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第第第第１１１１回市立千歳市民病院経営改革会議回市立千歳市民病院経営改革会議回市立千歳市民病院経営改革会議回市立千歳市民病院経営改革会議    会議概要会議概要会議概要会議概要    

    

【【【【日日日日            時時時時】】】】        平成平成平成平成 21212121年年年年 7777月月月月 27272727日日日日（（（（月月月月））））    18181818：：：：30303030～～～～20202020：：：：30303030    

    

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

    

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

◎◎◎◎委委委委            員員員員        吉田吉田吉田吉田    淳一委員淳一委員淳一委員淳一委員、、、、立花立花立花立花    理彦委員理彦委員理彦委員理彦委員、、、、長澤長澤長澤長澤    邦雄委員邦雄委員邦雄委員邦雄委員、、、、    

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

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

    

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

    

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

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

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

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

    

    

１１１１    開会開会開会開会    

    

２２２２    依頼状依頼状依頼状依頼状のののの交付交付交付交付    

    山口市長山口市長山口市長山口市長がががが公務公務公務公務につきにつきにつきにつき欠席欠席欠席欠席しているためしているためしているためしているため、、、、堀本院長堀本院長堀本院長堀本院長よりよりよりより依頼状依頼状依頼状依頼状をををを委員委員委員委員８８８８名名名名へへへへ

交付交付交付交付。。。。    

    

３３３３    挨拶挨拶挨拶挨拶    

    堀本院長堀本院長堀本院長堀本院長よりよりよりより挨拶挨拶挨拶挨拶。。。。    

    

４４４４    委員委員委員委員、、、、アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー及及及及びびびび職員職員職員職員紹介紹介紹介紹介    

    

５５５５    会長及会長及会長及会長及びびびび副会長副会長副会長副会長のののの選出選出選出選出    

    会長会長会長会長にににに吉田委員吉田委員吉田委員吉田委員、、、、副会長副会長副会長副会長にににに長澤委員長澤委員長澤委員長澤委員がががが選出選出選出選出されたされたされたされた。。。。    

        

６６６６    諮問書諮問書諮問書諮問書のののの交付交付交付交付    

    堀本院長堀本院長堀本院長堀本院長からからからから吉田会長吉田会長吉田会長吉田会長にににに諮問書諮問書諮問書諮問書をををを交付交付交付交付。。。。    



2 
 

７７７７    議題議題議題議題    

①①①① 会議会議会議会議のののの目的目的目的目的、、、、スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール、、、、公開公開公開公開についてについてについてについて    

（（（（会議会議会議会議のののの目的目的目的目的につにつにつについていていていて事務局事務局事務局事務局よりよりよりより説明説明説明説明））））    

公立病院公立病院公立病院公立病院がががが、、、、国国国国のののの医療費抑制政策医療費抑制政策医療費抑制政策医療費抑制政策やややや深刻化深刻化深刻化深刻化するするするする医師不足医師不足医師不足医師不足などのなどのなどのなどの影響影響影響影響によりによりによりにより、、、、

極極極極めてめてめてめて厳厳厳厳しいしいしいしい経営環境経営環境経営環境経営環境におかれていにおかれていにおかれていにおかれているるるるなかなかなかなか、、、、地域地域地域地域にににに必要必要必要必要なななな医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制をををを確保確保確保確保

しししし、、、、安全安全安全安全でででで質質質質のののの高高高高いいいい医療医療医療医療をををを持続可能持続可能持続可能持続可能なものとするためなものとするためなものとするためなものとするため、、、、本年本年本年本年 2222月月月月「「「「市立千歳市市立千歳市市立千歳市市立千歳市

民病院改革民病院改革民病院改革民病院改革プランプランプランプラン」」」」をををを策定策定策定策定したしたしたした。。。。    

改革改革改革改革プランではプランではプランではプランでは、、、、有識者有識者有識者有識者のののの方方方方やややや住民住民住民住民のののの方方方方などでなどでなどでなどで構成構成構成構成するするするする組織組織組織組織をををを設置設置設置設置しししし、、、、今後今後今後今後

のののの市民病院市民病院市民病院市民病院のののの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やややや改革改革改革改革プランのプランのプランのプランの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの評価評価評価評価についてについてについてについて、、、、専門的専門的専門的専門的

かつかつかつかつ客観的客観的客観的客観的なななな立場立場立場立場からからからから広広広広くごくごくごくご意見意見意見意見をいただくことをいただくことをいただくことをいただくこととしておりとしておりとしておりとしており、、、、これにこれにこれにこれに基基基基づきづきづきづき、、、、

このこのこのこの度本会議度本会議度本会議度本会議をををを開催開催開催開催するするするする運運運運びとなったびとなったびとなったびとなった。。。。    

本会本会本会本会議議議議はははは、、、、市長市長市長市長からのからのからのからの諮問諮問諮問諮問をををを受受受受けけけけ、、、、地域地域地域地域のののの基幹病院基幹病院基幹病院基幹病院としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた

うえでうえでうえでうえで、、、、今後今後今後今後のののの市民病院市民病院市民病院市民病院の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していただくとともにしていただくとともにしていただくとともにしていただくとともに、「、「、「、「改革改革改革改革

プランプランプランプラン」」」」のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてについてについてについて毎年度評価毎年度評価毎年度評価毎年度評価していただくことをしていただくことをしていただくことをしていただくことを主主主主なななな目的目的目的目的としていとしていとしていとしてい

るるるる。。。。    

    

（（（（会議会議会議会議のののの日程案日程案日程案日程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よりよりよりより説明説明説明説明））））    

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はについてはについてはについては、、、、本日本日本日本日をををを含含含含めめめめ平成平成平成平成 22222222年年年年７７７７月月月月までにまでにまでにまでに６６６６回程度回程度回程度回程度のののの会議会議会議会議    

をををを経経経経てててて、、、、市長市長市長市長へのへのへのへの提言提言提言提言をとりまとめていただくをとりまとめていただくをとりまとめていただくをとりまとめていただく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。。。。    

またまたまたまた、、、、改革改革改革改革プランのプランのプランのプランの評価評価評価評価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 22222222年年年年からからからから平成平成平成平成 25252525年年年年のののの 7777月頃月頃月頃月頃までまでまでまで    

にににに年年年年 2222回程度回程度回程度回程度おおおお集集集集まりいただきまりいただきまりいただきまりいただき、、、、年度年度年度年度ごとのごとのごとのごとの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況につにつにつについていていていて評価評価評価評価をしをしをしをしていたていたていたていた    

だくとともにだくとともにだくとともにだくとともに、、、、最終最終最終最終のののの平成平成平成平成 25252525年年年年 7777月月月月にはにはにはには、、、、プランプランプランプラン全体全体全体全体のののの実施結果実施結果実施結果実施結果をををを総括総括総括総括したしたしたした    

報告書報告書報告書報告書をををを市長市長市長市長にににに提出提出提出提出していただくしていただくしていただくしていただく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。。。。    

    

（（（（会議会議会議会議のののの公開公開公開公開についてについてについてについて））））    

    傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者のののの定員定員定員定員についてはについてはについてはについては、、、、５５５５名名名名にににに決定決定決定決定されたされたされたされた。。。。    

    傍聴要領傍聴要領傍聴要領傍聴要領についてについてについてについて、、、、資料資料資料資料６６６６のとおりのとおりのとおりのとおり決定決定決定決定したしたしたした。。。。    

    会議録会議録会議録会議録のののの公開公開公開公開についてはについてはについてはについては、、、、発言者氏名発言者氏名発言者氏名発言者氏名のののの記載記載記載記載はははは行行行行わずわずわずわず、、、、発言内容発言内容発言内容発言内容をををを要約要約要約要約すすすするるるる    

形形形形でででで作成作成作成作成することがすることがすることがすることが決定決定決定決定されたされたされたされた。。。。    

    

