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第第第第 6666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 8888月月月月 12121212日日日日（（（（木木木木））））    18181818：：：：30303030～～～～19191919：：：：33330000    

    

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

    

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

◎◎◎◎委委委委            員員員員        吉田吉田吉田吉田    淳一会長淳一会長淳一会長淳一会長、、、、長澤長澤長澤長澤    邦雄副会長邦雄副会長邦雄副会長邦雄副会長、、、、杉澤杉澤杉澤杉澤    孝久委員孝久委員孝久委員孝久委員、、、、    

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    

（（（（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    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    

    

    

１１１１    開会開会開会開会    

（（（（会長会長会長会長））））    

    今回今回今回今回はははは、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ提言書提言書提言書提言書をををを最終的最終的最終的最終的にまとめるにまとめるにまとめるにまとめる予定予定予定予定であるであるであるである。。。。前回前回前回前回はははは提言書提言書提言書提言書とととと提提提提

言書言書言書言書をををを補足補足補足補足するするするする資料資料資料資料であるであるであるである検討報告書検討報告書検討報告書検討報告書についてそれぞれのについてそれぞれのについてそれぞれのについてそれぞれの案案案案がががが示示示示されされされされ、、、、皆様皆様皆様皆様かかかか

らららら色色色色々々々々なななな御意見御意見御意見御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。。。。会議終了後会議終了後会議終了後会議終了後もももも気気気気になるになるになるになる表現等表現等表現等表現等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

にににに伝伝伝伝えていただくえていただくえていただくえていただくこととこととこととこととしておりましたのでしておりましたのでしておりましたのでしておりましたので、、、、それもそれもそれもそれも踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて今回提言書今回提言書今回提言書今回提言書（（（（案案案案））））

のののの最終版最終版最終版最終版としてとしてとしてとして示示示示しししし、、、、併併併併せてせてせてせて提言書提言書提言書提言書のののの内容内容内容内容ををををさらにさらにさらにさらに要約要約要約要約したしたしたした概要版概要版概要版概要版もももも今回新今回新今回新今回新たたたた

ににににおおおお示示示示しをしているしをしているしをしているしをしている。。。。またまたまたまた、、、、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前回御議論前回御議論前回御議論前回御議論いただいたのでいただいたのでいただいたのでいただいたので、、、、

そのそのそのその内容内容内容内容もももも提言提言提言提言のののの中中中中にににに盛込盛込盛込盛込みみみみ、、、、本会議本会議本会議本会議でででで御審議御審議御審議御審議いただきいただきいただきいただき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としてとしてとしてとして

いきたいいきたいいきたいいきたい。。。。    

        

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））））    

    資料資料資料資料 1111----1111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終了後会議終了後会議終了後会議終了後、、、、修正等修正等修正等修正等のののの御意見御意見御意見御意見はなかったためはなかったためはなかったためはなかったため、、、、

５５５５章章章章までのまでのまでのまでの説明説明説明説明はははは省略省略省略省略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。。。。    

○○○○P.31P.31P.31P.31    ６６６６    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    
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    （（（（1111））））でででで診療所診療所診療所診療所のののの概要概要概要概要をををを述述述述べべべべ、（、（、（、（2222））））でででで診療所診療所診療所診療所のののの沿革及沿革及沿革及沿革及びびびび現状現状現状現状としてとしてとしてとして、、、、泉郷診療泉郷診療泉郷診療泉郷診療

所所所所、、、、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順順順順にそれぞれのにそれぞれのにそれぞれのにそれぞれの診療所診療所診療所診療所のののの開設開設開設開設のののの目的目的目的目的やややや位置付位置付位置付位置付けけけけ、、、、現行現行現行現行のののの診診診診

療体制療体制療体制療体制、、、、交通交通交通交通アクセスのアクセスのアクセスのアクセスの状況状況状況状況、、、、地域人口地域人口地域人口地域人口やややや患者数患者数患者数患者数のののの推移推移推移推移ななななどをどをどをどを記載記載記載記載しているしているしているしている。。。。    

○○○○P.32P.32P.32P.32（（（（3333））））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    

    前回前回前回前回のののの会議会議会議会議においてにおいてにおいてにおいて、、、、委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様のののの御意見御意見御意見御意見をまとめたをまとめたをまとめたをまとめた上上上上でででで、、、、今後今後今後今後、、、、市市市市にににに検討検討検討検討

してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい方向性方向性方向性方向性としてとしてとしてとして、、、、それらをそれらをそれらをそれらを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ことになっていたのですることになっていたのですることになっていたのですることになっていたので、、、、

前回会議前回会議前回会議前回会議でのでのでのでの委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様からのからのからのからの御意見御意見御意見御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まとめまとめまとめ、、、、P.32P.32P.32P.32からからからから P.33P.33P.33P.33にににに列記列記列記列記

したしたしたした。。。。    

    これをこれをこれをこれを踏踏踏踏まえまえまえまえ、「、「、「、「両診療所両診療所両診療所両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はについてはについてはについては、、、、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やややや本院本院本院本院

へのへのへのへの統合統合統合統合・・・・集約化集約化集約化集約化などなどなどなど抜本的抜本的抜本的抜本的なななな見直見直見直見直しにしにしにしに向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討をををを行行行行うべきうべきうべきうべき時期時期時期時期にきているにきているにきているにきている

ものとものとものとものと考考考考えますえますえますえます。」。」。」。」としてまとめているとしてまとめているとしてまとめているとしてまとめている。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    提言書提言書提言書提言書のののの 5555章章章章まではまではまではまでは、、、、前回前回前回前回とととと同同同同じじじじ内内内内容容容容となっているとなっているとなっているとなっている。。。。6666章章章章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

会議会議会議会議でのでのでのでの検討内容検討内容検討内容検討内容についについについについてててて記述記述記述記述しししし、、、、特特特特にににに（（（（3333））））今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性でででで、、、、皆様皆様皆様皆様からからからからいただいただいただいただ

いたいたいたいた御意見御意見御意見御意見をををを列記列記列記列記したしたしたした。。。。前回前回前回前回のののの会議会議会議会議でででで結論結論結論結論ににににはははは至至至至っていなかったがっていなかったがっていなかったがっていなかったが、、、、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問問問問直直直直すすすす時期時期時期時期にににに来来来来ているためているためているためているため、、、、抜本的抜本的抜本的抜本的なななな見直見直見直見直ししししにににに向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討をををを行行行行っっっっ

てててて欲欲欲欲しいというしいというしいというしいという形形形形でまとめたでまとめたでまとめたでまとめた。。。。    

    

（（（（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））））    

    まずまずまずまず一点目一点目一点目一点目としてとしてとしてとして、、、、前回前回前回前回とととと異異異異なるなるなるなる点点点点でででで、、、、提言書提言書提言書提言書とそのとそのとそのとその概要版概要版概要版概要版にににに分分分分けたことにけたことにけたことにけたことに

