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第第第第 7777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 12121212月月月月 13131313日日日日（（（（月月月月））））    18181818：：：：30303030～～～～20202020：：：：10101010    

    

【【【【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、、、、    

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、、、、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））））    

会議会議会議会議にににに入入入入るるるる前前前前にににに皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに報告報告報告報告があるがあるがあるがある。。。。本会議本会議本会議本会議のののの検討結果検討結果検討結果検討結果をまとめたをまとめたをまとめたをまとめた「「「「市民病市民病市民病市民病

院院院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についてについてについて」」」」のののの提言書提言書提言書提言書をををを 8888月月月月 25252525日日日日にににに私私私私とととと長澤副会長長澤副会長長澤副会長長澤副会長とでとでとでとで、、、、

丸院長丸院長丸院長丸院長、、、、宮崎事務局長宮崎事務局長宮崎事務局長宮崎事務局長、、、、佐佐佐佐々々々々木経営企画課長同行木経営企画課長同行木経営企画課長同行木経営企画課長同行のもとのもとのもとのもと山口山口山口山口市長市長市長市長へへへへ提出提出提出提出をををを行行行行っっっっ

たたたた。。。。市長市長市長市長からはからはからはからは、、、、委員委員委員委員のののの皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに対対対対しししし 1111年以上年以上年以上年以上にににに及及及及ぶぶぶぶ長期間長期間長期間長期間にににに渡渡渡渡りりりり 6666回回回回ものものものもの会会会会

議議議議をををを開催開催開催開催しししし、、、、提言書提言書提言書提言書をををを取取取取りまとめたことについてりまとめたことについてりまとめたことについてりまとめたことについて感謝感謝感謝感謝のののの言葉言葉言葉言葉をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた。。。。今今今今

後後後後はははは、、、、このこのこのこの提言提言提言提言をもとにをもとにをもとにをもとに市内部市内部市内部市内部でででで充分議論充分議論充分議論充分議論・・・・検討検討検討検討をををを行行行行いいいい、、、、よりよりよりより良良良良いいいい医療行政医療行政医療行政医療行政のののの

確立確立確立確立にににに努努努努めていきたいとのことであっためていきたいとのことであっためていきたいとのことであっためていきたいとのことであった。。。。    

前回前回前回前回のののの会議会議会議会議でででではははは提言書提言書提言書提言書（（（（案案案案））））とととと概要版概要版概要版概要版（（（（案案案案））））のののの確定確定確定確定にににに向向向向けてけてけてけて、、、、事務局事務局事務局事務局からのからのからのからの

説明説明説明説明をををを受受受受けたけたけたけた後後後後、、、、委員委員委員委員のののの皆皆皆皆さんからごさんからごさんからごさんからご意見意見意見意見をををを伺伺伺伺ったったったった。。。。またまたまたまた、「、「、「、「改革改革改革改革プランプランプランプラン」」」」にににに係係係係

るるるる収支計画収支計画収支計画収支計画とととと数値目標数値目標数値目標数値目標のののの平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度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事務局事務局事務局事務局からからからから報告報告報告報告があがあがあがあ

りりりり、、、、収支計画収支計画収支計画収支計画はプランとはプランとはプランとはプラン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善収支改善収支改善収支改善をををを図図図図っているほかっているほかっているほかっているほか、、、、

目標数値目標数値目標数値目標数値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設定設定設定設定したしたしたした 8888指標指標指標指標のうちのうちのうちのうち 4444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ていなしていなしていなしていな

いがいがいがいが、「、「、「、「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りしておりしておりしており、、、、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進進進んでいるとのことであったんでいるとのことであったんでいるとのことであったんでいるとのことであった。。。。    

今回今回今回今回のののの会議会議会議会議ではではではでは、、、、これらこれらこれらこれら収支計画収支計画収支計画収支計画とととと数値目標数値目標数値目標数値目標にににに対対対対すすすするるるる平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度のののの達成状況達成状況達成状況達成状況、、、、
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具体的行動計画具体的行動計画具体的行動計画具体的行動計画のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況にににに関関関関してしてしてして点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価（（（（案案案案））））がががが示示示示されているのでされているのでされているのでされているので、、、、事事事事

務局務局務局務局からからからから説明説明説明説明をををを受受受受けけけけたたたた後後後後、、、、皆皆皆皆さんからさんからさんからさんから意見意見意見意見をををを伺伺伺伺いいいい、、、、最終的最終的最終的最終的なななな評価評価評価評価ををををまとめまとめまとめまとめるこるこるこるこ

