営改善効果経営改善効果としてのとしてのとしてのとしての明明明明らかならかならかならかな優位性優位性優位性優位性はないもはないもはないもはないも

のとのとのとの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、、、、弾力性弾力性弾力性弾力性、、、、迅速性迅速性迅速性迅速性のあるのあるのあるのある自律的自律的自律的自律的、、、、効率的効率的効率的効率的なななな運営運営運営運営がががが行行行行

われわれわれわれ、、、、経営改善効果経営改善効果経営改善効果経営改善効果はははは表表表表れているといえるがれているといえるがれているといえるがれているといえるが、、、、職員職員職員職員のののの処遇問題処遇問題処遇問題処遇問題やややや多額多額多額多額のののの初期費初期費初期費初期費
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用用用用、、、、新新新新たなたなたなたな経常経費経常経費経常経費経常経費のののの発生発生発生発生などコストなどコストなどコストなどコスト増加増加増加増加のののの課題課題課題課題もあるもあるもあるもある。。。。    

    【【【【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】】】】はははは、、、、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生生生生かしたかしたかしたかした効率的効率的効率的効率的なななな運営運営運営運営

がががが行行行行われているがわれているがわれているがわれているが、、、、多額多額多額多額のののの退職金退職金退職金退職金のののの発生発生発生発生やややや職員職員職員職員のののの処遇問題処遇問題処遇問題処遇問題などのなどのなどのなどの課題課題課題課題があるがあるがあるがある。。。。

またまたまたまた、、、、引受先引受先引受先引受先ががががないないないない場合場合場合場合やややや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事業事業事業事業のののの継続継続継続継続がががが困難困難困難困難となったとなったとなったとなった場合場合場合場合、、、、

後継後継後継後継となるとなるとなるとなる医療法人等医療法人等医療法人等医療法人等がががが見見見見つからないときはつからないときはつからないときはつからないときは、、、、地域医療地域医療地域医療地域医療のののの確保確保確保確保のののの点点点点においてにおいてにおいてにおいて重重重重

大大大大なななな課題課題課題課題がががが残残残残るるるる。。。。    

    【【【【民間譲渡民間譲渡民間譲渡民間譲渡】】】】はははは、、、、民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者によるによるによるによる効率的効率的効率的効率的なななな運営運営運営運営がががが期待期待期待期待できるもののできるもののできるもののできるものの、、、、多額多額多額多額

のののの退職金退職金退職金退職金のののの発生発生発生発生やややや職員職員職員職員のののの処遇問題処遇問題処遇問題処遇問題などがなどがなどがなどが発生発生発生発生するするするする。。。。またまたまたまた運営運営運営運営にににに対対対対するするするする市市市市のののの関与関与関与関与

がががが薄薄薄薄れることにれることにれることにれることに加加加加ええええ、、、、譲渡後譲渡後譲渡後譲渡後にににに経営難経営難経営難経営難などのなどのなどのなどの理由理由理由理由によりによりによりにより事業事業事業事業のののの継続継続継続継続がががが困難困難困難困難となとなとなとな

ったったったった場合場合場合場合、、、、後継後継後継後継となるとなるとなるとなる医療法人等医療法人等医療法人等医療法人等がががが現現現現れないときはれないときはれないときはれないときは、、、、地域医療地域医療地域医療地域医療をををを確保確保確保確保するするするする点点点点にににに

おいておいておいておいて重大重大重大重大なななな課題課題課題課題がががが残残残残るるるる。。。。    

    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】】】】のののの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

やややや病院独自病院独自病院独自病院独自のののの努力努力努力努力によりによりによりにより、、、、おおおおおおおおむねむねむねむね自律的自律的自律的自律的・・・・効率的効率的効率的効率的なななな運営運営運営運営がががが行行行行われているとわれているとわれているとわれていると考考考考

えられえられえられえられ、、、、今後今後今後今後もももも更更更更なるなるなるなる改善改善改善改善がががが見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる。。。。    

    またまたまたまた、「、「、「、「運営上運営上運営上運営上のののの課題課題課題課題」」」」のののの一一一一つであるつであるつであるつである「「「「収支収支収支収支のののの改善改善改善改善」」」」についてもについてもについてもについても、、、、平成平成平成平成 21212121年年年年

度決算度決算度決算度決算のののの状況状況状況状況からからからから「「「「改革改革改革改革プランプランプランプラン」」」」のののの取組取組取組取組はははは、、、、順調順調順調順調にににに進捗進捗進捗進捗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えられえられえられ、、、、

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、、、、目標目標目標目標であるであるであるである「「「「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」」」」はははは達成達成達成達成できるできるできるできる

見込見込見込見込みとなっているみとなっているみとなっているみとなっている。。。。このこのこのこのこともこともこともことも含含含含めめめめ、「、「、「、「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、、、、解決解決解決解決にににに向向向向

けたけたけたけた積極的積極的積極的積極的なななな取組取組取組取組がががが行行行行われわれわれわれ、、、、一定一定一定一定のののの成果成果成果成果をあげておりをあげておりをあげておりをあげており、、、、今後今後今後今後もももも継続継続継続継続してしてしてして取取取取組組組組むむむむ

ことによりことによりことによりことにより、【、【、【、【一部適用一部適用一部適用一部適用】】】】においてにおいてにおいてにおいて十分対応十分対応十分対応十分対応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るえるえるえる。。。。    

以上以上以上以上のことからのことからのことからのことから、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院のののの今後今後今後今後のののの経営形態経営形態経営形態経営形態としてはとしてはとしてはとしては、、、、当面当面当面当面はははは現行現行現行現行のののの経営形経営形経営形経営形

態態態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】】】】のもとでのもとでのもとでのもとで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取組取組取組取組をををを着実着実着実着実にににに進進進進めめめめ、「、「、「、「市民病院市民病院市民病院市民病院

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目標目標目標目標であるであるであるである『『『『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』』』』のののの達成達成達成達成をををを目目目目

指指指指すことがすことがすことがすことが適当適当適当適当であるとのであるとのであるとのであるとの結論結論結論結論にににに至至至至ったったったった。。。。    

    またまたまたまた、、、、経営状況経営状況経営状況経営状況がががが大大大大きくきくきくきく変化変化変化変化することもすることもすることもすることも考考考考えられることからえられることからえられることからえられることから、、、、時機時機時機時機をとらえをとらえをとらえをとらえ

改改改改めてめてめてめて経営形態見直経営形態見直経営形態見直経営形態見直しのしのしのしの検討検討検討検討をををを行行行行うううう必要必要必要必要があがあがあがあるるるる。。。。そのそのそのその際際際際にはにはにはには、、、、地域医療地域医療地域医療地域医療のののの確保確保確保確保

をををを大前提大前提大前提大前提としたうえでとしたうえでとしたうえでとしたうえで、、、、制度面制度面制度面制度面からはからはからはからは経営経営経営経営のののの弾力性弾力性弾力性弾力性、、、、意思決定意思決定意思決定意思決定のののの迅速性迅速性迅速性迅速性などのなどのなどのなどの

点点点点においてにおいてにおいてにおいて優優優優れているれているれているれている【【【【地方独地方独地方独地方独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人】、】、】、】、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

したしたしたした効率的効率的効率的効率的なななな運営運営運営運営ができるができるができるができる【【【【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】】】】いずれかのいずれかのいずれかのいずれかの導入導入導入導入をををを検討検討検討検討すべきですべきですべきですべきで

ありありありあり、、、、そのそのそのその検討検討検討検討にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、国国国国のののの政策動向政策動向政策動向政策動向やこれらやこれらやこれらやこれら導入事例導入事例導入事例導入事例のののの経営状況経営状況経営状況経営状況のののの推推推推

移移移移をををを十分見極十分見極十分見極十分見極めたうえでめたうえでめたうえでめたうえで、、、、判断判断判断判断することがすることがすることがすることが重要重要重要重要であるとであるとであるとであると考考考考えるえるえるえる。。。。    

    

（（（（収支等収支等収支等収支等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からからからから説明説明説明説明））））    

    平成平成平成平成 21212121年度決算額年度決算額年度決算額年度決算額がががが確定確定確定確定したのでしたのでしたのでしたので改改改改めてめてめてめて報告報告報告報告させていただくさせていただくさせていただくさせていただく。。。。    

    経常損益確定額経常損益確定額経常損益確定額経常損益確定額はははは、、、、前回報告前回報告前回報告前回報告したしたしたした見込見込見込見込みみみみ額額額額よりもよりもよりもよりも約約約約 1,0001,0001,0001,000万円万円万円万円のののの赤字縮減赤字縮減赤字縮減赤字縮減がががが

図図図図られられられられ、、、、１１１１億億億億 3,8993,8993,8993,899万円万円万円万円のののの赤字赤字赤字赤字となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    
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    これはこれはこれはこれは、「、「、「、「改革改革改革改革プランプランプランプラン」」」」のののの収支計画額収支計画額収支計画額収支計画額とととと比比比比べべべべるとるとるとると、、、、1,3701,3701,3701,370万万万万５５５５千円千円千円千円のののの赤字縮減赤字縮減赤字縮減赤字縮減

となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、計画計画計画計画はははは順調順調順調順調にににに進捗進捗進捗進捗しているものとしているものとしているものとしているものと考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

    またまたまたまた、、、、前年度前年度前年度前年度とのとのとのとの比較比較比較比較ではではではでは、、、、6,7906,7906,7906,790万万万万９９９９千円千円千円千円のののの赤字縮減赤字縮減赤字縮減赤字縮減となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    各科目別増減各科目別増減各科目別増減各科目別増減をををを見見見見るとるとるとると、、、、入院収益及入院収益及入院収益及入院収益及びびびび外来収益外来収益外来収益外来収益はははは、、、、患者数患者数患者数患者数のののの減少減少減少減少によりによりによりにより２２２２億億億億

円以上円以上円以上円以上のののの収益減収益減収益減収益減となったもののとなったもののとなったもののとなったものの、、、、各種検診等各種検診等各種検診等各種検診等のののの増増増増によりそのによりそのによりそのによりその他収益他収益他収益他収益がががが約約約約 4,0004,0004,0004,000

万万万万のののの増増増増となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、合計合計合計合計ではではではでは１１１１億億億億 6,7936,7936,7936,793万万万万７７７７千円千円千円千円のののの減収減収減収減収となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

一方一方一方一方、、、、費用費用費用費用ではではではでは、、、、職員数職員数職員数職員数のののの減少減少減少減少やややや期末勤勉手当削減期末勤勉手当削減期末勤勉手当削減期末勤勉手当削減のののの影響影響影響影響によるによるによるによる給与費給与費給与費給与費のののの減減減減、、、、

同同同同じくじくじくじく患者数患者数患者数患者数のののの減少減少減少減少やややや在庫管理適正化在庫管理適正化在庫管理適正化在庫管理適正化のののの取組取組取組取組にににによるよるよるよる薬品費薬品費薬品費薬品費、、、、診療材料診療材料診療材料診療材料費費費費のののの減減減減、、、、

コストコストコストコスト削減削減削減削減のののの取組取組取組取組によるによるによるによる経費経費経費経費のののの減減減減などによりなどによりなどによりなどにより合計合計合計合計ではではではでは１１１１億億億億 8,1648,1648,1648,164万万万万２２２２千円千円千円千円のののの縮縮縮縮

減減減減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補足説明補足説明補足説明補足説明））））    

    提言書提言書提言書提言書（（（（案案案案））））のののの構成構成構成構成としてはとしてはとしてはとしては、、、、現状現状現状現状がありがありがありがあり、、、、それにそれにそれにそれに伴伴伴伴ってってってっ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はははは