②②②② 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についてについてについてについて    

（（（（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））））    

【【【【病院病院病院病院のののの沿革沿革沿革沿革にににについてついてついてついて】】】】    

昭和昭和昭和昭和 42424242年年年年にににに北海道北海道北海道北海道からのからのからのからの移管移管移管移管によりによりによりにより「「「「千歳市立病院千歳市立病院千歳市立病院千歳市立病院」」」」としてとしてとしてとしてスタートしスタートしスタートしスタートし、、、、平平平平

成成成成 14141414年年年年 9999月月月月にはにはにはには脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科やややや循環器科循環器科循環器科循環器科をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした二次救急二次救急二次救急二次救急・・・・高度医療体制高度医療体制高度医療体制高度医療体制のののの

確立確立確立確立、、、、またまたまたまた健診機能健診機能健診機能健診機能のののの拡充拡充拡充拡充、、、、さらにはさらにはさらにはさらには人工透析室人工透析室人工透析室人工透析室のののの新設新設新設新設などなどなどなど地域完結型医療地域完結型医療地域完結型医療地域完結型医療をををを
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目指目指目指目指してしてしてして、「、「、「、「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」」」」としてとしてとしてとして新築移転新築移転新築移転新築移転、、、、現在現在現在現在にににに至至至至るるるる。。。。    

    

【【【【施設等施設等施設等施設等のののの現状現状現状現状】】】】    

    病床数病床数病床数病床数はははは救急特例病床救急特例病床救急特例病床救急特例病床をををを含含含含めめめめ、、、、190190190190床床床床、、、、診療科目診療科目診療科目診療科目はははは 13131313科科科科、、、、建物建物建物建物はははは鉄骨鉄筋鉄骨鉄筋鉄骨鉄筋鉄骨鉄筋ココココ

ンクリートンクリートンクリートンクリート造造造造４４４４階建階建階建階建・・・・免震構造免震構造免震構造免震構造のののの病院本体病院本体病院本体病院本体ほかほかほかほか、、、、泉郷泉郷泉郷泉郷・・・・支笏湖支笏湖支笏湖支笏湖のののの 2222つのつのつのつの診療所診療所診療所診療所、、、、

医療従事者住宅医療従事者住宅医療従事者住宅医療従事者住宅 4444棟棟棟棟、、、、さらにさらにさらにさらに院内保育所院内保育所院内保育所院内保育所をををを有有有有しししし、、、、またまたまたまた、、、、病院内病院内病院内病院内にはにはにはには訪問看護訪問看護訪問看護訪問看護スススス

テーションテーションテーションテーション、、、、在宅介護支援在宅介護支援在宅介護支援在宅介護支援センターがセンターがセンターがセンターが併設併設併設併設されているされているされているされている。。。。    

    

    【【【【病病病病院理念及院理念及院理念及院理念及びびびび基本方針基本方針基本方針基本方針】】】】    

““““よりよりよりより質質質質のののの高高高高いいいい    心心心心あたたまるあたたまるあたたまるあたたまる医療医療医療医療のののの実現実現実現実現””””をををを掲掲掲掲げげげげ、、、、６６６６つのつのつのつの基本方針基本方針基本方針基本方針にににに基基基基づづづづ

きききき、、、、病院運営病院運営病院運営病院運営をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

    

【【【【職員数職員数職員数職員数】】】】    

平成平成平成平成 14141414年度年度年度年度のののの新築移転新築移転新築移転新築移転にににに伴伴伴伴うううう診療体制強化診療体制強化診療体制強化診療体制強化やややや直後直後直後直後のののの診療科増設診療科増設診療科増設診療科増設、、、、さらにはさらにはさらにはさらには看看看看

護体制護体制護体制護体制のののの充実充実充実充実をををを図図図図るためるためるためるため、、、、医師医師医師医師・・・・看護師看護師看護師看護師・・・・診療情報管理士診療情報管理士診療情報管理士診療情報管理士・・・・医療医療医療医療ソーシャルワソーシャルワソーシャルワソーシャルワ

ーカーーカーーカーーカーなどをなどをなどをなどを増員増員増員増員しししし、、、、医師数医師数医師数医師数についてはについてはについてはについては、、、、ここここここここ数年数年数年数年一定数一定数一定数一定数をををを確保確保確保確保しているしているしているしている。。。。    

        

    【【【【患者数患者数患者数患者数】】】】    

    「「「「入院患者数入院患者数入院患者数入院患者数」」」」についてはについてはについてはについては、、、、概概概概ねねねね６６６６万人程度万人程度万人程度万人程度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 20202020年度年度年度年度はははは

前年度比前年度比前年度比前年度比でででで、、、、内科内科内科内科・・・・循環器科循環器科循環器科循環器科をををを中心中心中心中心にににに 3,0003,0003,0003,000人人人人ほどほどほどほど減少減少減少減少したしたしたした。。。。    

    「「「「外来患者数外来患者数外来患者数外来患者数」」」」にににについてはついてはついてはついては、、、、平成平成平成平成 15151515年度以降年度以降年度以降年度以降やややややややや減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向にありにありにありにあり 17171717万人万人万人万人かかかか

らららら 18181818万人台万人台万人台万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。。。。    

    平成平成平成平成 20202020年度年度年度年度はははは前年度前年度前年度前年度にににに比比比比べべべべ若干増加若干増加若干増加若干増加しておりしておりしておりしており、、、、１１１１日平均患者数日平均患者数日平均患者数日平均患者数 710710710710人人人人はははは同規同規同規同規

模病院模病院模病院模病院のののの全国平均全国平均全国平均全国平均をををを大大大大きくきくきくきく上回上回上回上回るるるる状況状況状況状況であるであるであるである。。。。    

    「「「「救急患者数救急患者数救急患者数救急患者数」」」」についてはについてはについてはについては、、、、外来外来外来外来でででで減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向にあるにあるにあるにある。。。。    

    「「「「手術件数手術件数手術件数手術件数」」」」についてはについてはについてはについては整形外科整形外科整形外科整形外科・・・・産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科をををを中心中心中心中心にににに伸伸伸伸びびびび、、、、平成平成平成平成 20202020年度年度年度年度はははは新新新新

築移転後最多築移転後最多築移転後最多築移転後最多となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    「「「「分娩件数分娩件数分娩件数分娩件数」」」」についてはについてはについてはについては、、、、担当医担当医担当医担当医 1111名名名名であるがであるがであるがであるが、、、、増加増加増加増加をををを続続続続けているけているけているけている。。。。    

    「「「「地域別患者構成地域別患者構成地域別患者構成地域別患者構成」」」」はははは入院入院入院入院・・・・外来外来外来外来ともともともとも 80808080％％％％以上以上以上以上がががが千歳市内千歳市内千歳市内千歳市内からのからのからのからの受診受診受診受診、、、、恵庭恵庭恵庭恵庭

市市市市とのとのとのとの合計合計合計合計ではではではでは、、、、入院入院入院入院がががが 90909090％％％％、、、、外来外来外来外来がががが 93939393％％％％とととと、、、、このこのこのこの２２２２市市市市でほとんどをでほとんどをでほとんどをでほとんどを占占占占めるめるめるめる。。。。    

    

    【【【【決算決算決算決算のののの推移推移推移推移】】】】    

    新築移転時新築移転時新築移転時新築移転時のののの多額多額多額多額のののの投資投資投資投資にににに伴伴伴伴うううう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くきくきくきく、、、、産婦人科医師産婦人科医師産婦人科医師産婦人科医師のののの減員減員減員減員にににに

よるよるよるよる収入収入収入収入のののの減少減少減少減少、、、、診療報酬診療報酬診療報酬診療報酬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によるによるによるによる影響影響影響影響などからなどからなどからなどから、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい経営状経営状経営状経営状