ととしととしととしととしたいたいたいたい。。。。    

        

２２２２    議題議題議題議題    

（（（（１１１１））））「「「「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」」」」実施状況実施状況実施状況実施状況のののの点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価についてについてについてについて（（（（説明説明説明説明    

及及及及びびびび質疑質疑質疑質疑））））    

（（（（資料資料資料資料 1111    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実施状況実施状況実施状況実施状況のののの点検点検点検点検・・・・評価評価評価評価についてについてについてについて（（（（案案案案））））    

（（（（平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度））））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））））    

        

◎◎◎◎1111    収支状況及収支状況及収支状況及収支状況及びびびび数値目標数値目標数値目標数値目標にににに対対対対するするするする評価評価評価評価    

○○○○（（（（１１１１））））評価基準評価基準評価基準評価基準    

（（（（P1P1P1P1をををを資料資料資料資料にににに基基基基づきづきづきづき説明説明説明説明））））    

    評価評価評価評価のののの区分区分区分区分をををを 4444つにつにつにつに区分区分区分区分しししし、、、、目目目目標標標標をををを達成達成達成達成したものはしたものはしたものはしたものは「「「「AAAA」、」、」、」、目標目標目標目標をををを達成達成達成達成できなできなできなできな

かったものはかったものはかったものはかったものは「「「「BBBB」」」」からからからから「「「「DDDD」」」」となるとなるとなるとなる。。。。計画計画計画計画とととと比較比較比較比較しししし 100100100100％％％％以上以上以上以上のののの実績実績実績実績となったとなったとなったとなった

場合場合場合場合はははは「「「「AAAA」、」、」、」、計画計画計画計画とととと比較比較比較比較しししし 90909090％％％％以上以上以上以上 100100100100％％％％未満未満未満未満のののの実績実績実績実績となったとなったとなったとなった場合場合場合場合はははは「「「「BBBB」、」、」、」、80808080％％％％

以上以上以上以上 90909090％％％％未満未満未満未満のののの実績実績実績実績となったとなったとなったとなった場合場合場合場合はははは「「「「CCCC」、」、」、」、80808080％％％％未満未満未満未満のののの実績実績実績実績となったとなったとなったとなった場合場合場合場合はははは「「「「DDDD」」」」

となるとなるとなるとなる。。。。    

    

○○○○（（（（２２２２））））収支状況収支状況収支状況収支状況    

（（（（P1P1P1P1～～～～PPPP2222をををを資料資料資料資料にににに基基基基づきづきづきづき説明説明説明説明））））    

収支収支収支収支計画計画計画計画ではではではでは経常損益経常損益経常損益経常損益をををを 1111 億億億億 5,5,5,5,269269269269 万万万万 5555 千円千円千円千円のののの損失損失損失損失（（（（赤字赤字赤字赤字））））ととととしてしてしてしていたがいたがいたがいたが、、、、

決算決算決算決算ではではではでは 1111 億億億億 3,3,3,3,899899899899万円万円万円万円となりとなりとなりとなり、、、、計画計画計画計画とととと比比比比べべべべ 1,1,1,1,370370370370万万万万 5555千円千円千円千円のののの経常損失縮減経常損失縮減経常損失縮減経常損失縮減がががが

図図図図られたことからられたことからられたことからられたことから、、、、計画計画計画計画のののの達成率達成率達成率達成率はははは 109.9109.9109.9109.9％％％％でありでありでありであり、、、、評価評価評価評価はははは「Ａ」「Ａ」「Ａ」「Ａ」となってとなってとなってとなっているいるいるいる。。。。    

そのそのそのその要因要因要因要因についてについてについてについて収入収入収入収入・・・・支出支出支出支出別別別別にににに主主主主なななな項目項目項目項目をををを見見見見るとるとるとると、、、、収入収入収入収入におにおにおにおいてはいてはいてはいては入院収入院収入院収入院収

益益益益がががが計画計画計画計画でででではははは 25252525億億億億 3,303,303,303,308888万万万万 8888千円千円千円千円をををを予定予定予定予定してしてしてしていたがいたがいたがいたが、、、、患者数患者数患者数患者数がががが 59,31359,31359,31359,313人人人人からからからから

50,69450,69450,69450,694 人人人人にににに減少減少減少減少したことなどからしたことなどからしたことなどからしたことなどから、、、、決算決算決算決算でででではははは 23232323 億億億億 6,6,6,6,155155155155 万万万万 4444 千円千円千円千円ととととなりなりなりなり、、、、計計計計