ついてはついてはついてはついては、、、、非常非常非常非常にににに分分分分かりやすくてかりやすくてかりやすくてかりやすくて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。。。。    

    二点目二点目二点目二点目はははは、、、、診療所診療所診療所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、、、、前回会議前回会議前回会議前回会議ではではではでは会議会議会議会議でででで出出出出たたたた意見意見意見意見をををを

列記列記列記列記すすすするのみとなっていたがるのみとなっていたがるのみとなっていたがるのみとなっていたが、、、、今後今後今後今後のののの抜本的抜本的抜本的抜本的なななな見直見直見直見直しにしにしにしに向向向向けたけたけたけた検討検討検討検討をををを行行行行うううう時期時期時期時期

にににに来来来来ているているているているとのとのとのとの提言提言提言提言をををを加加加加えたことはえたことはえたことはえたことは非常非常非常非常にににに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。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    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説明説明説明説明もあったようにもあったようにもあったようにもあったように、、、、意見意見意見意見のののの列記列記列記列記というよりはというよりはというよりはというよりは、、、、両診療所両診療所両診療所両診療所

のののの経営形態経営形態経営形態経営形態をあるをあるをあるをある程度見直程度見直程度見直程度見直すすすす時期時期時期時期にににに差差差差掛掛掛掛かっておりかっておりかっておりかっており、、、、しかるべきしかるべきしかるべきしかるべき関係者間関係者間関係者間関係者間でででで議議議議

論論論論をををを進進進進めてめてめてめて欲欲欲欲しいしいしいしい旨旨旨旨のののの記載記載記載記載がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。    

またまたまたまた、、、、概要版概要版概要版概要版についてはについてはについてはについては、、、、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部分部分部分部分のみをのみをのみをのみを抜粋抜粋抜粋抜粋しているがしているがしているがしているが、、、、重点重点重点重点

をををを明記明記明記明記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であるとであるとであるとであると考考考考えられるためえられるためえられるためえられるため、、、、今一度皆様今一度皆様今一度皆様今一度皆様からのからのからのからの御意見御意見御意見御意見をいをいをいをい

ただきたいただきたいただきたいただきたい。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    診療所診療所診療所診療所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はについてはについてはについては、、、、二診療所二診療所二診療所二診療所のののの部分部分部分部分をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり分分分分けてけてけてけて明記明記明記明記しししし
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たたたた方方方方がががが良良良良いのではないかいのではないかいのではないかいのではないか。。。。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、、、、へきへきへき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道道道道がががが認認認認めていめていめていめてい

るしるしるしるし、、、、観光観光観光観光政策政策政策政策のののの部分部分部分部分ももももあるのであるのであるのであるので、、、、あるあるあるある程度認程度認程度認程度認めるめるめるめる方向性方向性方向性方向性でででで良良良良いといといといと思思思思うがうがうがうが、、、、泉泉泉泉

郷診療所郷診療所郷診療所郷診療所についてはについてはについてはについては、、、、将来的将来的将来的将来的にはにはにはには閉所閉所閉所閉所のののの方向方向方向方向もももも考考考考えられるえられるえられるえられるのでのでのでので、、、、曖昧曖昧曖昧曖昧なななな表記表記表記表記はははは

しないようしないようしないようしないよう文言文言文言文言のののの修正修正修正修正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。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所泉郷診療所とととと支笏湖診療所支笏湖診療所支笏湖診療所支笏湖診療所とでとでとでとで別別別別々々々々にににに意見意見意見意見をををを列記列記列記列記しししし、、、、各各各各診療所診療所診療所診療所ではではではでは事情事情事情事情がががが異異異異

なるなるなるなる点点点点をををを整理整理整理整理するようなするようなするようなするような形形形形でででで進進進進めてよろしいかめてよろしいかめてよろしいかめてよろしいか。。。。    

    

～～～～異議異議異議異議なしなしなしなし～～～～    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    今月下旬今月下旬今月下旬今月下旬にににに市長市長市長市長へへへへ提言提言提言提言をするをするをするをす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、、、、若干若干若干若干時間時間時間時間のののの余裕余裕余裕余裕があるがあるがあるがある

のでのでのでので、、、、何何何何かおかおかおか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にににに御連絡御連絡御連絡御連絡いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。最終的最終的最終的最終的

にはにはにはには、、、、私私私私とととと副会長副会長副会長副会長でででで確認確認確認確認をしてをしてをしてをして、、、、確定版確定版確定版確定版とさせていただいてよろしいかとさせていただいてよろしいかとさせていただいてよろしいかとさせていただいてよろしいか。。。。    

    

～～～～異議異議異議異議なしなしなしなし～～～～    

    

（（（（2222）「）「）「）「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プランプランプラン」」」」にににに係係係係るるるる収支計画及収支計画及収支計画及収支計画及びびびび数値目標数値目標数値目標数値目標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（（（（説明及説明及説明及説明及びびびび質疑質疑質疑質疑））））    

（（（（資料資料資料資料 2222    「「「「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」」」」収支計画収支計画収支計画収支計画にににに対対対対するするするする平成平成平成平成 21212121年度決算年度決算年度決算年度決算のののの状況状況状況状況にににに

ついてついてついて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年度年度年度年度のののの決算決算決算決算とととと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におけるプランにおけるプランにおけるプランにおける収支計画収支計画収支計画収支計画とのとのとのとの比較比較比較比較となっとなっとなっとなっ

ているているているている。。。。    

    赤赤赤赤いラインのいラインのいラインのいラインの経常損益経常損益経常損益経常損益がががが黒字化黒字化黒字化黒字化のののの基準基準基準基準となるものでとなるものでとなるものでとなるもので、、、、計画計画計画計画にににに比比比比べべべべ、、、、約約約約 1111,400,400,400,400

万円万円万円万円のののの損失縮減損失縮減損失縮減損失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。。。。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、、、、約約約約 6,8006,8006,8006,800万円万円万円万円のののの損失縮減損失縮減損失縮減損失縮減

となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    収入収入収入収入・・・・支出別支出別支出別支出別のののの主主主主なななな項目項目項目項目ではではではでは、、、、決算額決算額決算額決算額からからからから計画額計画額計画額計画額をををを差引差引差引差引いたいたいたいた増減増減増減増減はははは、、、、殆殆殆殆どのどのどのどの

項目項目項目項目でマイナスとなっておりでマイナスとなっておりでマイナスとなっておりでマイナスとなっており、、、、収入収入収入収入・・・・支出支出支出支出ともともともとも全体的全体的全体的全体的にににに決算額決算額決算額決算額がががが計画額計画額計画額計画額をををを下回下回下回下回

っているっているっているっている。。。。    

    増減額増減額増減額増減額がががが多多多多いいいい主主主主なななな項目項目項目項目についてはについてはについてはについては、、、、収入収入収入収入ではではではでは、「、「、「、「入院収益入院収益入院収益入院収益」、「」、「」、「」、「外来収益外来収益外来収益外来収益」」」」ともともともとも