何何何何かかかか、、、、市民病院市民病院市民病院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独自独自独自独自のののの課題課題課題課題はははは何何何何かかかか、、、、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明明明明らかにらかにらかにらかに

したしたしたした上上上上でででで、、、、課題課題課題課題をををを解決解決解決解決するためにはするためにはするためにはするた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最最最最もももも適適適適しているのかというしているのかというしているのかというしているのかという

観点観点観点観点からからからから結論結論結論結論をををを出出出出しておりしておりしておりしており、、、、問題問題問題問題ないのではないかとないのではないかとないのではないかとないのではないかと思思思思うううう。。。。    

    またまたまたまた、、、、本会議本会議本会議本会議ではではではでは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当当当当たたたたりりりり、「、「、「、「改革改革改革改革プランプランプランプラン」」」」でででで示示示示されたされたされたされた４４４４つのつのつのつの

形態形態形態形態にににに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】】】】をををを加加加加ええええてててて比較比較比較比較・・・・検討検討検討検討をををを行行行行ってきってきってきってきたがたがたがたが、、、、これについてこれについてこれについてこれについて

はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで会会会会をををを重重重重ねてねてねてねて議論議論議論議論してきたのでしてきたのでしてきたのでしてきたので、、、、特特特特にににに補足補足補足補足するするするする説明説明説明説明はないはないはないはない。。。。    

    収支状況収支状況収支状況収支状況についてはについてはについてはについては、「、「、「、「減収増益減収増益減収増益減収増益」」」」ということでということでということでということで、、、、非常非常非常非常にににに効率的効率的効率的効率的なななな運営運営運営運営ををををしてしてしてして

いるいるいるいる印象印象印象印象があるがあるがあるがある。。。。特特特特にににに材料費材料費材料費材料費についてはについてはについてはについては、、、、劇的劇的劇的劇的にににに削減削減削減削減されていることからされていることからされていることからされていることから、、、、取取取取

組組組組がががが上手上手上手上手くいっているとくいっているとくいっているとくいっていると感感感感じるじるじるじる。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    委員委員委員委員のののの皆皆皆皆ささささんにはんにはんにはんには、、、、御意見御意見御意見御意見、、、、御質問御質問御質問御質問などなどなどなど気気気気がついたがついたがついたがついたところところところところからおからおからおからお話話話話しししし願願願願いたいたいたいた

いいいい。。。。私私私私がががが一番気一番気一番気一番気になったになったになったになったののののはははは、、、、検討検討検討検討のののの考考考考ええええ方方方方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」」」」ではではではでは 4444つつつつのののの

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検討検討検討検討することになっていたにもすることになっていたにもすることになっていたにもすることになっていたにも関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、本会議本会議本会議本会議ではではではでは、、、、現行現行現行現行

のののの【【【【一部適用一部適用一部適用一部適用】】】】もももも含含含含めめめめ検検検検討討討討をををを行行行行いいいい、、、、そのそのそのその結果結果結果結果【【【【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になことになことになことにな

ったことについてったことについてったことについてったことについてのののの説明説明説明説明やそのやそのやそのやその経緯経緯経緯経緯がががが明確化明確化明確化明確化されているかどうかであるされているかどうかであるされているかどうかであるされているかどうかである。。。。    

先程先程先程先程のののの事務局事務局事務局事務局のののの説明説明説明説明でででで、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院はははは制度上制度上制度上制度上やややや運営上運営上運営上運営上のののの様様様様々々々々なななな課題課題課題課題をカバーしをカバーしをカバーしをカバーし、、、、

収支収支収支収支のののの改善改善改善改善もももも計画計画計画計画どおりにどおりにどおりにどおりに進進進進んでいるなどんでいるなどんでいるなどんでいるなど、、、、最終的最終的最終的最終的なななな選択選択選択選択をしたをしたをしたをした流流流流れがれがれがれが明確明確明確明確にににに

記載記載記載記載さささされてれてれてれていたのでいたのでいたのでいたので、、、、提言書提言書提言書提言書上上上上でででで説明説明説明説明はははは出来出来出来出来てててているといるといるといると感感感感じたじたじたじた。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    収支収支収支収支のののの状況状況状況状況やややや「「「「改革改革改革改革プランプランプランプラン」」」」のののの予定予定予定予定をみるとをみるとをみるとをみると、、、、一般会計負担金一般会計負担金一般会計負担金一般会計負担金やややや補助金補助金補助金補助金のののの影影影影

響響響響でででで収益収益収益収益がプラスになっているようにがプラスになっているようにがプラスになっているようにがプラスになっているように見受見受見受見受けられるのだがけられるのだがけられるのだがけられるのだが、、、、どういったどういったどういったどういった内容内容内容内容のののの
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補助金補助金補助金補助金とととと負担金負担金負担金負担金がががが増増増増えているのかえているのかえているのかえているのか、、、、そしてそしてそしてそして出所出所出所出所はははは千千千千歳市歳市歳市歳市からのものなのかからのものなのかからのものなのかからのものなのかをををを伺伺伺伺

いたいいたいいたいいたい。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    資料資料資料資料 2222のののの医業外収益医業外収益医業外収益医業外収益（（（（1111））））他会計負担金他会計負担金他会計負担金他会計負担金・・・・補助金補助金補助金補助金がががが、、、、増減増減増減増減 AAAA----CCCCでででで 44,82844,82844,82844,828千円千円千円千円

増加増加増加増加しているがしているがしているがしているが、、、、平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度にににに「「「「改革改革改革改革プランプランプランプラン」」」」をををを作成作成作成作成したしたしたした段階段階段階段階からからからから、、、、新新新新たにたにたにたに「「「「医医医医

師確保師確保師確保師確保対策対策対策対策経費経費経費経費補助金補助金補助金補助金」」」」というものがというものがというものがというものが国国国国のののの基準基準基準基準でででで定定定定められめられめられめられ、、、、およそおよそおよそおよそ 4,0004,0004,0004,000万円万円万円万円

のののの負担金負担金負担金負担金をををを一般会計一般会計一般会計一般会計からからからから頂頂頂頂くくくくこととなったこととなったこととなったこととなった。「。「。「。「改革改革改革改革プランプランプランプラン」」」」とのとのとのとの比較比較比較比較（（（（増減増減増減増減 AAAA----BBBB））））

ででででみるみるみるみるとととと、、、、ほぼほぼほぼほぼ予定予定予定予定どおりとなっているどおりとなっているどおりとなっているどおりとなっている。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    国国国国（（（（道道道道））））補助金補助金補助金補助金がががが、、、、平成平成平成平成 21212121年度決算額年度決算額年度決算額年度決算額ではではではでは平成平成平成平成 20202020年度決算額年度決算額年度決算額年度決算額ののののほぼほぼほぼほぼ倍倍倍倍になになになにな

っているがっているがっているがっているが、、、、そのそのそのその主主主主だっただっただっただった理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    臨床研修医臨床研修医臨床研修医臨床研修医をををを受入受入受入受入れることによってれることによってれることによってれることによって、、、、国国国国からからからから「「「「臨床研修事業臨床研修事業臨床研修事業臨床研修事業補助金補助金補助金補助金」」」」をををを頂頂頂頂いいいい

ているがているがているがているが、、、、平成平成平成平成 20202020年度年度年度年度にににに比比比比べべべべ平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度はははは、、、、臨床研修医臨床研修医臨床研修医臨床研修医のののの数数数数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

ことからことからことからことから、、、、そのそのそのその部分部分部分部分のののの金額金額金額金額がががが増加増加増加増加したしたしたした。。。。またそれにまたそれにまたそれにまたそれに加加加加ええええ、、、、平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度はははは厚生労厚生労厚生労厚生労

働省働省働省働省のののの補助金補助金補助金補助金でででで、、、、新新新新たにたにたにたに「「「「産科医確保対策事業産科医確保対策事業産科医確保対策事業産科医確保対策事業補助金補助金補助金補助金」」」」がががが創出創出創出創出されされされされ、、、、それそれそれそれがががが 1,4001,4001,4001,400

千円程千円程千円程千円程あるあるあるある。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    「「「「臨床研修事業臨床研修事業臨床研修事業臨床研修事業補助金補助金補助金補助金」」」」がががが増増増増えるとえるとえるとえると、、、、支出支出支出支出もももも増増増増えるのかえるのかえるのかえるのか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    基本的基本的基本的基本的にはにはにはには、、、、臨床研修医臨床研修医臨床研修医臨床研修医がががが増増増増えるとえるとえるとえると報酬報酬報酬報酬額額額額もももも増加増加増加増加しししし、、、、そのそのそのその報酬額報酬額報酬額報酬額ににににこのこのこのこの補助補助補助補助

金金金金をををを充充充充てていくこととなるてていくこととなるてていくこととなるてていくこととなる。。。。平成平成平成平成 20202020年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度にかけてはにかけてはにかけてはにかけては、、、、1111人人人人かかかか

らららら 3333人人人人にににに増増増増えたえたえたえたためためためため補助金補助金補助金補助金がががが増増増増えたがえたがえたがえたが、、、、同様同様同様同様にににに支出支出支出支出もももも増増増増えているえているえているえている。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    補助金補助金補助金補助金だけですべてをだけですべてをだけですべてをだけですべてを賄賄賄賄うわけではなくうわけではなくうわけではなくうわけではなく、、、、病院負担病院負担病院負担病院負担もあるということかもあるということかもあるということかもあるということか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    そのとおりであるそのとおりであるそのとおりであるそのとおりである。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    



6 
 

    平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度はははは減収減収減収減収になっているのでになっているのでになっているのでになっているので、、、、そこにはそこにはそこにはそこには何何何何かかかか原因原因原因原因があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度のののの減収要因減収要因減収要因減収要因をををを説明説明説明説明させていただくとさせていただくとさせていただくとさせていただくと、、、、社会的要因社会的要因社会的要因社会的要因としてとしてとしてとしてはははは、、、、入院入院入院入院

患者数患者数患者数患者数がががが全体的全体的全体的全体的にににに減少減少減少減少しておりしておりしておりしており、、、、景気悪化景気悪化景気悪化景気悪化のののの影響影響影響影響がががが、、、、多少多少多少多少なりともあるなりともあるなりともあるなりともあるのではのではのではのでは

ないかないかないかないかとととと考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

    当院当院当院当院独自独自独自独自のののの減収減収減収減収要因要因要因要因としてはとしてはとしてはとしては、、、、循環器科循環器科循環器科循環器科のののの医師医師医師医師がががが減少減少減少減少しししし、、、、循環器科循環器科循環器科循環器科のののの入院対入院対入院対入院対

応応応応ができなくなったところにあるができなくなったところにあるができなくなったところにあるができなくなったところにある。。。。    

当院当院当院当院のののの入院入院入院入院患者一人当患者一人当患者一人当患者一人当たりのたりのたりのたりの平均単価平均単価平均単価平均単価はははは、、、、およそおよそおよそおよそ 45,00045,00045,00045,000～～～～47,00047,00047,00047,000円位円位円位円位であるであるであるである

がががが、、、、循環器科循環器科循環器科循環器科だけをピックアップするとだけをピックアップするとだけをピックアップするとだけをピックアップすると、、、、平均平均平均平均単価単価単価単価ががががほぼほぼほぼほぼ倍倍倍倍のののの約約約約 90,00090,00090,00090,000円円円円ととととなななな

るるるる。。。。そのためそのためそのためそのため循環器科循環器科循環器科循環器科のののの医師減員医師減員医師減員医師減員にににによりよりよりより、、、、循環器科循環器科循環器科循環器科のののの入院患者入院患者入院患者入院患者をををを受入受入受入受入れられなれられなれられなれられな