画画画画をををを 1111億億億億 7,1537,1537,1537,153万万万万 4444千円下回千円下回千円下回千円下回りりりり、、、、達成率達成率達成率達成率はははは 93.293.293.293.2％％％％となってとなってとなってとなっているいるいるいる。。。。    

またまたまたまた、、、、外来収益外来収益外来収益外来収益がががが計画計画計画計画でででではははは 13131313億億億億 4,4,4,4,291291291291万万万万 4444千千千千円円円円をををを予定予定予定予定してしてしてしていたがいたがいたがいたが、、、、患者数患者数患者数患者数がががが

171,870171,870171,870171,870 人人人人からからからから 167,492167,492167,492167,492 人人人人にににに減少減少減少減少したことなどからしたことなどからしたことなどからしたことなどから、、、、決算決算決算決算でででではははは 13131313 億億億億 885885885885 万万万万 3333

千円千円千円千円ととととなりなりなりなり、、、、計画計画計画計画をををを 3,4063,4063,4063,406万万万万 1111千円下回千円下回千円下回千円下回りりりり、、、、達成率達成率達成率達成率はははは 97.597.597.597.5％％％％となってとなってとなってとなっているいるいるいる。。。。    

診療科別患者数診療科別患者数診療科別患者数診療科別患者数ではではではでは、、、、入院入院入院入院はははは「「「「内科内科内科内科」、「」、「」、「」、「消化器科消化器科消化器科消化器科」、「」、「」、「」、「外科外科外科外科」」」」などでなどでなどでなどで減少減少減少減少しししし、、、、

外来外来外来外来はははは「「「「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減少減少減少減少してしてしてしているいるいるいる。。。。    

このこのこのこの結果結果結果結果、、、、経常収益経常収益経常収益経常収益総額総額総額総額はははは計画計画計画計画ではではではでは 50505050 億億億億 1,8111,8111,8111,811 万万万万 7777 千円千円千円千円をををを予定予定予定予定してしてしてしていたいたいたいたがががが、、、、

決算決算決算決算ではではではでは 48484848億億億億 5,0185,0185,0185,018万円万円万円万円となりとなりとなりとなり、、、、計画計画計画計画をををを 1111億億億億 6,7936,7936,7936,793万万万万 7777千円下回千円下回千円下回千円下回りりりり、、、、達成率達成率達成率達成率はははは

96.796.796.796.7％％％％となってとなってとなってとなっているいるいるいる。。。。    
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このことからこのことからこのことからこのことから、、、、収入収入収入収入ではではではでは、、、、5555項目全項目全項目全項目全てにおいててにおいててにおいててにおいて評価評価評価評価はははは「Ｂ」「Ｂ」「Ｂ」「Ｂ」となってとなってとなってとなっているいるいるいる。。。。    

今後今後今後今後ともともともとも、、、、収入収入収入収入のののの確保確保確保確保にににに向向向向けたけたけたけた一層一層一層一層のののの取組取組取組取組みがみがみがみが望望望望まれまれまれまれるるるる。。。。    

支出支出支出支出ににににおいてはおいてはおいてはおいては、、、、材料費材料費材料費材料費がががが計画計画計画計画でででではははは 9999 億億億億 1,101,101,101,106666 万万万万 5555 千千千千円円円円をををを予定予定予定予定してしてしてしていたがいたがいたがいたが、、、、

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薬品薬品薬品薬品・・・・診療材料診療材料診療材料診療材料ののののコストコストコストコスト縮減縮減縮減縮減のののの取組取組取組取組みみみみによりによりによりにより、、、、薬品費薬品費薬品費薬品費でででで 9,0499,0499,0499,049

万万万万 9999 千円千円千円千円、、、、診療材料費診療材料費診療材料費診療材料費でででで 3,0673,0673,0673,067 万万万万 8888 千円千円千円千円のののの減減減減となるなどとなるなどとなるなどとなるなど、、、、決算決算決算決算でででではははは 7777 億億億億 8,8,8,8,763763763763

万万万万 5555千千千千円円円円ととととなりなりなりなり、、、、計画計画計画計画をををを 1111億億億億 2,3432,3432,3432,343万円下回万円下回万円下回万円下回りりりり、、、、達成率達成率達成率達成率はははは 115.7115.7115.7115.7％％％％となってとなってとなってとなっているいるいるいる。。。。    