計画計画計画計画にににに比比比比べべべべ実際実際実際実際のののの患者数患者数患者数患者数がががが減少減少減少減少していることしていることしていることしていることにににによるものでありよるものでありよるものでありよるものであり、、、、入院入院入院入院ではではではでは年間年間年間年間

延延延延べべべべ患者数患者数患者数患者数でででで 8,6198,6198,6198,619人人人人、、、、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でででで 23.623.623.623.6人人人人、、、、外来外来外来外来ではではではでは年間延年間延年間延年間延べべべべ患者数患者数患者数患者数でででで

4,3784,3784,3784,378人人人人、、、、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でででで 18.118.118.118.1人人人人のののの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。。。。    

    P.6P.6P.6P.6    平成平成平成平成 21212121年度診療科等別患者数年度診療科等別患者数年度診療科等別患者数年度診療科等別患者数ではではではでは、、、、各診療科各診療科各診療科各診療科とととと透析透析透析透析のののの入院入院入院入院・・・・外来別外来別外来別外来別のののの

患者数患者数患者数患者数をををを示示示示しているしているしているしている。。。。    



4 

 

    入院入院入院入院ではではではでは「「「「内科内科内科内科」、「」、「」、「」、「消化器科消化器科消化器科消化器科」」」」などでなどでなどでなどで計画計画計画計画をををを下回下回下回下回りりりり、、、、外来外来外来外来ではではではでは「「「「循環器科循環器科循環器科循環器科」、」、」、」、

「「「「消化器科消化器科消化器科消化器科」、「」、「」、「」、「透析透析透析透析」」」」などでなどでなどでなどで計画計画計画計画をををを下回下回下回下回っているっているっているっている。。。。    

    P.4P.4P.4P.4    収入収入収入収入のののの「「「「そのそのそのその他他他他のののの収入収入収入収入」」」」のののの「「「「そのそのそのその他他他他」」」」についてはについてはについてはについては、、、、各種検診各種検診各種検診各種検診やインフルやインフルやインフルやインフル

エンザエンザエンザエンザ予防接種予防接種予防接種予防接種のののの増増増増によりによりによりにより決算額決算額決算額決算額がががが計画計画計画計画をををを上回上回上回上回っているっているっているっている。。。。    

    支出支出支出支出においてはにおいてはにおいてはにおいては、「、「、「、「職員給与費職員給与費職員給与費職員給与費」」」」がががが退職者退職者退職者退職者のののの増増増増によりによりによりにより退職手当退職手当退職手当退職手当がががが増加増加増加増加となったとなったとなったとなった

もののもののもののものの、、、、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期末勤勉手当期末勤勉手当期末勤勉手当のののの削減削減削減削減によりによりによりにより、、、、全体全体全体全体としてとしてとしてとして決算額決算額決算額決算額がががが計画計画計画計画

額額額額をををを下回下回下回下回っているっているっているっている。。。。    

    またまたまたまた、「、「、「、「材料費材料費材料費材料費」」」」ではではではでは、、、、患者数患者数患者数患者数のののの減少減少減少減少やコストやコストやコストやコスト縮減縮減縮減縮減のののの取組取組取組取組によりによりによりにより薬品費薬品費薬品費薬品費やややや診療診療診療診療

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ししし、、、、決算額決算額決算額決算額がががが計画額計画額計画額計画額をををを下回下回下回下回っているっているっているっている。「。「。「。「医業外費用医業外費用医業外費用医業外費用」」」」のののの「「「「そのそのそのその他他他他」」」」

についてはについてはについてはについては、、、、薬品費薬品費薬品費薬品費・・・・診療材料費診療材料費診療材料費診療材料費がががが減少減少減少減少したことにしたことにしたことにしたことに伴伴伴伴うううう消費税消費税消費税消費税のののの減少減少減少減少やややや、、、、保育保育保育保育

児童数減少児童数減少児童数減少児童数減少によるによるによるによる院内保育事業費用院内保育事業費用院内保育事業費用院内保育事業費用のののの減少減少減少減少によりによりによりにより、、、、決算額決算額決算額決算額がががが計画額計画額計画額計画額をををを下回下回下回下回ってってってって

いるいるいるいる。。。。    

P.5P.5P.5P.5    ３３３３    数値目標数値目標数値目標数値目標ではではではでは、、、、「「「「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」」」」におけるにおけるにおけるにおける８８８８つのつのつのつの主主主主なななな経営指経営指経営指経営指

標標標標のののの数値目標数値目標数値目標数値目標をををを示示示示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年度年度年度年度においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、８８８８つのつのつのつの指標指標指標指標のうちのうちのうちのうち目標目標目標目標をををを

達成達成達成達成したのはしたのはしたのはしたのは、「、「、「、「経常収支比率経常収支比率経常収支比率経常収支比率」」」」とととと「「「「材料費対医業収益比率材料費対医業収益比率材料費対医業収益比率材料費対医業収益比率」、」、」、」、「「「「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」」」」のののの入院入院入院入院とととと外来外来外来外来のののの４４４４つのつのつのつの指標指標指標指標であるであるであるである。。。。    

    「「「「経常収支比率経常収支比率経常収支比率経常収支比率」」」」はははは、、、、費用費用費用費用にににに対対対対するするするする収益収益収益収益のののの割合割合割合割合をををを示示示示すものですものですものですもので、、、、企業企業企業企業のののの経営状経営状経営状経営状

況況況況をををを表表表表すものであるすものであるすものであるすものである。。。。100100100100％％％％以上以上以上以上がががが単年度経常黒字単年度経常黒字単年度経常黒字単年度経常黒字、、、、100100100100％％％％未満未満未満未満がががが単年度経常赤単年度経常赤単年度経常赤単年度経常赤

字字字字でありでありでありであり、、、、当院当院当院当院はははは計画計画計画計画においてにおいてにおいてにおいて 97.097.097.097.0％％％％をををを目標目標目標目標としていたがとしていたがとしていたがとしていたが、、、、実績実績実績実績はははは 97.297.297.297.2％％％％とととと 0.20.20.20.2

ポイントポイントポイントポイント計画計画計画計画をををを上回上回上回上回ったったったった。。。。このことはこのことはこのことはこのことは、、、、平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度においてにおいてにおいてにおいて計画計画計画計画をををを上回上回上回上回るるるる収支収支収支収支

のののの向上向上向上向上がみられがみられがみられがみられ、、、、計画計画計画計画がががが順調順調順調順調にににに進捗進捗進捗進捗しているしているしているしている状況状況状況状況をををを表表表表しているしているしているしている。。。。なおなおなおなお、、、、当院当院当院当院とととと