くなったくなったくなったくなった点点点点がががが、、、、一番大一番大一番大一番大きなきなきなきな要因要因要因要因としてとしてとしてとして挙挙挙挙げられるげられるげられるげられる。。。。    

    一方循環器科一方循環器科一方循環器科一方循環器科はははは、、、、収入単価収入単価収入単価収入単価がががが高高高高いいいい反面反面反面反面、、、、材料費材料費材料費材料費もももも高高高高いといういといういといういという傾向傾向傾向傾向があるがあるがあるがある。。。。入入入入

院患者数院患者数院患者数院患者数がががが減少減少減少減少したためしたためしたためしたため、、、、そのそのそのその分循環器科分循環器科分循環器科分循環器科のののの材料費材料費材料費材料費もももも減少減少減少減少したとしたとしたとしたと考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

    またまたまたまた、、、、昨年昨年昨年昨年のののの 4444月月月月かかかからららら入院入院入院入院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制度包括支払制度包括支払制度包括支払制度(DPC)(DPC)(DPC)(DPC)をををを導入導入導入導入

しししし、、、、全体全体全体全体のののの材料費材料費材料費材料費のののの見直見直見直見直しもしもしもしも行行行行ったったったった。。。。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、、、、材料費材料費材料費材料費がががが減少減少減少減少したことしたことしたことしたこと

もももも減収増益減収増益減収増益減収増益のののの要因要因要因要因のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして考考考考えられえられえられえられるるるる。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    平成平成平成平成 24242424年度年度年度年度のののの収支収支収支収支をををを黒字化黒字化黒字化黒字化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、、、、まずまずまずまず最初最初最初最初のポイントであったとのポイントであったとのポイントであったとのポイントであったと

思思思思うううう。。。。それであればそれであればそれであればそれであれば今今今今のののの経営経営経営経営形態形態形態形態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しうしうしうし、、、、それがそれがそれがそれが実際実際実際実際にににに

黒字化黒字化黒字化黒字化されるのであればされるのであればされるのであればされるのであれば、、、、今後良今後良今後良今後良いいいい方向方向方向方向にににに向向向向かうのではないかとかうのではないかとかうのではないかとかうのではないかと考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

    現在現在現在現在のののの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、、、、トータルトータルトータルトータル的的的的にににに言言言言えばえばえばえば、、、、いかにいかにいかにいかに無駄無駄無駄無駄をををを省省省省いたかといたかといたかといたかと

いうことだということだということだということだと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    平成平成平成平成 24242424年年年年度度度度までまでまでまで期限期限期限期限はははは限限限限られているがられているがられているがられているが、、、、病院病院病院病院ははははそのそのそのその都度見直都度見直都度見直都度見直しをしをしをしを行行行行いいいい、、、、市民市民市民市民

へへへへ情報公開情報公開情報公開情報公開していけばしていけばしていけばしていけば、、、、市民市民市民市民のののの納得納得納得納得もももも得得得得られるられるられるられるとととと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    先程先程先程先程、、、、循環器科循環器科循環器科循環器科のののの医師医師医師医師がががが減減減減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、、、、収入収入収入収入がががが減減減減ってってってって材料費材料費材料費材料費もももも減減減減ったったったったとととと

いういういういう説明説明説明説明があったががあったががあったががあったが、、、、今後今後今後今後もももも循環器科循環器科循環器科循環器科のののの医師医師医師医師をををを減減減減らしらしらしらしたままたままたままたまま運営運営運営運営していくしていくしていくしていく予定予定予定予定

なのかなのかなのかなのか。。。。医師医師医師医師をををを増員増員増員増員したしたしたした場合場合場合場合とのとのとのとのトータルトータルトータルトータル的的的的なななな収支収支収支収支比較比較比較比較はははは、、、、どどどどのようになるのようになるのようになるのようになるのののの

かかかか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、、、、8888月月月月ににににはははは内科医内科医内科医内科医がががが一人退職一人退職一人退職一人退職すすすするというるというるというるという話話話話をををを聞聞聞聞いたのだがいたのだがいたのだがいたのだが、、、、医師医師医師医師をををを減減減減らららら

ししししたたたたままのままのままのままの状態状態状態状態がががが続続続続くとくとくとくと、、、、地域地域地域地域のののの基幹基幹基幹基幹病院病院病院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がががが果果果果たせなくなるのでたせなくなるのでたせなくなるのでたせなくなるので
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はないかはないかはないかはないか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    全全全全くおっしゃるとおりであるくおっしゃるとおりであるくおっしゃるとおりであるくおっしゃるとおりである。。。。    

    先程先程先程先程のののの循環器科循環器科循環器科循環器科のののの説明説明説明説明はははは、、、、減収増益減収増益減収増益減収増益のののの要因要因要因要因ということでということでということでということで、、、、財政面財政面財政面財政面からからからからのののの視点視点視点視点

でででで説明説明説明説明させていただいたものであるさせていただいたものであるさせていただいたものであるさせていただいたものである。。。。我我我我々々々々にはにはにはには基幹基幹基幹基幹病院病院病院病院としてのとしてのとしてのとしての使命使命使命使命があるたがあるたがあるたがあるた

めめめめ、、、、本年本年本年本年 4444月月月月からからからから循環器科循環器科循環器科循環器科のののの医師医師医師医師をプラスをプラスをプラスをプラス３３３３人人人人確保確保確保確保しししし、、、、従前従前従前従前以上以上以上以上のののの体制体制体制体制になっになっになっになっ

たたたた。。。。    

    内科医内科医内科医内科医がががが、、、、年度途中年度途中年度途中年度途中でででで１１１１名名名名退職退職退職退職するのはするのはするのはするのは事事事事実実実実であるであるであるである。。。。経営経営経営経営へのへのへのへの影響影響影響影響はははは少少少少なかなかなかなか

らずあるがらずあるがらずあるがらずあるが、、、、大大大大ききききなななな影響影響影響影響はないのではないかとはないのではないかとはないのではないかとはないのではないかと思思思思っているっているっているっている。。。。    

    内科内科内科内科はははは、、、、全診療科全診療科全診療科全診療科のののの要要要要であるためであるためであるためであるため、、、、院長院長院長院長をををを先頭先頭先頭先頭にににに大学病院大学病院大学病院大学病院やややや民間病院民間病院民間病院民間病院へへへへ赴赴赴赴きききき、、、、

内科医確保内科医確保内科医確保内科医確保にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組をををを行行行行うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、人材派遣会社人材派遣会社人材派遣会社人材派遣会社のののの登録登録登録登録もももも行行行行っていっていっていっているるるる。。。。    

    今今今今のののの時代時代時代時代はははは内科医内科医内科医内科医もももも少少少少ないためないためないためないため、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに減員分減員分減員分減員分をををを確保確保確保確保するのはするのはするのはするのは難難難難しいがしいがしいがしいが、、、、補補補補

充充充充のののの努力努力努力努力をしているをしているをしているをしているところであるところであるところであるところである。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    当院当院当院当院はははは、、、、経営的視点経営的視点経営的視点経営的視点からからからから医師医師医師医師をををを減減減減らすというらすというらすというらすという考考考考えはえはえはえは全全全全くなくくなくくなくくなく、、、、一一一一にもにもにもにも二二二二にもにもにもにも

医者医者医者医者をををを増増増増やしたいとやしたいとやしたいとやしたいと考考考考えているえているえているえている。。。。実際今実際今実際今実際今のののの大学大学大学大学医局医局医局医局はははは非常非常非常非常にににに人員人員人員人員がががが少少少少なくなくなくなく、、、、医医医医

局局局局からからからから医師医師医師医師をををを確保確保確保確保することはすることはすることはすることは困難困難困難困難なななな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、、、、民間病院民間病院民間病院民間病院ににににもももも依頼依頼依頼依頼をかけをかけをかけをかけ

たりたりたりたり、、、、インターネットインターネットインターネットインターネット等等等等をををを利用利用利用利用したりしたりしたりしたり、、、、思思思思いつくいつくいつくいつく医師確保対策医師確保対策医師確保対策医師確保対策はははは全全全全てやっていてやっていてやっていてやってい

るるるる。。。。最低限最低限最低限最低限のののの医師医師医師医師のののの確保確保確保確保はははは必要必要必要必要なことであるためなことであるためなことであるためなことであるため、、、、病院一丸病院一丸病院一丸病院一丸となってとなってとなってとなって医師医師医師医師のののの確確確確

保保保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ところであるところであるところであるところである。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    千歳市千歳市千歳市千歳市のののの医師医師医師医師のののの処遇処遇処遇処遇はははは、、、、他病院他病院他病院他病院とととと比比比比べてどのようなべてどのようなべてどのようなべてどのような位置付位置付位置付位置付けけけけなのかなのかなのかなのか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））））    

    千歳市千歳市千歳市千歳市のののの報酬報酬報酬報酬がががが低低低低くてくてくてくて医師医師医師医師がががが派遣派遣派遣派遣されないということはないされないということはないされないということはないされないということはない。。。。医師医師医師医師のののの派遣派遣派遣派遣はははは、、、、

医局人事医局人事医局人事医局人事がががが主体主体主体主体であるためであるためであるためであるため、、、、医局医局医局医局のののの動向動向動向動向にににに左右左右左右左右されるのがされるのがされるのがされるのが大大大大きなきなきなきな要因要因要因要因であるであるであるである。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    補助金補助金補助金補助金のののの影響影響影響影響でででで収入収入収入収入がががが増増増増えるえるえるえる（（（（黒字化黒字化黒字化黒字化されるされるされるされる））））ということはないのかということはないのかということはないのかということはないのか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    先程先程先程先程、、、、平成平成平成平成 20202020年度年度年度年度とととと平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度のののの特徴特徴特徴特徴でででで、、、、部分的部分的部分的部分的にににに補助金補助金補助金補助金がががが増加増加増加増加したしたしたした説明説明説明説明

をさせていただいたをさせていただいたをさせていただいたをさせていただいたがががが、、、、補助金補助金補助金補助金全体全体全体全体としてはとしてはとしてはとしては減少減少減少減少しているしているしているしている。。。。平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度のののの一般一般一般一般
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会計繰入金会計繰入金会計繰入金会計繰入金はははは、、、、約約約約９９９９億億億億 7,3007,3007,3007,300万円万円万円万円ととととなっているがなっているがなっているがなっているが、、、、今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しのしのしのしの中中中中でもでもでもでも、、、、おおおお

およそこのおよそこのおよそこのおよそこの金額金額金額金額のののの数値数値数値数値のままのままのままのまま推移推移推移推移していくしていくしていくしていく予定予定予定予定でありでありでありであり、、、、これこれこれこれ以上増加以上増加以上増加以上増加するするするする試算試算試算試算

はしていないはしていないはしていないはしていない。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    それはそれはそれはそれは、、、、平成平成平成平成 24242424年度年度年度年度までかまでかまでかまでか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    平成平成平成平成 24242424年度以降年度以降年度以降年度以降もももも、、、、同等同等同等同等額額額額のののの繰入金繰入金繰入金繰入金をををを頂頂頂頂くくくく予定予定予定予定であるであるであるである。。。。    

    またまたまたまた加加加加えてえてえてえて説明説明説明説明させていただくとさせていただくとさせていただくとさせていただくと、、、、繰入金繰入金繰入金繰入金はははは、、、、必要必要必要必要なななな政策医療政策医療政策医療政策医療をををを行行行行うううう上上上上でのでのでのでの

不採算部門不採算部門不採算部門不採算部門のののの収支収支収支収支をををを補補補補うものうものうものうものでありでありでありであり、、、、単純単純単純単純にににに赤字赤字赤字赤字になったになったになったになった部分部分部分部分をををを補補補補てんするてんするてんするてんする性性性性