そのほかそのほかそのほかそのほか、、、、職員給与費職員給与費職員給与費職員給与費やややや医業外費用医業外費用医業外費用医業外費用においてもにおいてもにおいてもにおいても計画計画計画計画のののの達成率達成率達成率達成率がががが 100100100100％％％％をををを超超超超えるえるえるえる

状況状況状況状況となってとなってとなってとなっているいるいるいる。。。。    

このこのこのこの結果結果結果結果、、、、経常費用経常費用経常費用経常費用総額総額総額総額はははは計画計画計画計画ではではではでは 51515151億億億億 7,0817,0817,0817,081万万万万 2222 千円千円千円千円をををを予定予定予定予定してしてしてしていたがいたがいたがいたが、、、、

決算決算決算決算ではではではでは 49494949億億億億 8,9178,9178,9178,917万円万円万円万円となとなとなとなりりりり、、、、計画計画計画計画をををを 1111億億億億 8,1648,1648,1648,164万万万万 2222千円下回千円下回千円下回千円下回りりりり、、、、達成率達成率達成率達成率はははは

103.6103.6103.6103.6％％％％となってとなってとなってとなっているいるいるいる。。。。    

このことからこのことからこのことからこのことから、、、、支出支出支出支出ではではではでは、、、、5555項目全項目全項目全項目全てにおいててにおいててにおいててにおいて評価評価評価評価はははは「Ａ」「Ａ」「Ａ」「Ａ」となってとなってとなってとなっているいるいるいる。。。。    

なおなおなおなお、、、、経常損益経常損益経常損益経常損益におけるにおけるにおけるにおける平成平成平成平成 20202020年度年度年度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、、、、平成平成平成平成 20202020年度年度年度年度はははは 2222億億億億 689689689689

万万万万 9999千千千千円円円円のののの経常損失経常損失経常損失経常損失であったことからであったことからであったことからであったことから、、、、6,6,6,6,790790790790万万万万 9999千千千千円円円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となってとなってとなっていいいい

るるるる。。。。 

 

○○○○（（（（３３３３））））数値目標数値目標数値目標数値目標    

（（（（P3P3P3P3をををを資料資料資料資料にににに基基基基づきづきづきづき説明説明説明説明））））    

経営経営経営経営のののの効率化効率化効率化効率化にににに向向向向けけけけ年度年度年度年度ごとにごとにごとにごとに設定設定設定設定されているされているされているされている 8888 つのつのつのつの数値目標数値目標数値目標数値目標のののの評価評価評価評価につにつにつについいいい

てはてはてはては、「、「、「、「経常収支比率経常収支比率経常収支比率経常収支比率」、「」、「」、「」、「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診療収診療収診療収

入入入入（（（（入院入院入院入院）」、）」、）」、）」、「「「「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）」）」）」）」のののの 4444指標指標指標指標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ししし

「Ａ」「Ａ」「Ａ」「Ａ」評価評価評価評価となってとなってとなってとなっているいるいるいる。。。。    

一方一方一方一方、、、、「「「「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（（（（外来外来外来外来）」）」）」）」、「、「、「、「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「Ｂ」「Ｂ」「Ｂ」「Ｂ」評評評評

価価価価、、、、「「「「病床利用率病床利用率病床利用率病床利用率」、「」、「」、「」、「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（（（（入院入院入院入院）」）」）」）」はははは「Ｃ」「Ｃ」「Ｃ」「Ｃ」評価評価評価評価となりとなりとなりとなり、、、、目標目標目標目標のののの達達達達

成成成成にはにはにはには至至至至ってってってっていないいないいないいない。。。。    

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 4444 指標指標指標指標のうちのうちのうちのうち、、、、「「「「経常収支比率経常収支比率経常収支比率経常収支比率」」」」のののの増加増加増加増加はははは、、、、経常収益経常収益経常収益経常収益がががが 1111 億億億億

6,7936,7936,7936,793 万万万万 7777 千円減少千円減少千円減少千円減少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、、、、経常費用経常費用経常費用経常費用がががが 1111 億億億億 8,1648,1648,1648,164 万万万万 2222 千円減少千円減少千円減少千円減少しししし、、、、

経常費用経常費用経常費用経常費用のののの減少額減少額減少額減少額がががが経常収益経常収益経常収益経常収益のののの減少額減少額減少額減少額をををを上回上回上回上回ったことによるものであったことによるものであったことによるものであったことによるものであるるるる。。。。    

次次次次にににに、、、、「「「「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」」」」のののの減少減少減少減少はははは、、、、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ににに加加加加ええええ、、、、薬品薬品薬品薬品・・・・診療診療診療診療