同規模同規模同規模同規模のののの全国自治体病院全国自治体病院全国自治体病院全国自治体病院のののの平均平均平均平均はははは 93.493.493.493.4％％％％となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    「「「「材料費対医業収益比材料費対医業収益比材料費対医業収益比材料費対医業収益比率率率率」」」」はははは医業収益医業収益医業収益医業収益にににに対対対対するするするする材料費材料費材料費材料費のののの割合割合割合割合をををを示示示示すものですものですものですもので、、、、

割合割合割合割合がががが低低低低いほどいほどいほどいほど少少少少ないないないない費用費用費用費用でででで効率的効率的効率的効率的にににに収益収益収益収益をををを上上上上げていることになるげていることになるげていることになるげていることになる。。。。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、、、、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コストやコストやコストやコスト縮減縮減縮減縮減のののの取組取組取組取組によりによりによりにより、、、、計画計画計画計画ではではではでは 20.520.520.520.5％％％％をををを目標目標目標目標としとしとしとし

ていたがていたがていたがていたが、、、、実績実績実績実績はははは 18.418.418.418.4％％％％とととと 2.12.12.12.1ポイントポイントポイントポイント計画計画計画計画をををを下回下回下回下回りりりり目標目標目標目標をををを達成達成達成達成したしたしたした。。。。なおなおなおなお、、、、

当院当院当院当院とととと同規模同規模同規模同規模のののの全国自治体病院全国自治体病院全国自治体病院全国自治体病院のののの平均平均平均平均はははは 19.619.619.619.6％％％％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」」」」のののの入院入院入院入院とととと外来外来外来外来はははは、、、、入院及入院及入院及入院及びびびび外来収入外来収入外来収入外来収入におけにおけにおけにおけ

るるるる患者患者患者患者 1111人人人人 1111日当日当日当日当たりのたりのたりのたりの金額金額金額金額をををを表表表表すものですものですものですもので、、、、よりよりよりより効率的効率的効率的効率的なななな医療医療医療医療をををを提供提供提供提供することすることすることすること

によりによりによりにより、、、、単価単価単価単価がががが上昇上昇上昇上昇しししし収益向上収益向上収益向上収益向上にににに繋繋繋繋げるものでげるものでげるものでげるものであるあるあるある。。。。入院入院入院入院ではではではでは 42,70742,70742,70742,707円円円円をををを目標目標目標目標

としていたがとしていたがとしていたがとしていたが、、、、実績実績実績実績はははは 46,58446,58446,58446,584円円円円とととと 3,8773,8773,8773,877円計画円計画円計画円計画をををを上回上回上回上回りりりり、、、、外来外来外来外来ではではではでは 7,8137,8137,8137,813円円円円をををを

目標目標目標目標としていたがとしていたがとしていたがとしていたが、、、、実績実績実績実績ではではではでは 7,8147,8147,8147,814円円円円とととと 1111円上回円上回円上回円上回りりりり、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも目標目標目標目標をををを達成達成達成達成したしたしたした。。。。    

    P.7P.7P.7P.7    診療科別診療科別診療科別診療科別のののの状況状況状況状況ではではではでは、、、、入院入院入院入院はははは「「「「循環器科循環器科循環器科循環器科」」」」がががが目標目標目標目標をををを下回下回下回下回ったがったがったがったが、「、「、「、「耳鼻耳鼻耳鼻耳鼻

咽喉科咽喉科咽喉科咽喉科」、「」、「」、「」、「小児科小児科小児科小児科」、「」、「」、「」、「眼科眼科眼科眼科」」」」などでなどでなどでなどで目標目標目標目標をををを上回上回上回上回ったったったった。。。。外来外来外来外来ではではではでは、「、「、「、「外科外科外科外科」、「」、「」、「」、「泌尿泌尿泌尿泌尿

器科器科器科器科」」」」でででで目標目標目標目標をををを下回下回下回下回ったがったがったがったが、「、「、「、「産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科」、「」、「」、「」、「消化器科消化器科消化器科消化器科」」」」でででで目標目標目標目標をををを上回上回上回上回ったったったった。。。。    

    次次次次にににに、、、、目標目標目標目標をををを達成達成達成達成できなかったできなかったできなかったできなかった 4444つのつのつのつの指標指標指標指標についてについてについてについて、、、、説明説明説明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。。。。    
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    「「「「病床利用率病床利用率病床利用率病床利用率」」」」はははは、、、、病床数病床数病床数病床数のうちのうちのうちのうち利用利用利用利用されたされたされたされた病床数病床数病床数病床数のののの割合割合割合割合をををを示示示示すものですものですものですもので、、、、公公公公

立病院改革立病院改革立病院改革立病院改革ガイドラインではガイドラインではガイドラインではガイドラインでは、、、、過去過去過去過去 3333年間連続年間連続年間連続年間連続してしてしてして 70707070％％％％未満未満未満未満のののの病院病院病院病院はははは、、、、病床数病床数病床数病床数

のののの削減等削減等削減等削減等のののの抜本的抜本的抜本的抜本的なななな見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行うううう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。。。。    

    当院当院当院当院においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、1111日平均入院患者数日平均入院患者数日平均入院患者数日平均入院患者数がががが大大大大きくきくきくきく減少減少減少減少したことによりしたことによりしたことによりしたことにより、、、、計画計画計画計画でででで

はははは 85.585.585.585.5％％％％をををを目標目標目標目標としていたがとしていたがとしていたがとしていたが、、、、実績実績実績実績はははは 73.173.173.173.1％％％％とととと 12.412.412.412.4ポイントポイントポイントポイント計画計画計画計画をををを下回下回下回下回りりりり目目目目

標標標標をををを達成達成達成達成していないしていないしていないしていない。。。。なおなおなおなお、、、、市民病院市民病院市民病院市民病院とととと同規模同規模同規模同規模のののの全国自治体病院全国自治体病院全国自治体病院全国自治体病院のののの平均平均平均平均はははは 67.267.267.267.2％％％％

となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    「「「「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」」」」のののの入院入院入院入院とととと外来外来外来外来はははは、、、、入院入院入院入院はははは 162.5162.5162.5162.5人人人人をををを目標目標目標目標としていたがとしていたがとしていたがとしていたが、、、、

実績実績実績実績はははは 138.9138.9138.9138.9人人人人とととと 23.623.623.623.6人計画人計画人計画人計画をををを下回下回下回下回りりりり、、、、外来外来外来外来ではではではでは、、、、710.2710.2710.2710.2人人人人をををを目標目標目標目標としていたとしていたとしていたとしていた

がががが、、、、実績実績実績実績はははは 692.1692.1692.1692.1人人人人とととと 18.118.118.118.1人計画人計画人計画人計画をををを下回下回下回下回りりりり、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも目標目標目標目標をををを達成達成達成達成しなかったしなかったしなかったしなかった。。。。

なおなおなおなお、、、、当院当院当院当院とととと同規模同規模同規模同規模のののの全国自治体病院全国自治体病院全国自治体病院全国自治体病院のののの平均平均平均平均はははは、、、、入院入院入院入院がががが 103103103103人人人人、、、、外来外来外来外来がががが 279279279279人人人人

となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    「「「「職員給与費対医業収益比率職員給与費対医業収益比率職員給与費対医業収益比率職員給与費対医業収益比率」」」」はははは、、、、医業収益医業収益医業収益医業収益にににに対対対対するするするする職員給与費職員給与費職員給与費職員給与費のののの割合割合割合割合をををを示示示示

すものですものですものですもので、、、、割合割合割合割合がががが低低低低いほどいほどいほどいほど少少少少ないないないない人件費人件費人件費人件費でででで効率的効率的効率的効率的にににに収益収益収益収益をあげていることになをあげていることになをあげていることになをあげていることにな

るるるる。。。。当院当院当院当院においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、計画計画計画計画ではではではでは 49.449.449.449.4％％％％をををを目標目標目標目標としていたがとしていたがとしていたがとしていたが、、、、実績実績実績実績はははは 51.151.151.151.1％％％％とととと目目目目

標標標標をををを 1.71.71.71.7ポイントポイントポイントポイント上回上回上回上回りりりり、、、、目標目標目標目標をををを達成達成達成達成しなかったしなかったしなかったしなかった。。。。これはこれはこれはこれは、、、、職員給与費職員給与費職員給与費職員給与費はははは計画計画計画計画

をををを下回下回下回下回ったもののったもののったもののったものの、、、、患者数患者数患者数患者数のののの減少減少減少減少などによりなどによりなどによりなどにより、、、、医業収益医業収益医業収益医業収益がそれがそれがそれがそれ以上以上以上以上にににに計画計画計画計画をををを下下下下

回回回回ったことからったことからったことからったことから、、、、職員給与費職員給与費職員給与費職員給与費のののの比率比率比率比率がががが高高高高まったことによるものであるまったことによるものであるまったことによるものであるまったことによるものである。。。。なおなおなおなお、、、、

当院当院当院当院とととと同規模同規模同規模同規模のののの全国自治体病院全国自治体病院全国自治体病院全国自治体病院のののの平均平均平均平均はははは、、、、58.358.358.358.3％％％％となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    数値目標数値目標数値目標数値目標についてはについてはについてはについては、、、、目標目標目標目標をををを達成達成達成達成していないしていないしていないしていない指標指標指標指標があるなどがあるなどがあるなどがあるなど課題課題課題課題がががが残残残残っていっていっていってい

るがるがるがるが、、、、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、、、、経経経経常収支常収支常収支常収支はははは計画計画計画計画とととと比較比較比較比較してしてしてして約約約約 1,4001,4001,4001,400万円万円万円万円のののの収支改収支改収支改収支改

善善善善をををを図図図図っておりっておりっておりっており、、、、目標目標目標目標をををを設定設定設定設定したしたしたした 8888つのつのつのつの指標指標指標指標のうちのうちのうちのうち 4444つのつのつのつの指標指標指標指標がががが目標目標目標目標をををを達成達成達成達成しししし

ていないもののていないもののていないもののていないものの、、、、企業企業企業企業のののの経営状況経営状況経営状況経営状況をををを表表表表すすすす「「「「経常収支比率経常収支比率経常収支比率経常収支比率」」」」はははは目標目標目標目標をををを達成達成達成達成しておしておしておしてお

りりりり、「、「、「、「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」」」」にににに向向向向けてけてけてけて計画全体計画全体計画全体計画全体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しているしているしている

ものとものとものとものと考考考考えるえるえるえる。。。。    

    ただしただしただしただし、、、、今後今後今後今後はははは、、、、よりよりよりより健全健全健全健全でででで安定安定安定安定したしたしたした経営基盤経営基盤経営基盤経営基盤のののの確立確立確立確立にににに向向向向けけけけ、、、、収入面収入面収入面収入面のののの向上向上向上向上

がががが重要重要重要重要となることからとなることからとなることからとなることから、、、、医師医師医師医師をはじめとするをはじめとするをはじめとするをはじめとする医療職員医療職員医療職員医療職員のののの確保確保確保確保によるによるによるによる診療体制診療体制診療体制診療体制のののの

充実充実充実充実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、、、、地域医療連携地域医療連携地域医療連携地域医療連携をををを推進推進推進推進するするするする。。。。    

    

（（（（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））））    

    前回前回前回前回もおもおもおもお話話話話しさせてしさせてしさせてしさせていただいたがいただいたがいただいたがいただいたが、、、、全体的全体的全体的全体的にはにはにはには「「「「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形形形形でででで効率効率効率効率

的的的的にににに運営運営運営運営しているしているしているしている印象印象印象印象であるであるであるである。。。。    

    本日本日本日本日、、、、院内院内院内院内をををを見学見学見学見学させていただいたさせていただいたさせていただいたさせていただいた中中中中でででで、、、、収支収支収支収支にににに関関関関わることわることわることわることのみならずのみならずのみならずのみならず、、、、TQMTQMTQMTQM

活動活動活動活動ということでということでということでということで、、、、患者様患者様患者様患者様のためにのためにのためにのために前向前向前向前向きにきにきにきに取組取組取組取組んでいるんでいるんでいるんでいる状況状況状況状況がうかがえたがうかがえたがうかがえたがうかがえた。。。。    

    数値目標数値目標数値目標数値目標としてはとしてはとしてはとしては、「、「、「、「経常収支比率経常収支比率経常収支比率経常収支比率」」」」はははは十分十分十分十分にクリアしているがにクリアしているがにクリアしているがにクリアしているが、、、、気気気気になるになるになるになる点点点点

としてはとしてはとしてはとしては、、、、患者数患者数患者数患者数のののの減少減少減少減少のののの部分部分部分部分でありでありでありであり、、、、医師医師医師医師のののの退職退職退職退職によるによるによるによる影響影響影響影響やややや受診抑制受診抑制受診抑制受診抑制のののの問問問問
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題題題題、、、、DPCDPCDPCDPC導入導入導入導入によるによるによるによる平均在院日数平均在院日数平均在院日数平均在院日数のののの短縮短縮短縮短縮にににに伴伴伴伴うううう病床利用率病床利用率病床利用率病床利用率のののの低下低下低下低下などのなどのなどのなどの影響影響影響影響がががが

考考考考えられえられえられえられるるるる。。。。    

またまたまたまた前回前回前回前回までまでまでまで話題話題話題話題になっていたになっていたになっていたになっていた紹介紹介紹介紹介率率率率・・・・逆紹介率逆紹介率逆紹介率逆紹介率のののの向上向上向上向上というというというという課課課課題題題題はこれかはこれかはこれかはこれか

らららら改善改善改善改善のののの余地余地余地余地があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがある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、、、、資料資料資料資料 2222    P.5P.5P.5P.5    ３３３３    数値目標数値目標数値目標数値目標のののの（（（（参考参考参考参考））））全国自治体病院全国自治体病院全国自治体病院全国自治体病院のののの数値数値数値数値とととと比較比較比較比較