質質質質のものではないのものではないのものではないのものではない。。。。    

    例例例例えばえばえばえば、、、、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機器機器機器機器のののの購入購入購入購入などなどなどなど不採算不採算不採算不採算となるとなるとなるとなる部分部分部分部分をををを、、、、一般会計一般会計一般会計一般会計

からからからから補補補補てんしているということであるてんしているということであるてんしているということであるてんしているということである。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    本会議本会議本会議本会議のののの結論結論結論結論としてとしてとしてとしてはははは、、、、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】】】】のままのままのままのまま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取取取取

組組組組をををを進進進進めめめめ、、、、今後今後今後今後のののの情勢情勢情勢情勢をををを見極見極見極見極めながらめながらめながらめながら、、、、資料資料資料資料 1111----1111    P.16P.16P.16P.16下段下段下段下段にあるようににあるようににあるようににあるように、【、【、【、【地地地地

方独立行政法人方独立行政法人方独立行政法人方独立行政法人】】】】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】】】】をををを視野視野視野視野にににに入入入入れれれれ、、、、時機時機時機時機をををを見見見見てててて改改改改めてめてめてめて検討検討検討検討

をををを行行行行うこととしてうこととしてうこととしてうこととしているがいるがいるがいるが、、、、個人的個人的個人的個人的にはにはにはには民間経営民間経営民間経営民間経営ににににしてしまうとしてしまうとしてしまうとしてしまうと、、、、基幹病院基幹病院基幹病院基幹病院としとしとしとし

てのてのてのての使命使命使命使命がががが失失失失われるわれるわれるわれる心配心配心配心配があるのでがあるのでがあるのでがあるので、【、【、【、【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】】】】までまでまでまで選択選択選択選択するするするする視野視野視野視野にににに入入入入

れたくないというれたくないというれたくないというれたくないという思思思思いもあるいもあるいもあるいもある。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    市民病院市民病院市民病院市民病院はははは、、、、当面当面当面当面【【【【一部適用一部適用一部適用一部適用】】】】のもとでのもとでのもとでのもとで、、、、課題課題課題課題のののの弾力的弾力的弾力的弾力的なななな運用運用運用運用をををを行行行行いいいいながらながらながらながら、、、、

経営経営経営経営努力努力努力努力をををを重重重重ねていくねていくねていくねていく予定予定予定予定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のののの今後今後今後今後のののの推移推移推移推移をををを見見見見ていくていくていくていく上上上上でででではははは、、、、

いくつかのいくつかのいくつかのいくつかの形態形態形態形態もももも視野視野視野視野にににに入入入入れれれれ検討検討検討検討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があるがあるがあるとととと思思思思うがうがうがうが、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院がががが基基基基

幹病院幹病院幹病院幹病院としてのとしてのとしてのとしての使命使命使命使命をををを持持持持っているというっているというっているというっているという認識認識認識認識はははは、、、、今後今後今後今後もももも変変変変わらないわらないわらないわらないのではないのではないのではないのではない

かとかとかとかと思思思思うううう。。。。    

    もしもしもしもし、、、、提言書提言書提言書提言書（（（（案案案案））））のののの表現等表現等表現等表現等でででで気気気気になることがあればになることがあればになることがあればになることがあれば、、、、是非是非是非是非意見意見意見意見をををを出出出出していしていしていしてい

ただきたいただきたいただきたいただきたい。。。。本会議以降本会議以降本会議以降本会議以降はははは、、、、最終最終最終最終盤盤盤盤にににに向向向向けてけてけてけて提言書提言書提言書提言書（（（（案案案案））））をををを修正修正修正修正していくしていくしていくしていく予定予定予定予定

であるのでであるのでであるのでであるので、、、、ほかにおほかにおほかにおほかにお気気気気づきになるづきになるづきになるづきになる点点点点があればがあればがあればがあれば、、、、事務局事務局事務局事務局までまでまでまで御連絡御連絡御連絡御連絡いただきたいただきたいただきたいただきた

いいいい。。。。    

    

（（（（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今後今後今後今後のあのあのあのありりりり方方方方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））））    

（（（（泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所のののの運営状況運営状況運営状況運営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からからからから説明説明説明説明））））    
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○○○○設設設設置目的置目的置目的置目的    

    市内中心部市内中心部市内中心部市内中心部からからからから離離離離れれれれ、、、、地域内地域内地域内地域内にににに医療機関医療機関医療機関医療機関がががが存在存在存在存在しないしないしないしない泉郷地域泉郷地域泉郷地域泉郷地域のののの医療医療医療医療をををを確確確確

保保保保しししし、、、、地地地地域住民域住民域住民域住民のののの健康保持健康保持健康保持健康保持とととと安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの確保確保確保確保をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的としてとしてとしてとして設置設置設置設置

ししししたたたた。。。。    

○○○○概要概要概要概要    

    週週週週 3333回回回回、、、、午前午前午前午前のみののみののみののみの診療診療診療診療となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、月月月月にににに一度市民病院医師一度市民病院医師一度市民病院医師一度市民病院医師がががが出向出向出向出向きききき、、、、

外科系外科系外科系外科系のののの診療診療診療診療をををを行行行行っているっているっているっている以外以外以外以外はははは、、、、市市市市のののの保健福祉部医監保健福祉部医監保健福祉部医監保健福祉部医監がががが内科系内科系内科系内科系のののの診療診療診療診療をををを行行行行

っているっているっているっている。。。。    

○○○○沿革沿革沿革沿革    

    昭和昭和昭和昭和 32323232年年年年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年年年年にににに千歳市千歳市千歳市千歳市にににに移管移管移管移管

となったとなったとなったとなった。。。。そのそのそのその後後後後、、、、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やややや知的障害者更生施設知的障害者更生施設知的障害者更生施設知的障害者更生施設いずみいずみいずみいずみ

学園学園学園学園のののの嘱託医嘱託医嘱託医嘱託医としてとしてとしてとして診療診療診療診療をををを行行行行っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、暢寿園暢寿園暢寿園暢寿園についてはについてはについてはについては、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度をもっをもっをもっをもっ

てててて業務業務業務業務をををを終了終了終了終了しているしているしているしている。。。。    

○○○○交通条件等交通条件等交通条件等交通条件等    

    市街地市街地市街地市街地とととと泉郷地区泉郷地区泉郷地区泉郷地区をををを結結結結ぶぶぶぶ公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関としてとしてとしてとして、、、、1111日日日日 3333往復往復往復往復バスがバスがバスがバスが運行運行運行運行してしてしてして

いるいるいるいる。。。。またまたまたまた、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院までのまでのまでのまでの距離距離距離距離はははは約約約約 13km13km13km13km、、、、時間時間時間時間はバスではバスではバスではバスで約約約約 23232323分分分分、、、、車車車車でででで約約約約

18181818分分分分となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

○○○○地域人口等地域人口等地域人口等地域人口等    

    平成平成平成平成 22222222年年年年 4444月月月月 1111日日日日のののの泉郷地区泉郷地区泉郷地区泉郷地区のののの人口人口人口人口はははは、、、、515515515515人人人人となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、開設開設開設開設したしたしたした昭昭昭昭

和和和和 32323232年年年年とととと比比比比べるとべるとべるとべると 1/31/31/31/3以下以下以下以下となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

○○○○患者数患者数患者数患者数    

（（（（1111））））年度別年度別年度別年度別のののの患者数推移患者数推移患者数推移患者数推移はははは、、、、北海道北海道北海道北海道からからからから移管当初移管当初移管当初移管当初のののの一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数はははは、、、、おおおおおおおお

むねむねむねむね 10101010人以上人以上人以上人以上であったがであったがであったがであったが、、、、近年近年近年近年はははは暢寿園及暢寿園及暢寿園及暢寿園及びいずみびいずみびいずみびいずみ学園学園学園学園をををを除除除除くとくとくとくと移管当初移管当初移管当初移管当初のののの

約約約約 1/21/21/21/2となるとなるとなるとなる 5555人人人人前後前後前後前後となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、平成平成平成平成 22222222年度年度年度年度はははは 4.84.84.84.8人人人人をををを予定予定予定予定しているしているしているしている。。。。    

（（（（2222））））    月別月別月別月別のののの患者数患者数患者数患者数はははは、、、、インフルエンザのインフルエンザのインフルエンザのインフルエンザの予防接種予防接種予防接種予防接種とととと風邪等風邪等風邪等風邪等のののの受診受診受診受診がががが多多多多いいいい 11111111    

月月月月、、、、12121212月月月月をををを除除除除くとくとくとくと、、、、おおむねおおむねおおむねおおむね 50505050人前後人前後人前後人前後となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

（（（（3333））））    診療科別患者構成診療科別患者構成診療科別患者構成診療科別患者構成はははは、、、、内科再来内科再来内科再来内科再来がががが 85.385.385.385.3％％％％をををを占占占占めめめめ最最最最もももも多多多多くくくく、、、、次次次次いでいでいでいで予防予防予防予防    

接種接種接種接種がががが 10.010.010.010.0％％％％となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

（（（（4444））））    地域別患者数地域別患者数地域別患者数地域別患者数はははは、、、、泉郷地区泉郷地区泉郷地区泉郷地区とととと隣接隣接隣接隣接するするするする中央地区中央地区中央地区中央地区、、、、東千歳地区東千歳地区東千歳地区東千歳地区のののの患者患者患者患者がががが    

80.480.480.480.4％％％％をををを占占占占めておりめておりめておりめており、、、、次次次次いでいでいでいで市内他地区市内他地区市内他地区市内他地区からのからのからのからの患者患者患者患者がががが 12.512.512.512.5％％％％となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    ○○○○主主主主なななな診療内容診療内容診療内容診療内容    

        風邪等風邪等風邪等風邪等のののの初期治療初期治療初期治療初期治療やややや予防接種予防接種予防接種予防接種、、、、健康診断健康診断健康診断健康診断のののの再検査再検査再検査再検査をををを除除除除くとくとくとくと、、、、主主主主にににに地域住民地域住民地域住民地域住民

といといといといずみずみずみずみ学園学園学園学園のののの慢性疾患慢性疾患慢性疾患慢性疾患のののの投薬投薬投薬投薬やややや採血検査採血検査採血検査採血検査となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    ○○○○経営状況経営状況経営状況経営状況    

        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 22222222年度年度年度年度にはにはにはには約約約約 840840840840万円万円万円万円のののの赤字赤字赤字赤字をををを予定予定予定予定していしていしていしてい

るるるる。。。。対前年度比較対前年度比較対前年度比較対前年度比較ではではではでは、、、、300300300300万円程赤字額万円程赤字額万円程赤字額万円程赤字額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がががが、、、、これはこれはこれはこれは暢寿園暢寿園暢寿園暢寿園
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のののの委託業務終了委託業務終了委託業務終了委託業務終了にににに伴伴伴伴うううう患者数患者数患者数患者数のののの減少減少減少減少によりによりによりにより減収減収減収減収をををを見込見込見込見込んだためであるんだためであるんだためであるんだためである。。。。    

    

（（（（支笏湖診療所支笏湖診療所支笏湖診療所支笏湖診療所のののの運営状況運営状況運営状況運営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からからからから説明説明説明説明））））    

    ○○○○設置目的設置目的設置目的設置目的    

        泉郷地区同様泉郷地区同様泉郷地区同様泉郷地区同様、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民のののの健康保持健康保持健康保持健康保持とととと安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの確保確保確保確保をををを図図図図ることのほかることのほかることのほかることのほか、、、、

観光地観光地観光地観光地としてのとしてのとしてのとしての特性特性特性特性からからからから観光客観光客観光客観光客へのへのへのへの対応対応対応対応がががが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。    