材料材料材料材料ののののコストコストコストコスト縮減縮減縮減縮減のののの取組取組取組取組みみみみによるによるによるによるものものものものであであであであるるるる。。。。    

「「「「患者患者患者患者 1111人人人人 1111日当日当日当日当たりたりたりたり診療収入診療収入診療収入診療収入（（（（入院入院入院入院）」）」）」）」及及及及びびびび「「「「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）」）」）」）」のののの増加増加増加増加はははは、、、、ＤＰＣＤＰＣＤＰＣＤＰＣ導入導入導入導入などによるなどによるなどによるなどによる効率的効率的効率的効率的なななな医療医療医療医療のののの提供提供提供提供をををを行行行行ったことにったことにったことにったことに                    

よるものよるものよるものよるものであであであであるるるる。。。。    

またまたまたまた、、、、目標達成目標達成目標達成目標達成にににに至至至至らなかったらなかったらなかったらなかった 4444指標指標指標指標につにつにつについていていていて、「、「、「、「病床利用率病床利用率病床利用率病床利用率」」」」とととと「「「「1111日平均日平均日平均日平均

患者数患者数患者数患者数（（（（入院入院入院入院）」、）」、）」、）」、「「「「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（（（（外来外来外来外来）」）」）」）」のののの減少減少減少減少はははは、、、、患者数患者数患者数患者数のののの減少減少減少減少がががが直接直接直接直接のののの

要因要因要因要因でありでありでありであり、、、、今後今後今後今後、、、、患者数患者数患者数患者数のののの増加増加増加増加にににに向向向向けたけたけたけた一層一層一層一層のののの取組取組取組取組みがみがみがみが求求求求められめられめられめられるるるる。。。。    



4 

 

「「「「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」」」」のののの増加増加増加増加はははは、、、、職員給与費職員給与費職員給与費職員給与費はははは 1,0981,0981,0981,098万万万万 9999千円千円千円千円減減減減少少少少

したしたしたしたもののもののもののものの、、、、医業収益医業収益医業収益医業収益がががが 1111億億億億 6,4576,4576,4576,457万万万万 6666千円千円千円千円とととと大大大大きくきくきくきく減少減少減少減少したことしたことしたことしたことによるものによるものによるものによるもの

であであであであるるるる。。。。   

 

○○○○（（（（４４４４））））評価結果集計評価結果集計評価結果集計評価結果集計    

（（（（P4P4P4P4をををを資料資料資料資料にににに基基基基づきづきづきづき説明説明説明説明））））    

評価区分別評価区分別評価区分別評価区分別にににに見見見見るるるるとととと、、、、全全全全 19191919項目項目項目項目のうちのうちのうちのうち「Ａ」「Ａ」「Ａ」「Ａ」がががが 10101010項目項目項目項目、「Ｂ」、「Ｂ」、「Ｂ」、「Ｂ」がががが 7777項目項目項目項目、「Ｃ」、「Ｃ」、「Ｃ」、「Ｃ」

がががが 2222項目項目項目項目となってとなってとなってとなっているいるいるいる。。。。    

 

◎◎◎◎２２２２    具体的行動計画具体的行動計画具体的行動計画具体的行動計画    ～～～～平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度からのからのからのからの取組取組取組取組みみみみ～～～～    

（（（（P4P4P4P4～～～～P6P6P6P6をををを資料資料資料資料にににに基基基基づきづきづきづき説明説明説明説明））））    

■■■■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    

・・・・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にあたりうにあたりうにあたりうにあたり、、、、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のからのからのからの意見意見意見意見をををを広広広広くくくく聴取聴取聴取聴取するためするためするためするため、、、、平成平成平成平成 21212121年年年年 7777月月月月にににに「「「「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

経営改革会議経営改革会議経営改革会議経営改革会議」」」」がががが設置設置設置設置されされされされたたたた。。。。当会議当会議当会議当会議ではではではでは 6666 回回回回にわたりにわたりにわたりにわたり様様様様々々々々なななな視点視点視点視点からからからから議論議論議論議論

をををを重重重重ねねねね、、、、平成平成平成平成 22222222年年年年 8888月月月月にはにはにはには「「「「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についてについてについて～～～～