するとするとするとすると、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに当院当院当院当院はははは優秀優秀優秀優秀なななな数値数値数値数値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、、、、今後今後今後今後もこのもこのもこのもこの調子調子調子調子でででで取組取組取組取組

をををを前向前向前向前向きにきにきにきに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られるえられるえられるえられる。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    資料資料資料資料 2222    P.8P.8P.8P.8～～～～9999にににに各計画項目各計画項目各計画項目各計画項目のののの年度毎年度毎年度毎年度毎のグラフがのグラフがのグラフがのグラフが添付添付添付添付されているされているされているされている。。。。これによこれによこれによこれによ

るとるとるとると、、、、１１１１日当日当日当日当たりのたりのたりのたりの入院入院入院入院とととと外来外来外来外来のののの患者数患者数患者数患者数がががが減少減少減少減少してきているがしてきているがしてきているがしてきているが、、、、目標目標目標目標はもうはもうはもうはもう少少少少

しししし上上上上のののの数値数値数値数値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。。。。またまたまたまた、、、、病床利用率病床利用率病床利用率病床利用率もももも同様同様同様同様にににに減少減少減少減少してきていることしてきていることしてきていることしてきていること

がががが、、、、わかりやすくわかりやすくわかりやすくわかりやすく示示示示されているされているされているされている。。。。このようなこのようなこのようなこのような資料資料資料資料もももも見比見比見比見比べながらべながらべながらべながら、、、、何何何何かおかおかおかお気気気気づづづづ

きのきのきのきの点点点点があればがあればがあればがあれば御意見御意見御意見御意見いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。    

    今年度今年度今年度今年度はははは、、、、減収減収減収減収ではあったがではあったがではあったがではあったが様様様様々々々々なななな努力努力努力努力によってによってによってによって増益増益増益増益となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、数値目数値目数値目数値目

標標標標はははは４４４４項目達成項目達成項目達成項目達成したしたしたした状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。患者数患者数患者数患者数のののの減少減少減少減少はははは、、、、全国的全国的全国的全国的にににに減少減少減少減少しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、

当院当院当院当院だけだけだけだけ減少減少減少減少しているのかしているのかしているのかしているのか状況状況状況状況をををを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））））    

    前回前回前回前回のののの会議会議会議会議でもでもでもでも御説明御説明御説明御説明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、、、、平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度はははは、、、、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

がががが減員減員減員減員になったためになったためになったためになったため、、、、入院患者入院患者入院患者入院患者がががが殆殆殆殆どどどど受受受受けけけけ入入入入れられられられられなかったれなかったれなかったれなか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要要要

因因因因であるであるであるである。。。。内科系内科系内科系内科系のののの医師医師医師医師がががが欠欠欠欠けるとけるとけるとけると、、、、ほかのほかのほかのほかの診療科診療科診療科診療科にににに影響影響影響影響したというしたというしたというしたという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。。。。    

またまたまたまた、、、、先程先程先程先程アドバイザーアドバイザーアドバイザーアドバイザーからもからもからもからも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、、、、景気景気景気景気のののの悪化悪化悪化悪化によりによりによりにより受診受診受診受診するするするする

方方方方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というというというという北海道医師会北海道医師会北海道医師会北海道医師会のののの見解見解見解見解もあるのでもあるのでもあるのでもあるので、、、、そういったそういったそういったそういった影響影響影響影響もあもあもあもあ

るとるとるとると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    先程先程先程先程院内院内院内院内をををを見学見学見学見学させていたさせていたさせていたさせていただいただいただいただいた人工透析室人工透析室人工透析室人工透析室でもでもでもでも、、、、医師医師医師医師がががが少少少少ないためないためないためないため、、、、設備設備設備設備

はあってもはあってもはあってもはあっても患者患者患者患者をををを受入受入受入受入れれれれられないというおられないというおられないというおられないというお話話話話もももも伺伺伺伺ったのったのったのったのでででで、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか一概一概一概一概にににに解解解解

決決決決できそうにないというできそうにないというできそうにないというできそうにないという状況状況状況状況もあるようにもあるようにもあるようにもあるように思思思思うううう。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    資料資料資料資料 2222のののの P.9P.9P.9P.9    ◆◆◆◆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（（（（外来外来外来外来））））でででで単価単価単価単価がががが増加増加増加増加してきてしてきてしてきてしてきて

いるがいるがいるがいるが、、、、診療報酬自体診療報酬自体診療報酬自体診療報酬自体はははは殆殆殆殆どどどど変変変変わっていないとわっていないとわっていないとわっていないと思思思思うがうがうがうが、、、、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があるがあるがある

のかのかのかのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。    
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（（（（院長院長院長院長））））    

    これはこれはこれはこれは、、、、DPCDPCDPCDPCのののの導入導入導入導入によりによりによりにより、、、、これまでこれまでこれまでこれまで入院入院入院入院でででで行行行行っていたっていたっていたっていた検査検査検査検査をををを外来外来外来外来でででで行行行行うようようようよ

うううう病院方針病院方針病院方針病院方針としてとしてとしてとして徹底徹底徹底徹底したのがしたのがしたのがしたのが、、、、このようなこのようなこのようなこのような形形形形でででで表表表表れたものとれたものとれたものとれたものと考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。まままま

たたたた、、、、昨年昨年昨年昨年はははは新型新型新型新型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大流行大流行大流行大流行でででで、、、、外来外来外来外来のののの検査検査検査検査がががが多多多多かったかったかったかった影響影響影響影響ももももあるあるあるある

とととと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。    

        

（（（（会長会長会長会長））））    

    国国国国のガイドラインではのガイドラインではのガイドラインではのガイドラインでは、、、、病床利用率病床利用率病床利用率病床利用率がががが 70707070％％％％未満未満未満未満のののの病院病院病院病院はははは抜本的抜本的抜本的抜本的なななな見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行

うううう必要必要必要必要があるとされておりがあるとされておりがあるとされておりがあるとされており、、、、当院当院当院当院はははは 73737373％％％％ということでそれにということでそれにということでそれにということでそれに近近近近づいているのがづいているのがづいているのがづいているのが

気気気気になるがになるがになるがになるが、、、、どういったどういったどういったどういった状況状況状況状況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））））    

    国国国国がががが言言言言っているのはっているのはっているのはっているのは、、、、3333年連続年連続年連続年連続でででで 70707070％％％％をををを下回下回下回下回ったったったった場合場合場合場合はははは見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行うううう必要必要必要必要がががが

ああああるとのことであるるとのことであるるとのことであるるとのことである。。。。平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度はははは、、、、循環器科循環器科循環器科循環器科医師減員医師減員医師減員医師減員のののの影響影響影響影響でででで 73737373％％％％であっであっであっであっ