    ○○○○概要概要概要概要    

        週週週週 5555日日日日、、、、午前午前午前午前のみののみののみののみの診療診療診療診療となってとなってとなってとなっておりおりおりおり、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち週週週週 4444日日日日はははは民間医療機関民間医療機関民間医療機関民間医療機関かかかか

らのらのらのらの出張医出張医出張医出張医 3333人人人人のののの交替交替交替交替によりによりによりにより、、、、週週週週 1111日日日日はははは市市市市のののの総合保健総合保健総合保健総合保健センターセンターセンターセンター長長長長がががが診療診療診療診療をををを行行行行

っているっているっているっている。。。。    

    ○○○○沿革沿革沿革沿革    

        昭和昭和昭和昭和 38383838年年年年にへきにへきにへきにへき地診療所地診療所地診療所地診療所としてとしてとしてとして開設開設開設開設しししし、、、、平成平成平成平成 3333年年年年にににに現在地現在地現在地現在地にににに新築移転新築移転新築移転新築移転をしをしをしをし

てててて現在現在現在現在にににに至至至至っているっているっているっている。。。。    

    ○○○○交通条件等交通条件等交通条件等交通条件等    

        市街地市街地市街地市街地とととと支笏湖地区支笏湖地区支笏湖地区支笏湖地区をををを結結結結ぶぶぶぶ公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関としてとしてとしてとして、、、、1111日日日日 4444往復往復往復往復バスがバスがバスがバスが運行運行運行運行しししし

ているているているている。。。。市民病院市民病院市民病院市民病院まではまではまではまでは、、、、距離距離距離距離にしてにしてにしてにして約約約約 28km28km28km28km、、、、時間時間時間時間にするとバスでにするとバスでにするとバスでにするとバスで約約約約 45454545分分分分、、、、

車車車車でででで約約約約 38383838分分分分をををを要要要要するするするする。。。。    

    ○○○○地域人口等地域人口等地域人口等地域人口等    

        平成平成平成平成 22222222年年年年 4444月月月月 1111日現在日現在日現在日現在のののの人口人口人口人口はははは、、、、162162162162人人人人となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、開設開設開設開設したしたしたした昭和昭和昭和昭和 38383838

年年年年とととと比比比比べるとべるとべるとべると 1/41/41/41/4以下以下以下以下となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    ○○○○患者数患者数患者数患者数    

    （（（（1111））））年度別患者数推移年度別患者数推移年度別患者数推移年度別患者数推移ではではではでは、、、、開設当初開設当初開設当初開設当初はははは 10101010人人人人をややをややをややをやや下回下回下回下回るるるる人数人数人数人数でででで推移推移推移推移してしてしてして

いたがいたがいたがいたが、、、、近年近年近年近年はははは 4444人前後人前後人前後人前後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、、、、平成平成平成平成 22222222年度年度年度年度はははは 3.53.53.53.5人人人人をををを予定予定予定予定していしていしていしてい

るるるる。。。。    

（（（（2222））））    月別診療科別患者数月別診療科別患者数月別診療科別患者数月別診療科別患者数はははは、、、、健康診断健康診断健康診断健康診断やややや予防接種予防接種予防接種予防接種をををを除除除除いたいたいたいた患者数患者数患者数患者数はははは月月月月にににに    

よよよよりばらつきはあるがりばらつきはあるがりばらつきはあるがりばらつきはあるが、、、、おおむねおおむねおおむねおおむね 50505050人人人人からからからから 70707070人人人人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。。。。    

（（（（3333））））    診療科別患者構成診療科別患者構成診療科別患者構成診療科別患者構成はははは、、、、内科再来内科再来内科再来内科再来がががが 74.6%74.6%74.6%74.6%とととと最最最最もももも多多多多くくくく、、、、次次次次いでいでいでいで健康診断健康診断健康診断健康診断    

がががが 9.89.89.89.8％、％、％、％、内科疾患内科疾患内科疾患内科疾患がががが 8.48.48.48.4％％％％となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

（（（（4444））））    地域別患者数地域別患者数地域別患者数地域別患者数はははは、、、、支笏湖地区支笏湖地区支笏湖地区支笏湖地区のののの患者患者患者患者がががが 94.794.794.794.7％％％％とそのほとんどをとそのほとんどをとそのほとんどをとそのほとんどを占占占占めめめめ    

ているがているがているがているが、、、、千歳市以外千歳市以外千歳市以外千歳市以外のののの道道道道内内内内やややや、、、、道外道外道外道外からのからのからのからの受診受診受診受診ももももあるあるあるある。。。。    

    ○○○○主主主主なななな診療内容診療内容診療内容診療内容    

        健康診断健康診断健康診断健康診断、、、、予防接種予防接種予防接種予防接種、、、、風邪風邪風邪風邪、、、、外傷等外傷等外傷等外傷等のののの初期治療初期治療初期治療初期治療をををを除除除除くとくとくとくと、、、、慢性疾患慢性疾患慢性疾患慢性疾患のののの投薬投薬投薬投薬、、、、

採血検査採血検査採血検査採血検査がががが主主主主となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、観光客観光客観光客観光客にににに対対対対するするするする診療診療診療診療についてもについてもについてもについても対応対応対応対応しているしているしているしている。。。。    

    ○○○○経営状況経営状況経営状況経営状況    

        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 22222222年度年度年度年度はははは約約約約 3,1003,1003,1003,100万円万円万円万円のののの赤字赤字赤字赤字をををを予定予定予定予定していしていしていしてい

るるるる。。。。平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度からからからから赤字額赤字額赤字額赤字額がががが大幅大幅大幅大幅にににに増加増加増加増加しているがしているがしているがしているが、、、、これはこれはこれはこれは医師医師医師医師がががが市市市市のののの職員職員職員職員
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からからからから出張医師出張医師出張医師出張医師のののの対応対応対応対応となったことにとなったことにとなったことにとなったことに伴伴伴伴いいいい、、、、医師給与医師給与医師給与医師給与のののの支払支払支払支払がががが一般会計一般会計一般会計一般会計からからからから病病病病

院事業会計院事業会計院事業会計院事業会計にににに変更変更変更変更ととととなりなりなりなり、、、、給与費給与費給与費給与費がががが増大増大増大増大したためであるしたためであるしたためであるしたためである。。。。    

    

（（（（検討検討検討検討のののの方向性方向性方向性方向性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明説明説明説明））））    

    基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方としてとしてとしてとして、、、、診療所診療所診療所診療所のののの役割役割役割役割とととと位置付位置付位置付位置付けをけをけをけを明明明明らかにしたうえでらかにしたうえでらかにしたうえでらかにしたうえで、、、、今今今今

後後後後のあのあのあのありりりり方方方方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ものであるするものであるするものであるするものである。。。。    

    具体的具体的具体的具体的なななな検討検討検討検討のののの視点視点視点視点としてとしてとしてとして、、、、役割役割役割役割のののの検証検証検証検証、、、、地域地域地域地域のののの特性特性特性特性、、、、運営主体運営主体運営主体運営主体のののの三点三点三点三点をををを挙挙挙挙

げているげているげているげている。。。。    

    

（（（（附属診療所附属診療所附属診療所附属診療所のののの役割役割役割役割のののの検証検証検証検証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明説明説明説明））））    

    両診療所両診療所両診療所両診療所においてにおいてにおいてにおいて、、、、設置当初設置当初設置当初設置当初とととと現在現在現在現在ではではではでは、、、、道路道路道路道路のののの整備整備整備整備やややや公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関のののの発達発達発達発達

などのなどのなどのなどの理由理由理由理由によりによりによりにより、、、、そのそのそのそ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変化変化変化変化がががが生生生生じているじているじているじている場合場合場合場合がががが想定想定想定想定されるためされるためされるためされるため、、、、

両診療所両診療所両診療所両診療所のののの役割役割役割役割のののの検証検証検証検証をををを改改改改めてめてめてめて行行行行うううう。。。。    

    ○○○○泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所    

        開設時開設時開設時開設時のののの役割役割役割役割はははは、、、、市内中心部市内中心部市内中心部市内中心部からからからから離離離離れれれれ、、、、地域内地域内地域内地域内にににに他他他他のののの医療機関医療機関医療機関医療機関がないがないがないがない泉郷泉郷泉郷泉郷

地地地地区区区区のののの医療医療医療医療をををを確保確保確保確保しししし、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民のののの健康保持健康保持健康保持健康保持とととと安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心のののの確保確保確保確保をををを図図図図ることとることとることとることと

なっているなっているなっているなっている。。。。    

        国国国国のののの基準基準基準基準においてはにおいてはにおいてはにおいては、「、「、「、「容易容易容易容易にににに医療機関医療機関医療機関医療機関をををを利用利用利用利用することができないすることができないすることができないすることができない地区地区地区地区」」」」のののの

要件要件要件要件としてとしてとしてとして、、、、公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関のののの運行運行運行運行がががが 1111日日日日 3333往復以下往復以下往復以下往復以下であるであるであるである場合場合場合場合となっているとなっているとなっているとなっている

がががが、、、、乗用車乗用車乗用車乗用車のののの普及状況普及状況普及状況普及状況などによりなどによりなどによりなどにより、、、、受診受診受診受診することがすることがすることがすることが容易容易容易容易であるとであるとであるとであると認認認認められるめられるめられるめられる

場合場合場合場合にはにはにはには該当該当該当該当しないこととなっているしないこととなっているしないこととなっているしないこととなっている。。。。    

        泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院まではまではまではまでは約約約約 13km13km13km13kmとととと比較的近比較的近比較的近比較的近くくくく、、、、所要時間所要時間所要時間所要時間

はははは乗用車乗用車乗用車乗用車でででで約約約約 18181818分分分分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、、、、国国国国のののの基準基準基準基準のののの「「「「容易容易容易容易にににに医療機関医療機関医療機関医療機関をををを利用利用利用利用するするするする

ことができないことができないことができないことができない地区地区地区地区」」」」とはとはとはとは判断判断判断判断しししし難難難難いいいい状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。    

    ○○○○支笏湖診療所支笏湖診療所支笏湖診療所支笏湖診療所    

        泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所とととと同様同様同様同様にににに地域地域地域地域のののの医療医療医療医療をををを確保確保確保確保するするするする役割役割役割役割とともにとともにとともにとともに、、、、観光地観光地観光地観光地であるとであるとであるとであると

いういういういう特性特性特性特性からからからから、、、、観光客観光客観光客観光客へのへのへのへの対応対応対応対応もももも役割役割役割役割のののの一一一一つとなっているつとなっているつとなっているつとなっている。。。。    

        支笏湖地区支笏湖地区支笏湖地区支笏湖地区はははは市街地市街地市街地市街地とをとをとをとを結結結結ぶぶぶぶ交通機関交通機関交通機関交通機関としてとしてとしてとして、、、、バスがバスがバスがバスが 1111日日日日 4444往復運行往復運行往復運行往復運行してしてしてして

いるもいるもいるもいるものののののののの、、、、地区地区地区地区のののの住民住民住民住民がががが公共公共公共公共交通交通交通交通機関機関機関機関をををを利用利用利用利用してしてしてして市街地市街地市街地市街地のののの医療機関医療機関医療機関医療機関にににに行行行行くくくく

までまでまでまで徒歩徒歩徒歩徒歩をををを含含含含めてめてめてめて 1111時間時間時間時間要要要要することからすることからすることからすることから、「、「、「、「容易容易容易容易にににに医療機関医療機関医療機関医療機関をををを利用利用利用利用することがすることがすることがすることが

できないできないできないできない地区地区地区地区」」」」にににに該当該当該当該当するするするする。。。。    

    

（（（（社会医療法人社会医療法人社会医療法人社会医療法人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明説明説明説明））））    