提言書提言書提言書提言書～」～」～」～」をををを提出提出提出提出したしたしたした。。。。    

■■■■ＤＰＣＤＰＣＤＰＣＤＰＣ導入導入導入導入によるによるによるによる経営改善経営改善経営改善経営改善    

・・・・平成平成平成平成 21212121年年年年 4444月月月月ににににＤＰＣＤＰＣＤＰＣＤＰＣ制度制度制度制度をををを導入導入導入導入しししし、、、、入院医療費入院医療費入院医療費入院医療費はははは疾病疾病疾病疾病ごとのごとのごとのごとの定額制定額制定額制定額制となっとなっとなっとなっ

たことからたことからたことからたことから、、、、投薬投薬投薬投薬やややや検査等検査等検査等検査等のののの治療内容治療内容治療内容治療内容、、、、入院期間等入院期間等入院期間等入院期間等のののの見直見直見直見直しをしをしをしを行行行行うなどうなどうなどうなど医療医療医療医療

のののの効率化効率化効率化効率化をををを進進進進めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、同同同同じじじじ疾患疾患疾患疾患でででで入院入院入院入院したしたしたした場合場合場合場合はははは基本的基本的基本的基本的にににに同同同同じじじじ治療内治療内治療内治療内

容容容容となるようとなるようとなるようとなるよう診療診療診療診療のののの標準化標準化標準化標準化にににに取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでいるるるる。。。。    

・・・・平成平成平成平成 21212121 年度末年度末年度末年度末までにまでにまでにまでに安価安価安価安価なななな後発医薬品後発医薬品後発医薬品後発医薬品のののの採用率採用率採用率採用率をををを 12.912.912.912.9％％％％にににに引引引引きききき上上上上げげげげ、、、、薬品薬品薬品薬品

購入費購入費購入費購入費をををを約約約約 1,4001,4001,4001,400 万円縮減万円縮減万円縮減万円縮減したほかしたほかしたほかしたほか、、、、使用頻度使用頻度使用頻度使用頻度がががが少少少少ないものやないものやないものやないものや同種同効品同種同効品同種同効品同種同効品のののの

整理統合整理統合整理統合整理統合をををを進進進進めめめめ、、、、材料材料材料材料コストのコストのコストのコストの圧縮圧縮圧縮圧縮をををを図図図図っていっていっていっているるるる。。。。    

■■■■電子電子電子電子カルテのカルテのカルテのカルテの導入導入導入導入    

・・・・平成平成平成平成 21212121 年年年年 3333 月月月月のののの入院病棟入院病棟入院病棟入院病棟にににに続続続続きききき、、、、6666 月月月月にはにはにはには外来診療外来診療外来診療外来診療にににに電子電子電子電子カルテをカルテをカルテをカルテを導入導入導入導入しししし、、、、

診療情報診療情報診療情報診療情報のののの一元管理一元管理一元管理一元管理とととと共有化共有化共有化共有化をををを図図図図りりりり、、、、検査検査検査検査・・・・投薬投薬投薬投薬のののの重複回避重複回避重複回避重複回避、、、、診療科診療科診療科診療科をををを横断横断横断横断

したしたしたした合併症合併症合併症合併症チェックチェックチェックチェック、、、、リストバンドによるリストバンドによるリストバンドによるリストバンドによる患者認証患者認証患者認証患者認証などなどなどなど、、、、よりよりよりより安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心でででで

効率的効率的効率的効率的なななな医療医療医療医療のののの提供提供提供提供をををを行行行行っていっていっていっているるるる。。。。    

・ペーパーレス・ペーパーレス・ペーパーレス・ペーパーレス化化化化、、、、フィルムレスフィルムレスフィルムレスフィルムレス化化化化、、、、カルテカルテカルテカルテ搬送人員搬送人員搬送人員搬送人員のののの削減削減削減削減などによりなどによりなどによりなどにより、、、、コスコスコスコス

トトトト縮減縮減縮減縮減がががが図図図図られていられていられていられているるるる。。。。    

■■■■健診健診健診健診センターのセンターのセンターのセンターの効率的運用効率的運用効率的運用効率的運用    

・・・・閑散期利用閑散期利用閑散期利用閑散期利用のののの促進促進促進促進などなどなどなど健診健診健診健診セセセセンターにンターにンターにンターに関関関関するするするする広報活動等広報活動等広報活動等広報活動等をををを積極的積極的積極的積極的にににに行行行行ったったったった結結結結

果果果果、、、、総合一般検診総合一般検診総合一般検診総合一般検診、、、、人間人間人間人間ドッグドッグドッグドッグ等等等等のののの受診者数受診者数受診者数受診者数はははは平成平成平成平成 20202020年度年度年度年度のののの 6,1046,1046,1046,104件件件件からからからから平平平平