たがたがたがたが、、、、今年度今年度今年度今年度はははは 7777月月月月まででまででまででまでで 79797979％％％％程度程度程度程度ありありありあり、、、、今年度今年度今年度今年度のののの年間平均年間平均年間平均年間平均目標目標目標目標はははは 81.281.281.281.2％％％％となとなとなとな

っていっていっていっているるるる。。。。改革改革改革改革プランのプランのプランのプランの計画計画計画計画はもうはもうはもうはもう少少少少しししし高高高高いいいい数値数値数値数値であるがであるがであるがであるが、、、、なんとかクリアしなんとかクリアしなんとかクリアしなんとかクリアし

たいとたいとたいとたいと思思思思ってってってっているところであいるところであいるところであいるところでありりりり、、、、昨年昨年昨年昨年とととと比比比比べてべてべてべて今今今今のところはのところはのところはのところは、、、、かなりアップしかなりアップしかなりアップしかなりアップし

ているているているている状況状況状況状況であるであるであるである。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    やはりやはりやはりやはり、、、、医師医師医師医師がいるかいないかというのががいるかいないかというのががいるかいないかというのががいるかいないかというのが一番大一番大一番大一番大きいきいきいきい要因要因要因要因ということかということかということかということか。。。。    

    

（（（（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。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    医師医師医師医師のののの確保確保確保確保がががが難難難難しいというのはしいというのはしいというのはしいというのは全国的全国的全国的全国的なななな問題問題問題問題でありでありでありであり、、、、このためのこのためのこのためのこのための対策対策対策対策にはにはにはには限限限限

度度度度ががががあるとあるとあるとあると考考考考えられるがえられるがえられるがえられるが、、、、このこのこのこの点点点点についてについてについてについて強調強調強調強調してしてしてして具体的具体的具体的具体的なななな案案案案をををを打出打出打出打出してしてしてして検討検討検討検討

していただきたいというしていただきたいというしていただきたいというしていただきたいという思思思思いがあるいがあるいがあるいがある。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    資料資料資料資料 1111----1111    提言書提言書提言書提言書（（（（案案案案））））P.25P.25P.25P.25    下段下段下段下段にににに【【【【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ということでということでということでということで、、、、現在現在現在現在

のののの取組取組取組取組をををを記載記載記載記載させていただいているがさせていただいているがさせていただいているがさせていただいているが、、、、残念残念残念残念ながらながらながらながら医師確保医師確保医師確保医師確保にはこれといったにはこれといったにはこれといったにはこれといった

決決決決めめめめ手手手手はないためはないためはないためはないため、、、、引続引続引続引続きききき同様同様同様同様のののの取組取組取組取組によるによるによるによる努力努力努力努力をををを継続継続継続継続させていただくこととさせていただくこととさせていただくこととさせていただくことと

なるなるなるなる。。。。国国国国もももも医学部医学部医学部医学部のののの定員増定員増定員増定員増などなどなどなど様様様様々々々々なななな取組取組取組取組をををを進進進進めているためめているためめているためめているため、、、、国国国国のののの施策施策施策施策とととと当院当院当院当院
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のこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの取組取組取組取組のののの継続継続継続継続にににに尽尽尽尽きるのではないかときるのではないかときるのではないかときるのではないか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））））    

    平成平成平成平成 24242424年度年度年度年度にはにはにはには黒字黒字黒字黒字にににに転換転換転換転換すすすするるるるというというというという見込見込見込見込みでみでみでみで会議会議会議会議がががが進進進進んでいたためんでいたためんでいたためんでいたため、、、、安心安心安心安心

していたところではあるがしていたところではあるがしていたところではあるがしていたところではあるが、、、、今後今後今後今後のののの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、、、、医師医師医師医師のののの減員減員減員減員というというというという状況状況状況状況がががが

続続続続いてもいてもいてもいても、、、、平成平成平成平成 24242424年度年度年度年度はははは黒字化黒字化黒字化黒字化できるのかできるのかできるのかできるのか、、、、そしてそしてそしてそしてこれはこれはこれはこれは、、、、減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費をををを除除除除いいいい

てててて黒字化黒字化黒字化黒字化するするするするということなということなということなということなのかのかのか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））））    

    まずまずまずまず、、、、減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその費用費用費用費用もももも計上計上計上計上してしてしてして黒字化黒字化黒字化黒字化するするするする見込見込見込見込みであるみであるみであるみである。。。。    

    現在現在現在現在のののの医師数医師数医師数医師数をををを維持維持維持維持することをすることをすることをすることを前提前提前提前提としてとしてとしてとして、、、、計画計画計画計画をををを予定予定予定予定しておりしておりしておりしており、、、、このこのこのこの計画計画計画計画

がうまくいくかどうかということのがうまくいくかどうかということのがうまくいくかどうかということのがうまくいくかどうかということの一番一番一番一番のポイントはのポイントはのポイントはのポイントは、、、、医師医師医師医師をををを現在数現在数現在数現在数確保確保確保確保できできできでき

るかどうかということでるかどうかということでるかどうかということでるかどうかということであるあるあるある。。。。患者数患者数患者数患者数はははは、、、、医師医師医師医師がいればそれなりにがいればそれなりにがいればそれなりにがいればそれなりに確保確保確保確保でででできるきるきるきる

とととと考考考考えられるためえられるためえられるためえられるため、、、、医師医師医師医師数数数数がががが確保確保確保確保できればできればできればできれば、、、、計画計画計画計画はははは達成達成達成達成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

現状現状現状現状ではではではでは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））））    

    医師確保医師確保医師確保医師確保についてはについてはについてはについては、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか市民市民市民市民にはにはにはには見見見見えないところであるがえないところであるがえないところであるがえないところであるが、、、、何何何何とかとかとかとか頑頑頑頑

張張張張ってってってって確保確保確保確保してしてしてしていただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    今年度今年度今年度今年度からからからから当院当院当院当院にににに循環器循環器循環器循環器科科科科のののの医師医師医師医師がががが 3333名増名増名増名増ええええたことはたことはたことはたことは、、、、このこのこのこの時代時代時代時代においてにおいてにおいてにおいて画画画画

期的期的期的期的なことでありなことでありなことでありなことであり、、、、市民市民市民市民のののの皆様皆様皆様皆様にもにもにもにも御評価御評価御評価御評価いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思っているっているっているっている。。。。循環器循環器循環器循環器

科科科科のののの医師医師医師医師がががが増員増員増員増員したことによりしたことによりしたことによりしたことにより、、、、救急救急救急救急患者患者患者患者のののの受入受入受入受入れもれもれもれも増加増加増加増加してしてしてしてきたきたきたきたことはことはことはことは、、、、千千千千

歳市歳市歳市歳市にとってにとってにとってにとって大変喜大変喜大変喜大変喜ばしいばしいばしいばしいことであるとことであるとことであるとことであると思思思思うううう。。。。    