    社会医療法人社会医療法人社会医療法人社会医療法人とはとはとはとは、、、、平成平成平成平成 19191919年度年度年度年度にににに創設創設創設創設されたされたされたされた新新新新しいしいしいしい医療法人医療法人医療法人医療法人のののの区分区分区分区分ででででありありありあり、、、、    

業務内業務内業務内業務内容容容容はははは救救救救急医療急医療急医療急医療、、、、災害医療災害医療災害医療災害医療、、、、へきへきへきへき地医療地医療地医療地医療などなどなどなど、、、、特特特特にににに地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて必要必要必要必要とさとさとさとさ    

れるれるれるれる公益性公益性公益性公益性のののの高高高高いいいい医療医療医療医療のののの実施実施実施実施をををを義務付義務付義務付義務付けるけるけるける一方一方一方一方でででで、、、、収益事業収益事業収益事業収益事業のののの実施実施実施実施がががが認認認認められめられめられめられ、、、、    
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経営経営経営経営のののの安定化安定化安定化安定化とととと地域医療地域医療地域医療地域医療のののの強化強化強化強化をををを図図図図るものであるるものであるるものであるるものである。。。。    

    創設創設創設創設のののの経緯経緯経緯経緯はははは、、、、救急医療救急医療救急医療救急医療やややや小児小児小児小児・・・・周産期医療周産期医療周産期医療周産期医療、、、、へきへきへきへき地医療地医療地医療地医療などのなどのなどのなどの公益性公益性公益性公益性のののの高高高高    

いいいい医療医療医療医療をををを担担担担ってきたってきたってきたってきた公立病院公立病院公立病院公立病院がががが、、、、経営難経営難経営難経営難などからなどからなどからなどからこれらこれらこれらこれら医療医療医療医療のののの提供提供提供提供をををを継続継続継続継続しししし難難難難    

いいいい状況状況状況状況となってきたためとなってきたためとなってきたためとなってきたため、、、、これらこれらこれらこれら医療医療医療医療をををを担担担担うううう役割役割役割役割をををを果果果果たすべくたすべくたすべくたすべく創設創設創設創設されたされたされたされたものものものもの    

であるであるであるである。。。。    

社会医療法人社会医療法人社会医療法人社会医療法人のののの認定認定認定認定をををを受受受受けるためにはけるためにはけるためにはけるためには、、、、都道府県知事都道府県知事都道府県知事都道府県知事のののの認定認定認定認定をををを受受受受けるけるけるける必要必要必要必要がががが    

ありありありあり、、、、認定認定認定認定のののの要件要件要件要件としてとしてとしてとして、、、、地域地域地域地域でででで特特特特にににに必要必要必要必要なななな医療医療医療医療のいずれかのいずれかのいずれかのいずれか一一一一つをつをつをつを実施実施実施実施ししししなけなけなけなけ

ればならないればならないればならないればならない。。。。    

法人法人法人法人のののの特徴特徴特徴特徴ととととしてはしてはしてはしては、、、、収益事業収益事業収益事業収益事業のののの実施実施実施実施がががが可能可能可能可能となるとなるとなるとなる点点点点でありでありでありであり、、、、法人税法人税法人税法人税のののの優遇優遇優遇優遇    

措置措置措置措置やややや社会医療法人債社会医療法人債社会医療法人債社会医療法人債をををを発行発行発行発行しししし、、、、法人自法人自法人自法人自らららら資金資金資金資金のののの調達調達調達調達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。。。。    

    法人創法人創法人創法人創設設設設のののの効果効果効果効果としてはとしてはとしてはとしては、、、、収益事業収益事業収益事業収益事業のののの実施実施実施実施などによりなどによりなどによりなどにより、、、、法人法人法人法人のののの経営経営経営経営がががが安定安定安定安定しししし    

地域医地域医地域医地域医療療療療のののの安定的安定的安定的安定的、、、、継続的継続的継続的継続的なななな提供提供提供提供をををを行行行行うことがうことがうことがうことが期待期待期待期待できるできるできるできる。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後はははは経営経営経営経営    

状況状況状況状況がががが厳厳厳厳しくなったしくなったしくなったしくなった公立病院公立病院公立病院公立病院のののの受受受受けけけけ皿皿皿皿となることがとなることがとなることがとなることが期待期待期待期待できるできるできるできる。。。。    

    平成平成平成平成 22222222年年年年 4444月現在月現在月現在月現在でででで、、、、全国全国全国全国 94949494法人法人法人法人、、、、道内道内道内道内 7777法人法人法人法人がががが社会医療法人社会医療法人社会医療法人社会医療法人のののの認定認定認定認定をををを受受受受    

けているけているけているけている。。。。    

        

（（（（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補足説明補足説明補足説明補足説明））））    

    医療医療医療医療はははは、、、、公共財公共財公共財公共財というというというという基本的原則基本的原則基本的原則基本的原則があるががあるががあるががあるが、、、、経済性経済性経済性経済性についてもについてもについてもについても考考考考えていくえていくえていくえていく必必必必    

要要要要があるがあるがあるがある。。。。    

今回今回今回今回両診療所両診療所両診療所両診療所のののの方向性方向性方向性方向性をををを検討検討検討検討するにするにするにするに当当当当たりたりたりたり、、、、どちらのどちらのどちらのどちらの経営状況経営状況経営状況経営状況もももも赤字赤字赤字赤字であるであるであるである

ことことことことはははは事実事実事実事実であるであるであるであるためためためため、、、、経済性経済性経済性経済性というというというという面面面面でででで、、、、千歳市千歳市千歳市千歳市がどこまでがどこまでがどこまでがどこまで負担負担負担負担してしてしてしていいいいくかくかくかくか、、、、

千歳市民千歳市民千歳市民千歳市民がどこまでがどこまでがどこまでがどこまで協力協力協力協力していくかしていくかしていくかしていくか、、、、とととといういういういう点点点点がががが問題問題問題問題となってくるとなってくるとなってくるとなってくる。。。。    

    資料資料資料資料 4444でででで検討検討検討検討のののの視点視点視点視点としてとしてとしてとして、、、、「「「「必要性必要性必要性必要性」」」」とととと「「「「地域地域地域地域のののの特性特性特性特性」」」」、、、、「「「「運営主体運営主体運営主体運営主体」」」」といといといとい    

うううう 3333つのつのつのつの視点視点視点視点があったがあったがあったがあった。。。。これこれこれこれららららをををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて考考考考えるとえるとえるとえると、、、、まずまずまずまず「「「「必要性必要性必要性必要性」」」」というというというという点点点点    

ではではではでは泉郷泉郷泉郷泉郷はははは舗装道路舗装道路舗装道路舗装道路がががが整備整備整備整備されされされされ、、、、車車車車でででで 15151515分分分分程度程度程度程度のののの位置位置位置位置にありにありにありにあり、、、、果果果果たしてたしてたしてたして診療診療診療診療    

所所所所をををを設置設置設置設置しておくしておくしておくしておく必要性必要性必要性必要性があるのかがあるのかがあるのかがあるのかというというというという点点点点がががが検討検討検討検討のポイントになるのポイントになるのポイントになるのポイントになる。。。。    

    「「「「地域地域地域地域のののの特性特性特性特性」」」」というというというという面面面面ではではではでは、、、、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千歳市千歳市千歳市千歳市のののの観光政策観光政策観光政策観光政策とととと関関関関わってわってわってわって    

くるくるくるく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考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。観光政策上観光政策上観光政策上観光政策上、、、、診療所診療所診療所診療所がががが必要必要必要必要とととと判断判断判断判断されるのでされるのでされるのでされるので    

あればあればあればあれば、、、、そこがそこがそこがそこが検討検討検討検討のののの大大大大きなポイントになってくるのではないかときなポイントになってくるのではないかときなポイントになってくるのではないかときなポイントになってくるのではないかと考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

    「「「「運営主体運営主体運営主体運営主体」」」」のののの視点視点視点視点からからからから、、、、社会医療法人社会医療法人社会医療法人社会医療法人のののの紹介紹介紹介紹介があったがあったがあったがあった。。。。社会医療法人社会医療法人社会医療法人社会医療法人とはとはとはとは、、、、    

簡単簡単簡単簡単にににに言言言言うとうとうとうと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するするするする医療法人医療法人医療法人医療法人のことのことのことのことであるであるであるである。。。。そのそのそのその中中中中でもよりでもよりでもよりでもより公公公公    

益性益性益性益性のののの高高高高いいいい医療医療医療医療をををを提供提供提供提供しているところしているところしているところしているところはははは、、、、社会医療法人社会医療法人社会医療法人社会医療法人としてとしてとしてとして法人税法人税法人税法人税のののの優遇優遇優遇優遇なななな    

どをどをどをどを受受受受けられけられけられけられるるるる制度制度制度制度であるであるであるである。。。。    

    社会医療法人社会医療法人社会医療法人社会医療法人はははは、、、、自治体病院自治体病院自治体病院自治体病院のののの指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者になれるというになれるというになれるというになれるという観点観点観点観点からからからから、、、、診療所診療所診療所診療所    

のののの運営運営運営運営をををを任任任任せるせるせるせる方法方法方法方法もあもあもあもあるるるるというというというという方法論方法論方法論方法論としてとしてとしてとして、、、、今回事務局今回事務局今回事務局今回事務局からこのからこのからこのからこの御説明御説明御説明御説明がががが    

あったものとあったものとあったものとあったものと理解理解理解理解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））））    

両診療所両診療所両診療所両診療所をををを合計合計合計合計するとするとするとすると 4,0004,0004,0004,000万円程度万円程度万円程度万円程度のののの赤字額赤字額赤字額赤字額がありがありがありがあり、、、、本院本院本院本院とあわせてとあわせてとあわせてとあわせて診療診療診療診療

所所所所のののの今今今今後後後後のあのあのあのありりりり方方方方についてについてについてについてもももも本会議本会議本会議本会議でででで提言提言提言提言するものでするものでするものでするものであるあるあるある。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    両診療所両診療所両診療所両診療所のののの収支収支収支収支のののの数字数字数字数字はははは、、、、病院病院病院病院事業事業事業事業会計会計会計会計にににに含含含含まれているのかまれているのかまれているのかまれているのか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    附属診療所附属診療所附属診療所附属診療所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会計会計会計会計のののの中中中中にはにはにはには入入入入っているがっているがっているがっているが、、、、赤字額赤字額赤字額赤字額はははは全額一般全額一般全額一般全額一般    

会計会計会計会計がががが補補補補てんしているためてんしているためてんしているためてんしているため、、、、病院病院病院病院のののの赤字赤字赤字赤字ととととはなっていないはなっていないはなっていないはなっていない。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    結局結局結局結局はははは、、、、千歳市全体千歳市全体千歳市全体千歳市全体のことをのことをのことをのことを考考考考えるとえるとえるとえると赤字赤字赤字赤字というというというという押押押押さえさえさえさえ方方方方でででで良良良良いかいかいかいか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    厳密厳密厳密厳密にににに言言言言うとうとうとうと、、、、地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税がががが、、、、一診療所当一診療所当一診療所当一診療所当たりたりたりたり約約約約 700700700700万円程度入万円程度入万円程度入万円程度入っっっっているているているている。。。。

地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税はははは、、、、税金税金税金税金とととと同同同同じでじでじでじで自由自由自由自由にににに使使使使えるおえるおえるおえるお金金金金であるためであるためであるためであるため、、、、そのようにそのようにそのようにそのように見見見見てててて    

いただいてもよろしいかもしれないいただいてもよろしいかもしれないいただいてもよろしいかもしれないいただいてもよろしいかもしれない。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    時時時時々々々々泉郷地区泉郷地区泉郷地区泉郷地区のののの方方方方々々々々がががが、、、、バスバスバスバスにににに乗乗乗乗りりりり合合合合わせてわせてわせてわせて市民病院市民病院市民病院市民病院へへへへ通院通院通院通院しているのをしているのをしているのをしているのを見見見見    