成成成成 21212121年度年度年度年度はははは 7,4757,4757,4757,475件件件件とととと増加増加増加増加していしていしていしているるるる。。。。    
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・・・・乳乳乳乳がんがんがんがん検診検診検診検診のののの受診者枠受診者枠受診者枠受診者枠をををを平成平成平成平成 20202020年度年度年度年度のののの週週週週 19191919人人人人からからからから平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度はははは週週週週 50505050人人人人にににに

拡大拡大拡大拡大したしたしたした結果結果結果結果、、、、受診者数受診者数受診者数受診者数はははは 865865865865人人人人からからからから 1,5571,5571,5571,557人人人人とととと大幅大幅大幅大幅にににに増加増加増加増加していしていしていしているるるる。。。。    

■■■■診療科別原価計算導入診療科別原価計算導入診療科別原価計算導入診療科別原価計算導入のののの検討検討検討検討    

・・・・診療科別診療科別診療科別診療科別のののの詳細詳細詳細詳細なななな収支分析収支分析収支分析収支分析にににに基基基基づくづくづくづく収入収入収入収入・コスト・コスト・コスト・コスト管理体制管理体制管理体制管理体制をををを構築構築構築構築しししし、、、、経営改経営改経営改経営改

善善善善にににに繋繋繋繋げるためげるためげるためげるため、、、、先行事例先行事例先行事例先行事例のののの情報収集情報収集情報収集情報収集などなどなどなど調査研究調査研究調査研究調査研究をををを進進進進めめめめ、、、、導入導入導入導入にににに向向向向けてのけてのけてのけての

課題整理課題整理課題整理課題整理をををを行行行行っていっていっていっているるるる。。。。    

■■■■人工透析診療体人工透析診療体人工透析診療体人工透析診療体制制制制のののの拡充拡充拡充拡充    

・・・・担当医師担当医師担当医師担当医師 1111 名名名名をををを増員増員増員増員しししし、、、、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ったったったったがががが、、、、人工透析診療人工透析診療人工透析診療人工透析診療をををを行行行行ってってってって

いるいるいるいる他他他他のののの医療機関医療機関医療機関医療機関においてもにおいてもにおいてもにおいても診療枠診療枠診療枠診療枠のののの拡大拡大拡大拡大をををを図図図図ったことなどからったことなどからったことなどからったことなどから、、、、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患者数患者数患者数患者数はははは平成平成平成平成 20202020年度年度年度年度のののの 2,8582,8582,8582,858人人人人からからからから平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度はははは 3,0263,0263,0263,026人人人人とととと 168168168168

人人人人のののの微増微増微増微増にとどまっていにとどまっていにとどまっていにとどまっているるるる。。。。    

■■■■施設施設施設施設、、、、設備設備設備設備のののの計画的修繕計画的修繕計画的修繕計画的修繕    

・・・・平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度はははは病院全体病院全体病院全体病院全体のののの中長期的中長期的中長期的中長期的なななな修繕計画修繕計画修繕計画修繕計画をををを策定策定策定策定することとなっていたがすることとなっていたがすることとなっていたがすることとなっていたが、、、、

施設及施設及施設及施設及びびびび設備設備設備設備のののの老朽状況老朽状況老朽状況老朽状況のののの把握把握把握把握やややや具体的具体的具体的具体的なななな修繕費用修繕費用修繕費用修繕費用のののの積算積算積算積算、、、、費用平準化費用平準化費用平準化費用平準化をををを図図図図

るためのるためのるためのるための年度間調整年度間調整年度間調整年度間調整にににに時間時間時間時間をををを要要要要したことからしたことからしたことからしたことから、、、、平成平成平成平成 22222222年度年度年度年度にににに計画計画計画計画のののの策定策定策定策定をををを行行行行

うううう予定予定予定予定となっていとなっていとなっていとなっているるるる。。。。    

■■■■クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード決済決済決済決済のののの導入導入導入導入    

・・・・平成平成平成平成 21212121年年年年 12121212月月月月からのからのからのからの導入導入導入導入をををを予定予定予定予定してしてしてしていたいたいたいたがががが、、、、手数料率手数料率手数料率手数料率のののの調整調整調整調整にににに時間時間時間時間をををを要要要要しししし

たためたためたためたため、、、、平成平成平成平成 22222222年年年年 4444月月月月からのからのからのからの導入導入導入導入となっとなっとなっとなったたたた。。。。    