況況況況がががが続続続続いているがいているがいているがいているが、、、、平成平成平成平成 16161616年度年度年度年度をををを境境境境にににに徐徐徐徐々々々々にではあるがにではあるがにではあるがにではあるが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っていっていっていってい

るるるる。。。。    
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    【【【【病院機能評価病院機能評価病院機能評価病院機能評価】】】】    

    医療医療医療医療にににに精通精通精通精通したしたしたした第三者機関第三者機関第三者機関第三者機関によるによるによるによる評価評価評価評価でありでありでありであり、、、、当院当院当院当院におにおにおにおいてはいてはいてはいては、、、、平成平成平成平成 18181818年年年年

12121212月月月月にににに「「「「バージョンバージョンバージョンバージョン 5555」」」」でのでのでのでの認定認定認定認定をををを受受受受けたけたけたけた。。。。    

    

③③③③ 市立千歳市民病院改革市立千歳市民病院改革市立千歳市民病院改革市立千歳市民病院改革プランのプランのプランのプランの概要概要概要概要についてについてについてについて    

（（（（改革改革改革改革プランのプランのプランのプランの概要概要概要概要についてについてについてについて事務局事務局事務局事務局よりよりよりより説明説明説明説明））））    

    公立病院公立病院公立病院公立病院のののの役割役割役割役割のののの定義定義定義定義はははは、「、「、「、「過疎地等過疎地等過疎地等過疎地等におけるにおけるにおけるにおける一般医療一般医療一般医療一般医療」、「」、「」、「」、「救急救急救急救急・・・・小児小児小児小児・・・・周産周産周産周産

期期期期・・・・災害災害災害災害・・・・精神精神精神精神などのなどのなどのなどの不採算不採算不採算不採算・・・・特殊部門特殊部門特殊部門特殊部門にににに関関関関わるわるわるわる医療医療医療医療のののの提供提供提供提供」、「」、「」、「」、「地域地域地域地域のののの民間医民間医民間医民間医

療機関療機関療機関療機関ではではではでは限界限界限界限界のあるのあるのあるのある高度高度高度高度・・・・先進医療先進医療先進医療先進医療のののの提供提供提供提供」」」」とされているとされているとされているとされている。。。。    

    

    公立病院改革公立病院改革公立病院改革公立病院改革ガイドラインのガイドラインのガイドラインのガイドラインの趣旨趣旨趣旨趣旨についてはについてはについてはについては、、、、３３３３つのつのつのつの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった改革改革改革改革をををを一一一一

体的体的体的体的にににに進進進進めるめるめるめる必要必要必要必要があるとしているがあるとしているがあるとしているがあるとしている。。。。    

（（（（1111））））    経営経営経営経営のののの効率化効率化効率化効率化    

（（（（2222））））    再編再編再編再編・ネットワーク・ネットワーク・ネットワーク・ネットワーク化化化化    

（（（（3333））））    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ししし    

    

    市民市民市民市民まちづくりアンケートまちづくりアンケートまちづくりアンケートまちづくりアンケート調査結果等調査結果等調査結果等調査結果等によるとによるとによるとによると、、、、産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科のののの充実充実充実充実やややや小児夜間小児夜間小児夜間小児夜間

休日診療休日診療休日診療休日診療のののの充実充実充実充実がががが多多多多くくくく望望望望まれることからまれることからまれることからまれることから、、、、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、、、、救急医療救急医療救急医療救急医療、、、、高度高度高度高度

医療医療医療医療、、、、小児小児小児小児・・・・周産期医療周産期医療周産期医療周産期医療をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、地域完結型医療地域完結型医療地域完結型医療地域完結型医療のののの確立確立確立確立をををを目指目指目指目指しつつしつつしつつしつつ、、、、さらさらさらさら

にににに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にににに至至至至るまでるまでるまでるまで、、、、地域地域地域地域のののの基幹病院基幹病院基幹病院基幹病院としてこれらをとしてこれらをとしてこれらをとしてこれらを政策的政策的政策的政策的にににに

実施実施実施実施していくことしていくことしていくことしていくこととととと示示示示していしていしていしているるるる。。。。    

    

    改革改革改革改革プランのプランのプランのプランの実施計画実施計画実施計画実施計画１１１１点目点目点目点目はははは、、、、経営経営経営経営のののの効率化効率化効率化効率化であるであるであるである。。。。    

（（（（1111））））    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のののの推進推進推進推進    

（（（（2222））））    地域医療地域医療地域医療地域医療のののの充実充実充実充実にににに向向向向けたけたけたけた基幹病院基幹病院基幹病院基幹病院としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割のののの強化強化強化強化    

（（（（3333））））    医療医療医療医療・・・・看護看護看護看護のののの質質質質のののの向上向上向上向上    

（（（（4444））））    安全安全安全安全でででで安心安心安心安心できるできるできるできる医療医療医療医療のののの推進推進推進推進    

（（（（5555））））    医療提供体制医療提供体制医療提供体制医療提供体制のののの確保確保確保確保    

以上以上以上以上５５５５つのつのつのつの視点視点視点視点からからからから、、、、収益収益収益収益のののの確保確保確保確保やコストやコストやコストやコスト削減対策削減対策削減対策削減対策、、、、医療医療医療医療サービスのサービスのサービスのサービスの向上向上向上向上、、、、

医師医師医師医師・・・・看護師等看護師等看護師等看護師等のののの人材確保等合計人材確保等合計人材確保等合計人材確保等合計 47474747項目項目項目項目のアクションプランをあげのアクションプランをあげのアクションプランをあげのアクションプランをあげ、、、、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ますめますめますめます。。。。    

    

④④④④ 経営形態経営形態経営形態経営形態のののの制度概要制度概要制度概要制度概要についてについてについてについて    

（（（（経営形態経営形態経営形態経営形態のののの制度概要制度概要制度概要制度概要についてについてについてについて事務局事務局事務局事務局よりよりよりより説明説明説明説明））））    

    現在当院現在当院現在当院現在当院はははは、「、「、「、「地方公営企業法一部適用地方公営企業法一部適用地方公営企業法一部適用地方公営企業法一部適用」」」」によるによるによるによる運営運営運営運営をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    
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    見直見直見直見直しにしにしにしに係係係係るるるる選択肢選択肢選択肢選択肢としてはとしてはとしてはとしては、「、「、「、「地方公営企業法地方公営企業法地方公営企業法地方公営企業法のののの全部適用全部適用全部適用全部適用」、「」、「」、「」、「地方独立行政地方独立行政地方独立行政地方独立行政

法人法人法人法人（（（（非公務員型非公務員型非公務員型非公務員型）」、「）」、「）」、「）」、「指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度」、「」、「」、「」、「民間譲渡民間譲渡民間譲渡民間譲渡」」」」のののの 4444つがあるつがあるつがあるつがある。。。。    

    「「「「地方公営企業法全部適用地方公営企業法全部適用地方公営企業法全部適用地方公営企業法全部適用」」」」はははは、「、「、「、「一部適用一部適用一部適用一部適用」」」」のののの財務規定財務規定財務規定財務規定にににに加加加加ええええ、、、、組織組織組織組織・・・・人事人事人事人事・・・・

給与給与給与給与などをなどをなどをなどを含含含含めためためためた地方公営企業法地方公営企業法地方公営企業法地方公営企業法のののの全部全部全部全部のののの規定規定規定規定をををを適用適用適用適用するものするものするものするものであるであるであるである。。。。    

        

    「「「「地方独立行政法人地方独立行政法人地方独立行政法人地方独立行政法人（（（（非公務員型非公務員型非公務員型非公務員型）」）」）」）」はははは、、、、自治体自治体自治体自治体がががが設立設立設立設立するするするする団体団体団体団体でででで、、、、別別別別のののの法人法人法人法人