かけるがかけるがかけるがかけるが、、、、ここここのようにのようにのようにのように通院通院通院通院バスバスバスバスをををを利用利用利用利用すればすればすればすれば、、、、泉郷泉郷泉郷泉郷のののの方方方方々々々々もももも市民病院市民病院市民病院市民病院でででで受診受診受診受診可可可可    

能能能能になになになにな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。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    いずいずいずいずみみみみ学園学園学園学園はバスをはバスをはバスをはバスを保有保有保有保有しているためしているためしているためしているため、、、、集団健診集団健診集団健診集団健診のののの際際際際にバスをにバスをにバスをにバスを利用利用利用利用しているしているしているしている    

ものとものとものとものと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。またまたまたまた、、、、泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所のののの担当医師担当医師担当医師担当医師がががが往診往診往診往診するするするする場合場合場合場合もあるもあるもあるもある。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所をををを例例例例にににに挙挙挙挙げさせていただくとげさせていただくとげさせていただくとげさせていただくと、、、、平成平成平成平成 22222222年度年度年度年度のののの収支予定収支予定収支予定収支予定赤字額赤字額赤字額赤字額    

8,4028,4028,4028,402千円千円千円千円をををを予定患者数予定患者数予定患者数予定患者数 909909909909人人人人でででで割割割割るとるとるとると、、、、一人当一人当一人当一人当たりのたりのたりのたりの単価単価単価単価がががが 9,2439,2439,2439,243円円円円となるとなるとなるとなる。。。。    

そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、診療所診療所診療所診療所をををを廃止廃止廃止廃止しししし、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院までのタクシーまでのタクシーまでのタクシーまでのタクシー代代代代をををを負担負担負担負担ししししたとしたとしたとしたとしてもてもてもても    

そのそのそのその分分分分のののの赤字赤字赤字赤字はははは賄賄賄賄えるのではないかえるのではないかえるのではないかえるのではないか。。。。地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税がががが無無無無くなるというくなるというくなるというくなるという点点点点からからからからすすすするるるる    

とととと、、、、千歳市千歳市千歳市千歳市のののの負担負担負担負担はははは増増増増えるかもしれないがえるかもしれないがえるかもしれないがえるかもしれないが、、、、国全体国全体国全体国全体でででで見見見見るとそのるとそのるとそのるとその方方方方がががが赤字赤字赤字赤字額額額額をををを    

抑抑抑抑えられえられえられえられるのではないかるのではないかるのではないかるのではないか。。。。    
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（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    両診療所両診療所両診療所両診療所のののの経営状況経営状況経営状況経営状況についてについてについてについて、、、、もうもうもうもう少少少少しししし詳詳詳詳しくしくしくしく説明説明説明説明させていただくとさせていただくとさせていただくとさせていただくと、、、、一一一一つつつつ    

ポイントとなるポイントとなるポイントとなるポイントとなる点点点点はははは、、、、給与費給与費給与費給与費のののの部分部分部分部分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。。。。    

例例例例えばえばえばえば、、、、資料資料資料資料 4444    P.4P.4P.4P.4泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所のののの給与費給与費給与費給与費でででで、、、、平成平成平成平成 22222222年度年度年度年度はははは 7,7907,7907,7907,790千円千円千円千円とあとあとあとあ    

るがるがるがるが、、、、これはこれはこれはこれは看護師二人看護師二人看護師二人看護師二人分分分分のののの給与費給与費給与費給与費でありでありでありであり、、、、医師分医師分医師分医師分はははは含含含含まれていないまれていないまれていないまれていない。。。。医師医師医師医師にににに

ついてはついてはついてはついては、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院のののの医師医師医師医師とととと市市市市のののの嘱託嘱託嘱託嘱託のののの医監医監医監医監がががが担当担当担当担当しているためしているためしているためしているため、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ市市市市

民病院民病院民病院民病院とととと市市市市でででで給与給与給与給与をををを支払支払支払支払っているっているっているっている。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、本来本来本来本来のののの医師分医師分医師分医師分のののの給与費給与費給与費給与費をををを診療所診療所診療所診療所

にににに按分按分按分按分するとするとするとすると、、、、赤字額赤字額赤字額赤字額はもうはもうはもうはもう少少少少しししし増増増増えることとなるえることとなるえることとなるえることとなる。。。。    

同様同様同様同様にににに P.8P.8P.8P.8    支笏湖診療所支笏湖診療所支笏湖診療所支笏湖診療所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 20202020年度年度年度年度まではまではまではまでは市市市市のののの嘱託医嘱託医嘱託医嘱託医がががが担担担担    

当当当当していたためしていたためしていたためしていたため、、、、給与費給与費給与費給与費 7,4837,4837,4837,483千円千円千円千円はははは看護師二人看護師二人看護師二人看護師二人分分分分のもののもののもののものであったであったであったであった。。。。平成平成平成平成 21212121年年年年

度度度度からはからはからはからは、、、、交替交替交替交替でででで民間医療機関民間医療機関民間医療機関民間医療機関からからからから医師医師医師医師をををを招招招招いたことによりいたことによりいたことによりいたことにより、、、、給与費給与費給与費給与費がががが急激急激急激急激にににに

増増増増ええええたものであるたものであるたものであるたものである。。。。    

またまたまたまた、、、、支笏湖支笏湖支笏湖支笏湖診療所診療所診療所診療所はへきはへきはへきはへき地診療所地診療所地診療所地診療所のののの位置付位置付位置付位置付けとなっておりけとなっておりけとなっておりけとなっており、、、、道央道央道央道央にへきにへきにへきにへき地地地地

診療所診療所診療所診療所はははは支笏湖支笏湖支笏湖支笏湖診療所診療所診療所診療所をををを含含含含めめめめ三三三三つしかないつしかないつしかないつしかない。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    住民住民住民住民はやはりはやはりはやはりはやはり、、、、診療所診療所診療所診療所をををを無無無無くさないでくさないでくさないでくさないで欲欲欲欲しいというしいというしいというしいという考考考考ええええなのかなのかなのかなのか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    公共施設公共施設公共施設公共施設のののの存廃問題存廃問題存廃問題存廃問題をををを挙挙挙挙げるとげるとげるとげると、、、、最初最初最初最初はできればはできればはできればはできれば残残残残してほしいというしてほしいというしてほしいというしてほしいという意見意見意見意見    

になるになるになるになるののの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考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。公共施設公共施設公共施設公共施設はははは、、、、シンボルシンボルシンボルシンボル的的的的なななな要素要素要素要素がががが強強強強くくくく、、、、施施施施    

設設設設がががが無無無無くくくくなることになることになることになることに反対反対反対反対するするするする感覚感覚感覚感覚がががが生生生生まれるのではないかとまれるのではないかとまれるのではないかとまれるのではないか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をををを無無無無くすことでくすことでくすことでくすことで、、、、泉郷泉郷泉郷泉郷・・・・支笏湖地区支笏湖地区支笏湖地区支笏湖地区のののの住民住民住民住民をををを不安不安不安不安がらせがらせがらせがらせててててははははいけいけいけいけないないないない。。。。    

両診療所両診療所両診療所両診療所ともともともとも患者数患者数患者数患者数がががが 1111日日日日 4444、、、、5555人人人人程度程度程度程度なのなのなのなのであればであればであればであれば、、、、診療所診療所診療所診療所をををを開設開設開設開設するするするする以外以外以外以外    

にににに違違違違うやりうやりうやりうやり方方方方があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないかとととと思思思思うううう。。。。とにかくとにかくとにかくとにかく医療医療医療医療にににに関関関関わるわるわるわる方方方方がいるだけがいるだけがいるだけがいるだけ    

でででで安心安心安心安心できるのであればできるのであればできるのであればできるのであれば、、、、看護看護看護看護師等師等師等師等をををを常設常設常設常設するなどするなどするなどするなどのやりのやりのやりのやり方方方方もあるもあるもあるもあるのではないのではないのではないのではない    

かかかか。。。。またまたまたまた、、、、年間年間年間年間 44444444人人人人のののの観光客観光客観光客観光客のののの受診受診受診受診ののののためにためにためにために、、、、365365365365日診療所日診療所日診療所日診療所をををを開設開設開設開設するするするする必要必要必要必要はははは    

ないのでないのでないのでな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。。。。安心安心安心安心しながらもしながらもしながらもしながらも、、、、方向性方向性方向性方向性をををを変変変変えてえてえてえていくやりいくやりいくやりいくやり方方方方ががががあるあるあるある    

のではのではのでは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））））    

    数年前数年前数年前数年前からからからから支笏湖支笏湖支笏湖支笏湖にににに救急車救急車救急車救急車がががが配置配置配置配置されているということはされているということはされているということはされているということは、、、、救急救命士救急救命士救急救命士救急救命士もいもいもいもい

るのではないかるのではないかるのではないかるのではないか。。。。消防署消防署消防署消防署をををを診療所代診療所代診療所代診療所代わりにわりにわりにわりに使使使使うことはできないかもしれないがうことはできないかもしれないがうことはできないかもしれないがうことはできないかもしれないが、、、、
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違違違違うううう形形形形でそこにいるでそこにいるでそこにいるでそこにいる人材人材人材人材をををを活用活用活用活用するするするする弾力的弾力的弾力的弾力的なななな方法方法方法方法をををを考考考考えればえればえればえれば、、、、診療所診療所診療所診療所がががが無無無無くてくてくてくて

もよいのではないかもよいのではないかもよいのではないかもよいのではないか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    消防署消防署消防署消防署とととと診療所診療所診療所診療所はははは全全全全くくくく役割役割役割役割がががが違違違違うためうためうためうため、、、、消防消防消防消防をををを利用利用利用利用するするするする議論議論議論議論にはならないこにはならないこにはならないこにはならないこ

とをとをとをとを御理解御理解御理解御理解いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。    

    またまたまたまた別別別別のののの視点視点視点視点でででで、、、、先程先程先程先程からからからから「「「「安心安心安心安心」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉がががが出出出出ててててきてきてきてきているいるいるいるがががが、、、、地域地域地域地域住民住民住民住民

のののの「「「「安心安心安心安心」」」」というというというという意味意味意味意味ではではではでは、、、、怪我怪我怪我怪我やややや激痛激痛激痛激痛などなどなどなど命命命命にににに関関関関わることにわることにわることにわることに対応対応対応対応してもらえしてもらえしてもらえしてもらえ

ることがることがることがることが、「、「、「、「安心安心安心安心」」」」をををを得得得得るレベルだとするとるレベルだとするとるレベルだとするとるレベルだとすると、、、、両診療所両診療所両診療所両診療所はそこまでレベルのはそこまでレベルのはそこまでレベルのはそこまでレベルの高高高高いいいい

医療医療医療医療はははは提供提供提供提供できないできないできないできない状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。またまたまたまた、、、、時間時間時間時間をををを含含含含めためためためた距離的距離的距離的距離的なななな問題問題問題問題もあるもあるもあるもある。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    両診療所両診療所両診療所両診療所をををを２２２２つにつにつにつに分分分分けてけてけてけて考考考考えたえたえたえた方方方方がががが良良良良いといといといと思思思思うううう。。。。    

    泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所はははは、、、、アクセスアクセスアクセスアクセス的的的的にににに見見見見てもてもてもても無無無無くなることはくなることはくなることはくなることは全全全全くくくく問題問題問題問題ないとないとないとないと思思思思うううう。。。。そそそそ