またまたまたまた、、、、単単単単なるなるなるなる医師医師医師医師のののの確保確保確保確保ではではではではなくなくなくなく、、、、なるべなるべなるべなるべくくくく良良良良いいいい医師医師医師医師をををを揃揃揃揃ええええてててて、、、、良良良良いいいい医療医療医療医療をををを

着実着実着実着実にににに行行行行いながらいながらいながらいながら稼働率稼働率稼働率稼働率をををを向上向上向上向上させられるさせられるさせられるさせられる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っっっていきたいとていきたいとていきたいとていきたいと考考考考えてえてえてえて

いるいるいるいる。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    循環器循環器循環器循環器科科科科のののの医師医師医師医師がががが 3333名増員名増員名増員名増員されたことはされたことはされたことはされたことは、、、、市民市民市民市民にににに大大大大々々々々的的的的にににに知知知知られていないとられていないとられていないとられていないと

思思思思うのでうのでうのでうので、、、、もっとアピールしていただきたいもっとアピールしていただきたいもっとアピールしていただきたいもっとアピールしていただきたい。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    我我我我々々々々もそのアピールがもそのアピールがもそのアピールがもそのアピールが不足不足不足不足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ているえているえているえているためためためため、、、、今後検討今後検討今後検討今後検討していきたしていきたしていきたしていきた

いいいい。。。。    
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（（（（会長会長会長会長））））    

    市民市民市民市民がががが親親親親しみをしみをしみをしみを覚覚覚覚えるえるえるえる病院病院病院病院のののの雰囲気作雰囲気作雰囲気作雰囲気作りりりりをををを継続的継続的継続的継続的にににに行行行行うことうことうことうことがががが、、、、重要重要重要重要となっとなっとなっとなっ

てくるのではないかてくるのではないかてくるのではないかてくるのではないか。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    千歳千歳千歳千歳医師会医師会医師会医師会のののの主催主催主催主催でででで「「「「千歳市千歳市千歳市千歳市健康健康健康健康まつまつまつまつりりりり」」」」というのをというのをというのをというのを毎年行毎年行毎年行毎年行っているがっているがっているがっているが、、、、当当当当

院院院院もももも毎年医師毎年医師毎年医師毎年医師をををを派遣派遣派遣派遣してしてしてして協力協力協力協力させていただいてさせていただいてさせていただいてさせていただいておりおりおりおり、、、、今年今年今年今年もももも９９９９月月月月にににに開催開催開催開催されるされるされるされる

のでのでのでので、、、、よろよろよろよろしければしければしければしければ御御御御参加参加参加参加いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    本会議本会議本会議本会議のののの内容内容内容内容のののの中中中中にはにはにはには、、、、提言書提言書提言書提言書にににに留留留留まらずまらずまらずまらずそのそのそのその後後後後のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況のののの確認確認確認確認をををを行行行行うとうとうとうと

いういういういう役割役割役割役割があるががあるががあるががあるが、、、、数字数字数字数字をををを見見見見るだけではなくるだけではなくるだけではなくるだけではなく、、、、様様様様々々々々なななな視点視点視点視点でででで病院病院病院病院のののの取組取組取組取組やややや PRPRPRPR

等等等等がががが市民市民市民市民にににに向向向向けてうまくけてうまくけてうまくけてうまく情報発信情報発信情報発信情報発信できるできるできるできるようにようにようにように意見意見意見意見をををを述述述述べてべてべてべていきたいいきたいいきたいいきたいとととと考考考考えてえてえてえて

いるいるいるいる。。。。    

    今回今回今回今回のののの会議会議会議会議でででで予予予予定定定定していたしていたしていたしていた内容内容内容内容はこれではこれではこれではこれで終了終了終了終了となるがとなるがとなるがとなるが、、、、提言書提言書提言書提言書についてはについてはについてはについては、、、、

先程御説明先程御説明先程御説明先程御説明させてさせてさせてさせていただいたようにいただいたようにいただいたようにいただいたように、、、、私私私私とととと副会長副会長副会長副会長でででで修正箇所修正箇所修正箇所修正箇所をををを確認確認確認確認しししし、、、、完成完成完成完成版版版版

としてとしてとしてとしてまとめまとめまとめまとめたものをたものをたものをたものを、、、、皆様皆様皆様皆様にににに御報御報御報御報告告告告するするするする形形形形としたいとしたいとしたいとしたい。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    繰返繰返繰返繰返しとなるがしとなるがしとなるがしとなるが、、、、提言書提言書提言書提言書にににについてはついてはついてはついては、、、、本日本日本日本日いただいたいただいたいただいたいただいた御意見御意見御意見御意見をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、会長会長会長会長

とととと副会長副会長副会長副会長でででで最終的最終的最終的最終的なななな確認確認確認確認をしをしをしをしたたたた上上上上でででで完成完成完成完成とさせていただとさせていただとさせていただとさせていただきききき、、、、完成版完成版完成版完成版についてはについてはについてはについては、、、、

委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様にににに御送付御送付御送付御送付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のでのでのでので宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたい。。。。    

    またまたまたまた、、、、提言書提言書提言書提言書のののの提出提出提出提出についてはについてはについてはについては、、、、委員委員委員委員のののの皆様皆様皆様皆様をををを代表代表代表代表してしてしてして、、、、会長会長会長会長とととと副会長副会長副会長副会長からからからから

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。。。。提出日時提出日時提出日時提出日時はははは 8888月月月月 25252525日日日日（（（（水水水水））））15151515時時時時

30303030分分分分からからからから市長室市長室市長室市長室でででで行行行行うううう予定予定予定予定であであであであるるるる。。。。    

    なおなおなおなお、、、、今回今回今回今回をもってをもってをもってをもって、、、、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終了終了終了終了となとなとなとなるるるる。。。。昨年昨年昨年昨年 7777月月月月のののの第第第第

1111回会議回会議回会議回会議からからからから、、、、1111年以上年以上年以上年以上にわたりにわたりにわたりにわたり活発活発活発活発なななな議論議論議論議論をしていただきをしていただきをしていただきをしていただき、、、、大変大変大変大変感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げげげげ

るるるる。。。。今後今後今後今後はははは、、、、改革改革改革改革プランのプランのプランのプランの評価評価評価評価ということでということでということでということで、、、、年年年年 2222回回回回程程程程度度度度おおおお集集集集りいただきりいただきりいただきりいただき、、、、ププププ

ランにおランにおランにおランにお示示示示ししたししたししたしした 47474747項目項目項目項目のののの行動計画行動計画行動計画行動計画をををを含含含含めめめめ、、、、プランのプランのプランのプラン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評価評価評価評価

をををを行行行行っていただくっていただくっていただくっ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。。。。    

    次回開催次回開催次回開催次回開催はははは、、、、11111111月頃月頃月頃月頃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。。。。    

    

３３３３    閉会閉会閉会閉会    

    