格格格格をををを有有有有しししし、、、、自治体自治体自治体自治体のののの長長長長がががが任命任命任命任命したしたしたした法人法人法人法人のののの理事長理事長理事長理事長にににに大幅大幅大幅大幅なななな権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲がががが図図図図られるもられるもられるもられるも

ののののであるであるであるである。。。。    

    

    「「「「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、、、、自治体自治体自治体自治体とととと指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者がががが協定協定協定協定をををを締結締結締結締結しししし、、、、業務業務業務業務のののの範囲範囲範囲範囲やややや

実施内容実施内容実施内容実施内容をををを決定決定決定決定するがするがするがするが、、、、職員職員職員職員のののの採用採用採用採用やややや給与体系給与体系給与体系給与体系などなどなどなど運営運営運営運営にににに係係係係るるるる権限権限権限権限はははは指定管理指定管理指定管理指定管理

者者者者にににに付与付与付与付与されるされるされるされる。。。。なおなおなおなお、、、、現現現現にににに在職在職在職在職しているしているしているしている職員職員職員職員はははは全全全全てててて退職退職退職退職となりとなりとなりとなり、、、、指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者

にににに雇用雇用雇用雇用されたされたされたされた場合場合場合場合のののの身分身分身分身分はははは非公務員非公務員非公務員非公務員となるためとなるためとなるためとなるため、、、、処遇問題等処遇問題等処遇問題等処遇問題等にににに相当相当相当相当のののの労力労力労力労力とととと時時時時

間間間間をををを要要要要することがすることがすることがすることが予測予測予測予測されるされるされるされる。。。。    

    

    「「「「民間譲渡民間譲渡民間譲渡民間譲渡」」」」はははは、、、、民間民間民間民間のののの医療法人等医療法人等医療法人等医療法人等にににに譲渡譲渡譲渡譲渡しししし、、、、当該医療法人当該医療法人当該医療法人当該医療法人がががが医療医療医療医療サービスサービスサービスサービス

のののの提供提供提供提供をををを行行行行うものうものうものうものであるであるであるである。。。。指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者とととと同同同同様在職職員様在職職員様在職職員様在職職員はははは退職退職退職退職となるとなるとなるとなる。。。。    

    

    4444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はにはにはには一長一短一長一短一長一短一長一短がありがありがありがあり、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける医療体制医療体制医療体制医療体制にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを

与与与与えかねないことからえかねないことからえかねないことからえかねないことから、、、、本改革本改革本改革本改革プランのプランのプランのプランの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況やややや医療環境医療環境医療環境医療環境のののの動向動向動向動向をををを見定見定見定見定めなめなめなめな

がらがらがらがら慎重慎重慎重慎重にににに検討検討検討検討をををを進進進進めるめるめるめる必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

    

【【【【②③④②③④②③④②③④のののの説明説明説明説明をををを受受受受けてけてけてけて質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答】】】】    

（（（（委員委員委員委員））））    

患者患者患者患者１１１１人人人人１１１１日当日当日当日当たりたりたりたり診療収入診療収入診療収入診療収入のののの入院単価入院単価入院単価入院単価がががが黒字公立病院黒字公立病院黒字公立病院黒字公立病院とととと比比比比べてべてべてべて高高高高くなってくなってくなってくなって

いることにはいることにはいることにはいることには、、、、難難難難しいしいしいしい患者患者患者患者さんがさんがさんがさんが多多多多いのかいのかいのかいのか、、、、何何何何かかかか特別特別特別特別なななな理由理由理由理由があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    入院入院入院入院についてはについてはについてはについては、、、、循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科のののの検査検査検査検査にににに伴伴伴伴うううう診療診療診療診療などなどなどなど高度医療高度医療高度医療高度医療をををを行行行行っているこっているこっているこっているこ

とととと、、、、整形外科整形外科整形外科整形外科・・・・外科外科外科外科のののの手術件数手術件数手術件数手術件数がががが多多多多いことがいことがいことがいことが挙挙挙挙げげげげられるられるられるられる。。。。    

    

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院はははは医療医療医療医療のののの水準水準水準水準がががが高高高高くくくく、、、、自治体病院自治体病院自治体病院自治体病院でででで入院単価入院単価入院単価入院単価をここまでをここまでをここまでをここまで上上上上げてげてげてげて

いるいるいるいる病院病院病院病院はははは少少少少ないないないない。。。。    

    黒字化病院黒字化病院黒字化病院黒字化病院のののの入院単価入院単価入院単価入院単価がなぜがなぜがなぜがなぜ低低低低いかというといかというといかというといかというと、、、、急性期急性期急性期急性期はははは黒字化黒字化黒字化黒字化しにくいためしにくいためしにくいためしにくいため、、、、

術後術後術後術後のリハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーションのリハビリテーション等等等等にににに力力力力をををを入入入入れているれているれているれている傾向傾向傾向傾向がががが多多多多いいいい。。。。急性期急性期急性期急性期にににに比比比比べるとべるとべるとべると、、、、

後後後後ろのろのろのろの方方方方のののの医療医療医療医療はははは非常非常非常非常にににに単価単価単価単価がががが安安安安くくくく、、、、単価単価単価単価がががが安安安安いとそれいとそれいとそれいとそれ以上以上以上以上にににに費用費用費用費用がががが安安安安くくくくなるなるなるなる
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ためためためため、、、、黒字化黒字化黒字化黒字化しやすいというしやすいというしやすいというしやすいという背景背景背景背景があるががあるががあるががあるが、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院はははは質質質質

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いえるしているといえるしているといえるしているといえる。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    改革改革改革改革プランプランプランプラン P.47P.47P.47P.47のグラフののグラフののグラフののグラフの数字数字数字数字のののの見方見方見方見方についてについてについてについて３３３３点整理点整理点整理点整理をしをしをしをしたいたいたいたい。。。。    

（（（（1111））））    経常損益経常損益経常損益経常損益はははは赤字赤字赤字赤字のののの場合場合場合場合はははは▲▲▲▲のののの表記表記表記表記でよいかでよいかでよいかでよいか。。。。    

（（（（2222））））    累積欠損金累積欠損金累積欠損金累積欠損金のののの表記表記表記表記はははは、、、、▲▲▲▲をつけたをつけたをつけたをつけた方方方方がわかりやすいのではないかがわかりやすいのではないかがわかりやすいのではないかがわかりやすいのではないか。。。。    

（（（（3333））））    内部留保資金内部留保資金内部留保資金内部留保資金とはとはとはとは、、、、何何何何をををを意味意味意味意味しているかしているかしているかしているか。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

（（（（1111））））    経常損益経常損益経常損益経常損益についてはについてはについてはについては、、、、赤字赤字赤字赤字のののの場合場合場合場合はははは▲▲▲▲表記表記表記表記となるとなるとなるとなる。。。。    

（（（（2222））））    累積欠損金累積欠損金累積欠損金累積欠損金はははは欠損金欠損金欠損金欠損金をををを表表表表すすすす科目科目科目科目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、、、、会計規則上会計規則上会計規則上会計規則上▲▲▲▲表記表記表記表記はははは

しないしないしないしない旨旨旨旨、、、、ごごごご了承了承了承了承いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。    

（（（（3333））））    内部留保資金内部留保資金内部留保資金内部留保資金のののの動動動動きはきはきはきは通常通常通常通常キャッシュフローとキャッシュフローとキャッシュフローとキャッシュフローと言言言言われわれわれわれ、、、、当年度支当年度支当年度支当年度支出出出出にににに

含含含含まれるまれるまれるまれる減価償却費部分減価償却費部分減価償却費部分減価償却費部分がががが内部留保資金内部留保資金内部留保資金内部留保資金としてとしてとしてとして残残残残るものでありるものでありるものでありるものであり、、、、またまたまたまた

過去過去過去過去にににに黒字計上黒字計上黒字計上黒字計上したしたしたした部分部分部分部分もももも内部留保内部留保内部留保内部留保資金資金資金資金としてとしてとしてとして計上計上計上計上されるされるされるされる。。。。    