れよりはれよりはれよりはれよりは、、、、患者患者患者患者さんのさんのさんのさんの搬送搬送搬送搬送のことについてのことについてのことについてのことについて考考考考えたえたえたえた方方方方がよりベターだとがよりベターだとがよりベターだとがよりベターだと思思思思うううう。。。。    

    例例例例えばえばえばえば、、、、いずみいずみいずみいずみ学園学園学園学園でバスをでバスをでバスをでバスを持持持持っているのであればっているのであればっているのであればっているのであれば、、、、緊急緊急緊急緊急をををを要要要要さないさないさないさない場合場合場合場合はははは、、、、

バスでバスでバスでバスで運運運運んでもらうんでもらうんでもらうんでもらう方方方方がよがよがよがよりベターなのではないかりベターなのではないかりベターなのではないかりベターなのではないか。。。。診療所診療所診療所診療所にににに出向出向出向出向いいいいているているているている医医医医

師師師師がががが効率的効率的効率的効率的にににに稼働稼働稼働稼働していないことにしていないことにしていないことにしていないことに対対対対してしてしてして、、、、市民市民市民市民がどうがどうがどうがどう思思思思うかうかうかうか、、、、ということのということのということのということの

方方方方がががが問題問題問題問題であるであるであるである。。。。    

    泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所はははは午前午前午前午前のみののみののみののみの診療診療診療診療でででで入院施設入院施設入院施設入院施設もないためもないためもないためもないため、、、、診療所診療所診療所診療所でででで提供提供提供提供できるできるできるできる医医医医

療療療療にはにはにはには限界限界限界限界があることからがあることからがあることからがあることから、、、、診療所診療所診療所診療所のののの存続存続存続存続よりもよりもよりもよりも緊急搬送緊急搬送緊急搬送緊急搬送についてについてについてについて考考考考えたえたえたえた方方方方がががが

良良良良いといといといと思思思思うううう。。。。    

    またまたまたまた、、、、先程泉郷地区先程泉郷地区先程泉郷地区先程泉郷地区のののの方方方方にはにはにはには当院受診当院受診当院受診当院受診にににに係係係係るタクシーるタクシーるタクシーるタクシー代代代代をををを負担負担負担負担するというするというするというするという案案案案

があったががあったががあったががあったが、、、、公正公正公正公正・・・・公平性公平性公平性公平性のののの点点点点からみるとからみるとからみるとからみると、、、、当院当院当院当院をををを受診受診受診受診するするするする全患者全患者全患者全患者にタクシーにタクシーにタクシーにタクシー

代代代代をををを支払支払支払支払わなくてはならなくなるためわなくてはならなくなるためわなくてはならなくなるためわなくてはならなくなるため、、、、そういったそういったそういったそういった結論結論結論結論にはならないとにはならないとにはならないとにはならないと思思思思うううう。。。。

あるあるあるある程度程度程度程度自分自分自分自分のののの病気病気病気病気はははは自分自分自分自分でででで守守守守るというるというるというるという行動行動行動行動もももも必要必要必要必要であるしであるしであるしであるし、、、、利益者負担利益者負担利益者負担利益者負担のののの考考考考

ええええ方方方方もももも必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思うううう。。。。    

    泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所のののの存続存続存続存続についてについてについてについて市民市民市民市民にににに問問問問えばえばえばえば、、、、反対反対反対反対のののの声声声声がががが多多多多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

われるわれるわれるわれる。。。。    

    

（（（（事務事務事務事務局長局長局長局長））））    

    支笏湖支笏湖支笏湖支笏湖診療所診療所診療所診療所についてもについてもについてもについても必要必要必要必要ないというないというないというないという考考考考ええええ方方方方でよろしいかでよろしいかでよろしいかでよろしいか。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    支笏湖支笏湖支笏湖支笏湖はははは、、、、泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所とはとはとはとは別別別別にににに考考考考えたえたえたえた方方方方がががが良良良良いといといといと思思思思っているっているっているっている。。。。    
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（（（（事務事務事務事務局長局長局長局長））））    

    支笏湖診療所支笏湖診療所支笏湖診療所支笏湖診療所はははは、、、、地域地域地域地域にににに温泉温泉温泉温泉があったりがあったりがあったりがあったり、、、、散策散策散策散策できるようなできるようなできるようなできるような場所場所場所場所があったりがあったりがあったりがあったり

というというというという点点点点でででで、、、、単純単純単純単純なななな健康診断健康診断健康診断健康診断やややや病気病気病気病気のののの対応以外対応以外対応以外対応以外にににに、、、、最近話題最近話題最近話題最近話題となっているとなっているとなっているとなっているヘルヘルヘルヘル

スツーリズムとスツーリズムとスツーリズムとスツーリズムとのののの連携連携連携連携のののの可能性可能性可能性可能性もももも考考考考えられえられえられえられるのではないるのではないるのではないるのではないかかかか。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    基本的基本的基本的基本的にはヘルスプロモーションというにはヘルスプロモーションというにはヘルスプロモーションというにはヘルスプロモーションという考考考考ええええ方方方方でででで、、、、どのようにどのようにどのようにどのように健康健康健康健康をををを作作作作ってってってって

いくかいくかいくかいくか、、、、疾病疾病疾病疾病をををを減減減減らしてらしてらしてらして医療費医療費医療費医療費をいかにをいかにをいかにをいかに減減減減らすかというらすかというらすかというらすかという概念概念概念概念につながっていくにつながっていくにつながっていくにつながっていく。。。。    

健康健康健康健康というというというという概念概念概念概念のもとでのもとでのもとでのもとで、、、、行政行政行政行政がまちづくりをがまちづくりをがまちづくりをがまちづくりを行行行行うことはうことはうことはうことは、、、、相当相当相当相当時間時間時間時間はかかはかかはかかはかか

るとるとるとると思思思思うがうがうがうが、、、、そういったそういったそういったそういった前向前向前向前向きなきなきなきな姿勢姿勢姿勢姿勢はははは良良良良いことだといことだといことだといことだと思思思思うううう。。。。健康健康健康健康というというというという概念概念概念概念はははは

医療医療医療医療のののの原点原点原点原点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））））    

    温泉療法温泉療法温泉療法温泉療法はははは、、、、道内道内道内道内でもでもでもでもいくつかいくつかいくつかいくつか事例事例事例事例があるがあるがあるがある。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    そうなるとそうなるとそうなるとそうなると、、、、社会医療法人社会医療法人社会医療法人社会医療法人でででで引受引受引受引受けるところがけるところがけるところがけるところがあるかもしれないあるかもしれないあるかもしれないあるかもしれない。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    そのようなそのようなそのようなそのような付加価値付加価値付加価値付加価値のののの付付付付くようなくようなくようなくようなことをやることをやることをやることをやる場合場合場合場合、、、、民間民間民間民間によるによるによるによる運営運営運営運営のののの方方方方がががが柔柔柔柔

軟軟軟軟にににに対応対応対応対応できできできでき、、、、事業事業事業事業としてのとしてのとしてのとしての可能性可能性可能性可能性がががが広広広広ががががるるるることもこともこともことも考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    健康志向健康志向健康志向健康志向のののの高高高高まりなどをまりなどをまりなどをまりなどを考考考考ええええるとるとるとると、、、、今後今後今後今後そのようなそのようなそのようなそのような動動動動きがきがきがきが盛盛盛盛んになんになんになんになるのではるのではるのではるのでは

ないかないかないかないか。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    診療所診療所診療所診療所のののの問題問題問題問題はははは、、、、簡単簡単簡単簡単にはにはにはには結論結論結論結論がががが出出出出ないとないとないとないと思思思思うのでうのでうのでうので、、、、皆様皆様皆様皆様のののの意見意見意見意見をあるをあるをあるをある程度程度程度程度

まとめてまとめてまとめてまとめて、、、、提言書提言書提言書提言書にににに記載記載記載記載するするするする形形形形にしてはいかがかにしてはいかがかにしてはいかがかにしてはいかがか。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    提言書提言書提言書提言書にににに記載記載記載記載するするするする内容内容内容内容はははは、、、、結論結論結論結論というよりはというよりはというよりはというよりはむしろむしろむしろむしろ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方方方方

向性向性向性向性ををををまとめまとめまとめまとめたものたものたものたものになるのではないかになるのではないかになるのではないかになるのではないか。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    社会医療法人社会医療法人社会医療法人社会医療法人はははは、、、、温泉療法温泉療法温泉療法温泉療法などのなどのなどのなどの収益事業収益事業収益事業収益事業がががが認認認認められているとめられているとめられているとめられているとあったがあったがあったがあったが、、、、そそそそ
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のののの収益事業収益事業収益事業収益事業としてとしてとしてとしてはははは、、、、ほかにほかにほかにほかに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））））    

    温泉療法温泉療法温泉療法温泉療法はははは、、、、本来本来本来本来のののの診療診療診療診療のののの拡大版拡大版拡大版拡大版というようなというようなというようなというような形形形形でででで理解理解理解理解をしていただければをしていただければをしていただければをしていただければ

とととと思思思思うううう。。。。    

    今今今今のののの医療法人医療法人医療法人医療法人はははは医業医業医業医業以外以外以外以外のことはできないがのことはできないがのことはできないがのことはできないが、、、、社社社社会医療法人会医療法人会医療法人会医療法人になるとになるとになるとになると、、、、ほかほかほかほか

のののの事業事業事業事業もできることとなるもできることとなるもできることとなるもできることとなる。。。。国国国国がなぜそれをがなぜそれをがなぜそれをがなぜそれを認認認認めたかというとめたかというとめたかというとめたかというと、、、、安定安定安定安定したしたしたした経営経営経営経営

基盤基盤基盤基盤ののののあるあるあるある社会医療社会医療社会医療社会医療法人法人法人法人をををを必要必要必要必要としたとしたとしたとしたからであからであからであからでありりりり、、、、自治体病院自治体病院自治体病院自治体病院がががが担担担担うううう役割役割役割役割のののの受受受受

けけけけ皿皿皿皿となることもとなることもとなることもとなることも期待期待期待期待ししししたようにたようにたようにたように思思思思われるわれるわれるわれる。。。。そこがそこがそこがそこが社会医療法人社会医療法人社会医療法人社会医療法人のののの最最最最もももも特徴的特徴的特徴的特徴的

なところであるなところであるなところであるなところである。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    収益事業収益事業収益事業収益事業でででで得得得得たたたた資金資金資金資金をををを医療医療医療医療のののの方方方方へへへへ回回回回したしたしたした時時時時にはにはにはには、、、、法人税法人税法人税法人税のののの優遇措置優遇措置優遇措置優遇措置をををを受受受受けけけけらららら

れれれれることがることがることがることが魅力的魅力的魅力的魅力的であるためであるためであるためであるため、、、、民間医療法人民間医療法人民間医療法人民間医療法人でででで社会医療法人社会医療法人社会医療法人社会医療法人になりたいとになりたいとになりたいとになりたいと手手手手をををを

挙挙挙挙げげげげるところはるところはるところはるところは必必必必ずあるとずあるとずあるとずあると思思思思うううう。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    本日本日本日本日おおおお話話話話いただいたいただいたいただいたいただいた内容内容内容内容でででで、、、、次回次回次回次回のののの会議会議会議会議までにまでにまでにまでにまとめのまとめのまとめのまとめの作業作業作業作業をををを進進進進めていきためていきためていきためていきた

いといといといと思思思思うううう。。。。皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから送送送送っていただくっていただくっていただくっていただく意見意見意見意見やややや指摘指摘指摘指摘もももも勘案勘案勘案勘案しししし、、、、最終的最終的最終的最終的なななな提言書提言書提言書提言書をををを

作成作成作成作成ししししていきたいていきたいていきたいていきたい。。。。    

    

３３３３....閉会閉会閉会閉会    