内部留保資金内部留保資金内部留保資金内部留保資金のののの有無有無有無有無はははは、、、、運転資金運転資金運転資金運転資金のののの有無有無有無有無とととと理解理解理解理解されされされされるとよろしいかとるとよろしいかとるとよろしいかとるとよろしいかと

思思思思うううう。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    24242424年度黒字化見込年度黒字化見込年度黒字化見込年度黒字化見込みにみにみにみに関関関関してしてしてして、、、、現行現行現行現行のののの診療報酬点数診療報酬点数診療報酬点数診療報酬点数でででで推計推計推計推計しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。もももも

しししし、、、、そうであるならそうであるならそうであるならそうであるなら点数点数点数点数がががが上上上上がればがればがればがれば、、、、黒字化黒字化黒字化黒字化もももも早早早早まるというまるというまるというまるという考考考考えでよいかえでよいかえでよいかえでよいか。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    現行現行現行現行のののの診療報酬診療報酬診療報酬診療報酬でででで推計推計推計推計しているためしているためしているためしているため、、、、そのようになるとそのようになるとそのようになるとそのようになると思思思思うううう。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    黒字化黒字化黒字化黒字化をををを見込見込見込見込んでいるのであればんでいるのであればんでいるのであればんでいるのであれば、、、、経営形態経営形態経営形態経営形態をををを変更変更変更変更するするするする必要必要必要必要があるのかがあるのかがあるのかがあるのか。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    国国国国からからからから示示示示されているされているされているされている 4444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、、、、医療環境医療環境医療環境医療環境のののの動向等動向等動向等動向等をををを見定見定見定見定めなめなめなめな

がらがらがらがら、、、、ぜひぜひぜひぜひ皆様皆様皆様皆様にごにごにごにご議論議論議論議論いただいただいただいただければとければとければとければと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    すでにすでにすでにすでに全部適全部適全部適全部適用用用用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 72727272％％％％程度程度程度程度はははは赤字経営赤字経営赤字経営赤字経営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、、、、国国国国のののの

示示示示しているしているしているしている 4444つのつのつのつの経営形態経営形態経営形態経営形態がががが正正正正しいしいしいしい施策施策施策施策なのかなのかなのかなのか、、、、根本的根本的根本的根本的なななな医療医療医療医療にににに対対対対するするするする問題問題問題問題もももも
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検討検討検討検討すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    国国国国がががが示示示示したしたしたした改革改革改革改革ガイドラインについてガイドラインについてガイドラインについてガイドラインについて、、、、総務省総務省総務省総務省のののの担当者担当者担当者担当者からからからから道内道内道内道内のののの病院長病院長病院長病院長にににに

説明説明説明説明するするするする機会機会機会機会があったがあったがあったがあったがががが、、、、そのそのそのその際際際際、、、、改革改革改革改革ガイドラインのガイドラインのガイドラインのガイドラインの中中中中でででで医師確保問題医師確保問題医師確保問題医師確保問題につにつにつにつ

いてはいてはいてはいては具体的具体的具体的具体的なななな対策方法対策方法対策方法対策方法がががが明記明記明記明記されていなかったためされていなかったためされていなかったためされていなかったため、、、、道内道内道内道内のののの病院長病院長病院長病院長からからからから、「、「、「、「医医医医

師不足師不足師不足師不足をどうをどうをどうをどう解消解消解消解消するかするかするかするか」」」」というというというという質問質問質問質問がががが多数出多数出多数出多数出ていたていたていたていた。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして総務省総務省総務省総務省のののの

担当者担当者担当者担当者からはからはからはからは、、、、医師確保問題医師確保問題医師確保問題医師確保問題についてはについてはについてはについては、、、、厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省とととと総務省総務省総務省総務省でででで医学部医学部医学部医学部のののの定員定員定員定員

のののの見直見直見直見直しししし等等等等をををを進進進進めていくというようなめていくというようなめていくというようなめていくというような、、、、具体性具体性具体性具体性にににに乏乏乏乏しいしいしいしい説明説明説明説明にににに終終終終わったわったわったわった経緯経緯経緯経緯がががが

あるあるあるある。。。。    

そのそのそのそのようなようなようなような中中中中、、、、当院当院当院当院がががが改革改革改革改革プランにプランにプランにプランに着手着手着手着手したしたしたした理由理由理由理由はははは、、、、このガイドラインこのガイドラインこのガイドラインこのガイドラインをををを契契契契

機機機機としてとしてとしてとして今一度経営改善今一度経営改善今一度経営改善今一度経営改善をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり考考考考えていきたいというえていきたいというえていきたいというえていきたいという観点観点観点観点でででで、、、、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次第次第次第次第であるであるであるである。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    入院患者数入院患者数入院患者数入院患者数のののの見通見通見通見通しはしはしはしは、、、、どのようにどのようにどのようにどのように算出算出算出算出しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    あくまであくまであくまであくまで努力目標努力目標努力目標努力目標ではあるがではあるがではあるがではあるが、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの最高最高最高最高のののの病床稼働率病床稼働率病床稼働率病床稼働率がががが過去過去過去過去３３３３ヵヵヵヵ年年年年でででで

86.886.886.886.8％％％％であるためであるためであるためであるため、、、、そこからそこからそこからそこから算出算出算出算出したしたしたした数字数字数字数字であるであるであるである。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    このこのこのこの病院病院病院病院のののの新築新築新築新築にあたりにあたりにあたりにあたり 100100100100億円億円億円億円のののの長期借入長期借入長期借入長期借入をしをしをしをし、、、、当当当当初初初初はこのようなはこのようなはこのようなはこのような赤字赤字赤字赤字にににに

なるなるなるなる計画計画計画計画ではなかったとではなかったとではなかったとではなかったと思思思思うがうがうがうが、、、、なぜこのようななぜこのようななぜこのようななぜこのような状況状況状況状況になったのかになったのかになったのかになったのか。。。。昨今昨今昨今昨今のののの医医医医

師不足師不足師不足師不足もももも原因原因原因原因なのかなのかなのかなのか。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    当初当初当初当初からからからから経常損失経常損失経常損失経常損失（（（（赤字赤字赤字赤字））））がががが見込見込見込見込まれたまれたまれたまれた計画計画計画計画であったであったであったであった。。。。当初計画当初計画当初計画当初計画とととと比比比比べるとべるとべるとべると

実際実際実際実際のののの決算決算決算決算はははは、、、、多少良多少良多少良多少良いいいい結果結果結果結果がががが出出出出ているているているている。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    数値数値数値数値ばかりではなくばかりではなくばかりではなくばかりではなく、、、、経過経過経過経過もももも大切大切大切大切だとだとだとだと思思思思うううう。。。。最大最大最大最大のののの結果結果結果結果をををを見込見込見込見込んでんでんでんで計画計画計画計画をををを立立立立

てているがてているがてているがてているが、、、、悪悪悪悪いいいい方向方向方向方向もももも考考考考えるえるえるえる必要必要必要必要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。。。。数字数字数字数字としてとしてとしてとして挙挙挙挙げにくげにくげにくげにく

いものもあるのかいものもあるのかいものもあるのかいものもあるのか。。。。    
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（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    悪悪悪悪いいいい結果結果結果結果をををを想定想定想定想定するのはするのはするのはするのは難難難難しいしいしいしい。。。。現行現行現行現行のののの状況状況状況状況でででで推計推計推計推計しているがしているがしているがしているが、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも

今今今今いるいるいるいる医師数医師数医師数医師数をををを確保確保確保確保することをすることをすることをすることを大前提大前提大前提大前提としているためとしているためとしているためとしているため、、、、逆逆逆逆にににに減少減少減少減少するとするとするとすると悪化悪化悪化悪化すすすす

るとるとるとると言言言言わざるをえないわざるをえないわざるをえないわざるをえない。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    産科医不足産科医不足産科医不足産科医不足といわれるがといわれるがといわれるがといわれるが、、、、助産院助産院助産院助産院をををを併設併設併設併設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病院経営病院経営病院経営病院経営はプラスはプラスはプラスはプラス

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。。。。助産師助産師助産師助産師のののの活用方法活用方法活用方法活用方法がもうがもうがもうがもう少少少少しあるのではないかしあるのではないかしあるのではないかしあるのではないか。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    助産師外来助産師外来助産師外来助産師外来をををを開設開設開設開設するとなるとするとなるとするとなるとするとなると、、、、医師医師医師医師のののの領域領域領域領域にににに入入入入るくらいのるくらいのるくらいのるくらいの知識知識知識知識やややや経験経験経験経験がががが必必必必

要要要要であるとであるとであるとであると聞聞聞聞いているがいているがいているがいているが、、、、現時点現時点現時点現時点ででででのののの当院当院当院当院のののの助産師助産師助産師助産師のののの経験年数等経験年数等経験年数等経験年数等ではではではでは難難難難しいとしいとしいとしいと

産科医及産科医及産科医及産科医及びびびび看護科長看護科長看護科長看護科長等等等等のののの総合的総合的総合的総合的なななな意見意見意見意見があがあがあがあるるるる。。。。    

    分娩分娩分娩分娩はははは収益性収益性収益性収益性がががが高高高高いといといといと一般的一般的一般的一般的にいわれているがにいわれているがにいわれているがにいわれているが、、、、当院当院当院当院のベットのベットのベットのベット数数数数にもにもにもにも限限限限りがりがりがりが

あるためあるためあるためあるため、、、、増加増加増加増加できできできできるるるる分娩数分娩数分娩数分娩数にもにもにもにも限度限度限度限度があるがあるがあるがある。。。。最大最大最大最大ででででももももあとあとあとあと年間年間年間年間 100100100100件程度件程度件程度件程度のののの

増加増加増加増加とととと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    助産師助産師助産師助産師はははは何名何名何名何名いるのかいるのかいるのかいるのか。。。。    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    １３１３１３１３名名名名（（（（うちうちうちうち外来外来外来外来１１１１名名名名））））いるいるいるいる。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    助産師助産師助産師助産師もももも正常分娩正常分娩正常分娩正常分娩ができるのではができるのではができるのではができるのでは。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    正常分娩正常分娩正常分娩正常分娩のののの場合場合場合場合はははは助産師助産師助産師助産師がががが分娩分娩分娩分娩をををを行行行行うがうがうがうが、、、、会陰裂傷会陰裂傷会陰裂傷会陰裂傷のののの縫合縫合縫合縫合はははは医師医師医師医師しかできなしかできなしかできなしかできな

いのでいのでいのでいので最終的最終的最終的最終的にはにはにはには 1111名名名名のののの医師医師医師医師がががが対応対応対応対応しているしているしているしている。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    基本基本基本基本的的的的ににににはいずれのはいずれのはいずれのはいずれの分娩分娩分娩分娩もももも医師医師医師医師がががが立立立立ちちちち会会会会うことがうことがうことがうことが担当医担当医担当医担当医のののの考考考考えであえであえであえであるるるる。。。。    

    1111人人人人のののの医師医師医師医師がががが年間年間年間年間 400400400400件件件件のののの分娩分娩分娩分娩をををを行行行行うのはうのはうのはうのは通常通常通常通常にににに比比比比べべべべ極極極極めてめてめてめて多多多多いいいい数字数字数字数字でありでありでありであり、、、、

診療診療診療診療にににに差差差差しししし障障障障りのないようりのないようりのないようりのないよう分娩時分娩時分娩時分娩時間間間間をををを調節調節調節調節しししし、、、、患者様患者様患者様患者様のののの意向意向意向意向にににに副副副副ってってってって誘発的誘発的誘発的誘発的なななな

分娩分娩分娩分娩もももも行行行行っているっているっているっている。。。。    
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（（（（委員委員委員委員））））    

    産科産科産科産科はいつはいつはいつはいつ何何何何がががが起起起起こるかこるかこるかこるか分分分分からないためからないためからないためからないため、、、、1111人人人人のののの医者医者医者医者ではではではでは対応対応対応対応しきれないしきれないしきれないしきれない。。。。

少少少少なくともなくともなくともなくとも常時常時常時常時 2222名名名名体制体制体制体制でででで行行行行うううう必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。    

    またまたまたまた経費面経費面経費面経費面ではではではでは、、、、産科医産科医産科医産科医をををを増増増増やすとやすとやすとやすと経費経費経費経費がががが高高高高くなるためくなるためくなるためくなるため、、、、採算採算採算採算をとるのはをとるのはをとるのはをとるのは難難難難

しくなるとしくなるとしくなるとしくなると思思思思うううう。。。。    

    今今今今のののの形態形態形態形態ではではではでは助産師助産師助産師助産師がががが 12121212名名名名もいるためもいるためもいるためもいるため、、、、助産院助産院助産院助産院をををを開設開設開設開設しおしおしおしお産産産産をををを行行行行うとかうとかうとかうとか、、、、妊妊妊妊

産婦産婦産婦産婦のののの指導指導指導指導をすることによってをすることによってをすることによってをすることによって機能機能機能機能がががが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。。。。    

    

    

⑤⑤⑤⑤ 意見交換意見交換意見交換意見交換    

【【【【委員一人一人委員一人一人委員一人一人委員一人一人からからからから市民病院市民病院市民病院市民病院にににに対対対対するするするする思思思思いやいやいやいや地域医療地域医療地域医療地域医療にににに関関関関するするするする意見意見意見意見をををを発表発表発表発表】】】】    

（（（（AAAA委員委員委員委員））））    

    助産師外来助産師外来助産師外来助産師外来はははは全道全道全道全道でででで 16161616ヵヵヵヵ所程度所程度所程度所程度ありありありあり、、、、助産師外来助産師外来助産師外来助産師外来をををを開設開設開設開設していくしていくしていくしていく中中中中でででで、、、、医師医師医師医師

とのとのとのとの信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係もももも強強強強くなるくなるくなるくなる。。。。    

    12121212名名名名のののの助産師助産師助産師助産師はははは多多多多いといといといというのがいうのがいうのがいうのが実感実感実感実感でありでありでありであり、、、、経験豊富経験豊富経験豊富経験豊富なななな助産師助産師助産師助産師さんもいらっさんもいらっさんもいらっさんもいらっ

しゃるとしゃるとしゃるとしゃると思思思思うううう。。。。経営経営経営経営ににににどこまでどこまでどこまでどこまで寄与寄与寄与寄与するかはわからないがするかはわからないがするかはわからないがするかはわからないが、、、、院内助産院内助産院内助産院内助産のののの設置設置設置設置もももも

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にしにしにしに係係係係るアプローチるアプローチるアプローチるアプローチ方法方法方法方法としてあるのではないかととしてあるのではないかととしてあるのではないかととしてあるのではないかと感感感感じたじたじたじた。。。。    

    

（（（（BBBB委員委員委員委員））））    

    国国国国のののの医療政策医療政策医療政策医療政策がががが根本的根本的根本的根本的にににに間違間違間違間違っているようなっているようなっているようなっているような気気気気がするがするがするがする。。。。    

    診療報酬診療報酬診療報酬診療報酬がががが少少少少ないないないない。。。。数年数年数年数年にわたってカットされてきたにわたってカットされてきたにわたってカットされてきたにわたってカットされてきた。。。。    

    ここのここのここのここの病院病院病院病院にににに求求求求めたいのはめたいのはめたいのはめたいのは、、、、このこのこのこの地域地域地域地域のののの中核病院中核病院中核病院中核病院となってもらいたいとなってもらいたいとなってもらいたいとなってもらいたい。。。。    

    厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省はははは今今今今「「「「４４４４疾病疾病疾病疾病 5555事業事業事業事業形態形態形態形態」」」」ををををテーマとしてテーマとしてテーマとしてテーマとして進進進進めてめてめてめておりおりおりおり、、、、それにのそれにのそれにのそれにの

っとっていけるのはこのっとっていけるのはこのっとっていけるのはこのっとっていけるのはこの病院病院病院病院しかないとしかないとしかないとしかないと思思思思うううう。。。。それをそれをそれをそれを実行実行実行実行するにはするにはするにはするには、、、、恵庭市恵庭市恵庭市恵庭市とととと

のののの広域化広域化広域化広域化をををを進進進進めていただきたいめていただきたいめていただきたいめていただきたい。。。。両市民両市民両市民両市民にとってメリットになるのであればにとってメリットになるのであればにとってメリットになるのであればにとってメリットになるのであれば、、、、

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。。。。市民市民市民市民にににに納得納得納得納得してもらえるしてもらえるしてもらえるしてもらえる市民病院市民病院市民病院市民病院のののの政策政策政策政策をとってもをとってもをとってもをとっても

らいたいとらいたいとらいたいとらいたいと思思思思うううう。。。。救急救急救急救急にににに関関関関してはしてはしてはしては特特特特にににに急急急急いだいだいだいだ方方方方がいいとがいいとがいいとがいいと思思思思うううう。。。。千歳千歳千歳千歳はははは自己完結自己完結自己完結自己完結

的的的的にににに終終終終わるのはわるのはわるのはわるのは 80808080％％％％程度程度程度程度でででで 20202020％％％％はははは市外市外市外市外へへへへ出出出出ていくがていくがていくがていくが、、、、恵庭恵庭恵庭恵庭もももも同様同様同様同様でででで、、、、両市両市両市両市はははは似似似似

たたたた傾向傾向傾向傾向があるがあるがあるがある。。。。    

    ３３３３次医療次医療次医療次医療までやるためにはまでやるためにはまでやるためにはまでやるためには莫大莫大莫大莫大なななな資金資金資金資金がかかるがかかるがかかるがかかる。。。。それであればそれであればそれであればそれであれば札幌札幌札幌札幌へのへのへのへの搬送搬送搬送搬送

手段手段手段手段をををを考考考考えたえたえたえた方方方方がががが得策得策得策得策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思思思思うううう。。。。    

    

（（（（CCCC委員委員委員委員））））    

    市民市民市民市民がががが安心安心安心安心してしてしてして通通通通えるえるえるえる病院病院病院病院であればであればであればであれば、、、、赤字赤字赤字赤字であってもであってもであってもであっても納得納得納得納得できるのではないできるのではないできるのではないできるのではない

かとかとかとかと思思思思うううう。。。。安心安心安心安心してしてしてして老後老後老後老後をををを迎迎迎迎えてえてえてえて、、、、安心安心安心安心してしてしてして暮暮暮暮らせるというらせるというらせるというらせるという病院病院病院病院があるだけでがあるだけでがあるだけでがあるだけで

もももも千歳千歳千歳千歳にににに住住住住みたいとみたいとみたいとみたいと思思思思うのではないかとうのではないかとうのではないかとうのではないかと思思思思うううう。。。。    
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    市民市民市民市民があってほしいとがあってほしいとがあってほしいとがあってほしいと思思思思うううう病院病院病院病院にできるだけにできるだけにできるだけにできるだけ近近近近づけるようにづけるようにづけるようにづけるように、、、、そしてそしてそしてそして医師医師医師医師なななな

らららら医療医療医療医療にににに専念専念専念専念しししし、、、、看護師看護師看護師看護師はははは看護看護看護看護にににに専念専念専念専念できできできでき、、、、互互互互いのいのいのいの役割役割役割役割をきちんとをきちんとをきちんとをきちんと果果果果たせるたせるたせるたせる病病病病

院院院院であればであればであればであれば、、、、みんながみんながみんながみんなが納得納得納得納得できるのではないかとできるのではないかとできるのではないかとできるのではないかと思思思思うううう。。。。    

    

（（（（DDDD委員委員委員委員））））    

    このこのこのこの経営改革会議経営改革会議経営改革会議経営改革会議のののの目的目的目的目的そのものはそのものはそのものはそのものは、、、、4444つのつのつのつの経営形態経営形態経営形態経営形態のうちのうちのうちのうちどれにしていくどれにしていくどれにしていくどれにしていく

のかをのかをのかをのかを検検検検討討討討するのがするのがするのがするのが一一一一つのつのつのつの目的目的目的目的なのかとなのかとなのかとなのかと感感感感じているがじているがじているがじているが、、、、各論的各論的各論的各論的なものをなものをなものをなものを検討検討検討検討しししし

ていくとなるとていくとなるとていくとなるとていくとなると素人素人素人素人ではではではでは難難難難しいところもありしいところもありしいところもありしいところもあり、、、、そのそのそのその辺辺辺辺のののの順位順位順位順位づけをづけをづけをづけを整理整理整理整理ししししてかてかてかてか

らららら細細細細かいかいかいかい話話話話にににに入入入入っていったっていったっていったっていった方方方方がいいようにがいいようにがいいようにがいいように思思思思うううう。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    目的目的目的目的はははは、、、、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どういうものがについてどういうものがについてどういうものがについてどういうものが望望望望ましいのかましいのかましいのかましいのか答答答答えをえをえをえを出出出出すこすこすこすこ

とだととだととだととだと思思思思うううう。。。。それにあたりそれにあたりそれにあたりそれにあたり改革改革改革改革プランもプランもプランもプランも既既既既にできておりにできておりにできておりにできており、、、、そのそのそのその進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況をををを見見見見なななな

がらがらがらがら、、、、経営上経営上経営上経営上のののの課題課題課題課題についてについてについてについて各論的各論的各論的各論的なななな問題問題問題問題にににに触触触触れていくことになるとれていくことになるとれていくことになるとれていくことになると考考考考えられえられえられえられ

るるるる。。。。    

    

（（（（EEEE委員委員委員委員））））    

    どこをどこをどこをどこを中心中心中心中心にににに考考考考えていくのかえていくのかえていくのかえていくのか見見見見えないところはあるがえないところはあるがえないところはあるがえないところはあるが、、、、4444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ににに現現現現

行行行行をををを加加加加ええええ、、、、5555つのつのつのつの中中中中からからからからどのどのどのどの方法方法方法方法をををを選択選択選択選択するのかするのかするのかするのか考考考考えていきたえていきたえていきたえていきたいいいい。。。。最初最初最初最初からからからから赤赤赤赤

字覚悟字覚悟字覚悟字覚悟でででで建建建建てたてたてたてた病院病院病院病院であるならであるならであるならであるなら、、、、千歳千歳千歳千歳のののの税金税金税金税金をどうをどうをどうをどう投入投入投入投入するのかがするのかがするのかがするのかが問題問題問題問題になるになるになるになる

とととと思思思思われるのとわれるのとわれるのとわれるのと、、、、あとはあとはあとはあとは改善改善改善改善できることはできることはできることはできることは改善改善改善改善してしてしてして税金税金税金税金をををを使使使使わないようにしてわないようにしてわないようにしてわないようにして

いきたいいきたいいきたいいきたい。。。。    

    

（（（（FFFF委員委員委員委員））））    

    一般市民一般市民一般市民一般市民のののの立場立場立場立場からからからから感情感情感情感情をおをおをおをお話話話話ししますとししますとししますとししますと、、、、以前家族以前家族以前家族以前家族がががが市民病院市民病院市民病院市民病院にかかったにかかったにかかったにかかった

ときときときとき、、、、札幌札幌札幌札幌のののの病院病院病院病院をををを紹介紹介紹介紹介していただきしていただきしていただきしていただき、、、、転院転院転院転院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経緯経緯経緯経緯があるがあるがあるがある。。。。そそそそ

のときののときののときののときの気持気持気持気持ちとしてはちとしてはちとしてはちとしては、、、、札幌札幌札幌札幌にににに行行行行けてけてけてけて良良良良かったとかったとかったとかったと率直率直率直率直にににに感感感感じたじたじたじた。。。。    

    本会議本会議本会議本会議のののの応募用紙応募用紙応募用紙応募用紙にににに記載記載記載記載させていただいたがさせていただいたがさせていただいたがさせていただいたが、、、、千歳千歳千歳千歳ににににはははは近隣市町村近隣市町村近隣市町村近隣市町村のリーダのリーダのリーダのリーダ

ーシップをーシップをーシップをーシップを取取取取ってってってって欲欲欲欲しいとしいとしいとしいと思思思思うううう。。。。しかししかししかししかし広域的広域的広域的広域的なななな力力力力をををを発揮発揮発揮発揮するにはするにはするにはするには千歳千歳千歳千歳とととと恵庭恵庭恵庭恵庭

のタイアップがのタイアップがのタイアップがのタイアップが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると感感感感じじじじておりておりておりており、、、、今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性をををを考考考考えるえるえるえる上上上上でもでもでもでも参考参考参考参考にににに

なったなったなったなった。。。。    

    

(G(G(G(G委員委員委員委員))))    

    一般市民一般市民一般市民一般市民としてとしてとしてとして参加参加参加参加させていただきさせていただきさせていただきさせていただき、、、、正直正直正直正直なところこのなところこのなところこのなところこの会議会議会議会議にどのようににどのようににどのようににどのように関関関関

わっていったらいいのかわっていったらいいのかわっていったらいいのかわっていったらいいのか今今今今のところのところのところのところよくわからないよくわからないよくわからないよくわからない部分部分部分部分はあるがはあるがはあるがはあるが、、、、実施計画実施計画実施計画実施計画のののの

最終的最終的最終的最終的なななな帰着点帰着点帰着点帰着点をををを決定決定決定決定するのかするのかするのかするのか、、、、もっともっともっともっと違違違違うものをうものをうものをうものを検討検討検討検討していくのかしていくのかしていくのかしていくのか、、、、次回以次回以次回以次回以
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降意見降意見降意見降意見をををを言言言言えるようにしたいえるようにしたいえるようにしたいえるようにしたい。。。。    

    最近最近最近最近のののの病院病院病院病院はははは専門的専門的専門的専門的なななな部分部分部分部分にににに特化特化特化特化しししし、、、、強強強強みをみをみをみを出出出出してしてしてして信頼信頼信頼信頼をををを得得得得るるるる方向方向方向方向にシフトにシフトにシフトにシフト

してきているためしてきているためしてきているためしてきているため、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの強強強強みをみをみをみを最大限最大限最大限最大限にににに出出出出しししし、、、、それをそれをそれをそれを連携連携連携連携したネしたネしたネしたネットワットワットワットワ

ークークークーク作作作作りりりりによってによってによってによって医療医療医療医療をををを充実充実充実充実化化化化させていくのがさせていくのがさせていくのがさせていくの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、、、、本日本日本日本日のおのおのおのお

話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて感感感感じたじたじたじた。。。。    

        

（（（（アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザー））））    

    現在自治体病院現在自治体病院現在自治体病院現在自治体病院 1,0001,0001,0001,000のうちのうちのうちのうち約約約約 200200200200はははは地方独法化地方独法化地方独法化地方独法化をををを目指目指目指目指しているがしているがしているがしているが、、、、独法化独法化独法化独法化

すればすればすればすれば黒字黒字黒字黒字になるであろうというになるであろうというになるであろうというになるであろうという安易安易安易安易なななな考考考考えもえもえもえも多多多多いいいい。。。。経営形態経営形態経営形態経営形態をををを変更変更変更変更することすることすることすること

によってによってによってによって必必必必ずしもずしもずしもずしも黒字化黒字化黒字化黒字化するとはするとはするとはするとは限限限限らないらないらないらない。。。。経営形態経営形態経営形態経営形態をををを変更変更変更変更するするするする前前前前にやるべきにやるべきにやるべきにやるべき

ことはたくさんあることはたくさんあることはたくさんあることはたくさんある。。。。    

    経営形態経営形態経営形態経営形態をををを変更変更変更変更するにあたってのポイントするにあたってのポイントするにあたってのポイントするにあたってのポイントはははは 2222つあるつあるつあるつある。。。。    

①①①① 目的目的目的目的をををを明確化明確化明確化明確化するするするする。。。。    

那覇市立病院那覇市立病院那覇市立病院那覇市立病院はははは、、、、定数定数定数定数のののの上限上限上限上限をなくしをなくしをなくしをなくし、、、、看護師看護師看護師看護師をををを自由自由自由自由にににに採用採用採用採用できるよできるよできるよできるよ

うにすることをうにすることをうにすることをうにすることを目的目的目的目的ととととしてしてしてして独法化独法化独法化独法化したしたしたした。。。。    

②②②② 収支改善収支改善収支改善収支改善のためののためののためののための万能万能万能万能策策策策はないはないはないはない。。。。    

大阪府大阪府大阪府大阪府のののの病院事業病院事業病院事業病院事業はははは、、、、５５５５つあったつあったつあったつあった府立病院府立病院府立病院府立病院をををを独法化独法化独法化独法化しししし収支改善収支改善収支改善収支改善がががが図図図図らららら

れたがれたがれたがれたが、、、、これはこれはこれはこれは各病院各病院各病院各病院のののの事務部門事務部門事務部門事務部門をををを集約集約集約集約しししし効率化効率化効率化効率化をををを進進進進めたなどのめたなどのめたなどのめたなどの理由理由理由理由

によるものでによるものでによるものでによるもので、、、、独法化独法化独法化独法化にににに移行移行移行移行したからしたからしたからしたから収支収支収支収支がががが改善改善改善改善したということではしたということではしたということではしたということでは

ないないないない。。。。    

    今後今後今後今後のののの議論議論議論議論にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院千歳市民病院のののの課題課題課題課題はどこにあるのかはどこにあるのかはどこにあるのかはどこにあるのか、、、、それをそれをそれをそれを踏踏踏踏

まえてどういったまえてどういったまえてどういったまえてどういった経営形態経営形態経営形態経営形態がががが適適適適しているしているしているしているのかのかのかのか、、、、そういったところにそういったところにそういったところにそういったところに主眼主眼主眼主眼をををを置置置置きききき

ながらながらながらながら進進進進めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。またまたまたまた医療医療医療医療はははは社会社会社会社会のののの公共財公共財公共財公共財であるとであるとであるとであると考考考考えてえてえてえて

いるためいるためいるためいるため、、、、地域医療地域医療地域医療地域医療をををを守守守守りりりり、、、、千歳市民千歳市民千歳市民千歳市民のののの皆様皆様皆様皆様をををを支支支支えるためにはどえるためにはどえるためにはどえるためにはどうしたらうしたらうしたらうしたら良良良良いいいい

のかのかのかのか、、、、というというというという視点視点視点視点をををを持持持持ちながらちながらちながらちながら次回以降議論次回以降議論次回以降議論次回以降議論をさせていただければをさせていただければをさせていただければをさせていただければ幸幸幸幸いであるいであるいであるいである。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    具体的具体的具体的具体的なななな議論議論議論議論はははは次回以降次回以降次回以降次回以降していきたいしていきたいしていきたいしていきたい。。。。事前事前事前事前のののの資料資料資料資料にににに目目目目をををを通通通通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

上上上上でごでごでごでご参加願参加願参加願参加願いたいいたいいたいいたい。。。。    

    

８８８８    閉会閉会閉会閉会    