■■■■医療職人事考課制度医療職人事考課制度医療職人事考課制度医療職人事考課制度のののの導入導入導入導入    

・・・・医療職員個医療職員個医療職員個医療職員個々々々々のののの業績等業績等業績等業績等をををを処遇処遇処遇処遇にににに反映反映反映反映しししし、、、、職務遂行意欲職務遂行意欲職務遂行意欲職務遂行意欲をををを高高高高めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに能力能力能力能力

をををを最大限最大限最大限最大限にににに引引引引きききき出出出出すことをすことをすことをすことを目的目的目的目的としたとしたとしたとした医療職人事考課制度医療職人事考課制度医療職人事考課制度医療職人事考課制度のののの導入導入導入導入にににに向向向向けけけけ、、、、院院院院

内内内内にプロジェクトにプロジェクトにプロジェクトにプロジェクト会議会議会議会議をををを発足発足発足発足しししし制度構築制度構築制度構築制度構築にににに取取取取りりりり組組組組んでいんでいんでいんでいるるるる。。。。    

■■■■医師事務作業補助者医師事務作業補助者医師事務作業補助者医師事務作業補助者のののの設置設置設置設置    

・・・・医師医師医師医師のののの事務的作業事務的作業事務的作業事務的作業のののの負担負担負担負担をををを軽減軽減軽減軽減するためするためするためするため、、、、医師事務作業補助者医師事務作業補助者医師事務作業補助者医師事務作業補助者 2222 名名名名をををを採用採用採用採用しししし

医師医師医師医師のののの指導指導指導指導のもとのもとのもとのもと書類作成書類作成書類作成書類作成などのなどのなどのなどの業務業務業務業務をををを行行行行ってってってっていいいいるるるる。。。。    

        

    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新新新新たにたにたにたに取組取組取組取組んだんだんだんだ項目項目項目項目のうちのうちのうちのうち、「、「、「、「施設施設施設施設、、、、設備設備設備設備のののの計画的修繕計画的修繕計画的修繕計画的修繕」」」」のののの

計画策定計画策定計画策定計画策定やややや「「「「クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード決済決済決済決済のののの導入導入導入導入」」」」のののの時期時期時期時期にににに遅遅遅遅れがれがれがれが生生生生じたがじたがじたがじたが、、、、そのそのそのその他他他他

のののの項目項目項目項目につにつにつについてはいてはいてはいては、、、、概概概概ねねねね計画計画計画計画どおりにどおりにどおりにどおりに取組取組取組取組みがみがみがみが進進進進んでいるものとんでいるものとんでいるものとんでいるものと評価評価評価評価するするするする。。。。    

        

◎◎◎◎３３３３    総評総評総評総評    

（（（（P6P6P6P6をををを資料資料資料資料にににに基基基基づきづきづきづき説明説明説明説明））））    

平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度におにおにおにおいてはいてはいてはいては、、、、収入収入収入収入がががが計画計画計画計画をををを下回下回下回下回ったがったがったがったが、、、、費用費用費用費用のののの縮減縮減縮減縮減などによりなどによりなどによりなどにより「「「「経経経経

常損益常損益常損益常損益」」」」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しししておりておりておりており、、、、全体全体全体全体としてはとしてはとしてはとしては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ものものものもの

とととと評価評価評価評価するするするする。。。。    
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『『『『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はははは、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの取組取組取組取組みにみにみにみに加加加加ええええ、、、、患患患患

者数者数者数者数のののの増加増加増加増加などによなどによなどによなどによるるるる収入収入収入収入のののの確保確保確保確保ががが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えられえられえられるのでるのでるのでるので、、、、具体的行動具体的行動具体的行動具体的行動

計画計画計画計画のののの一層一層一層一層のののの推進推進推進推進がががが望望望望まれまれまれまれるるるる。。。。    

医療医療医療医療をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境はははは依然依然依然依然としてとしてとしてとして厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況にあにあにあにあるがるがるがるが、、、、今後今後今後今後もももも地域地域地域地域のののの基幹病基幹病基幹病基幹病

院院院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まえまえまえ、、、、地域地域地域地域のののの医療医療医療医療ニーズにニーズにニーズにニーズに的確的確的確的確にににに対応対応対応対応するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、引引引引きききき

続続続続きききき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にににに取組取組取組取組まれまれまれまれ、、、、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のののの提供提供提供提供にににに努努努努められるこめられるこめられるこめられるこ

とをとをとをとを期待期待期待期待するするするする。。。。    

    

7777ページページページページ以降以降以降以降のののの資料資料資料資料についてはについてはについてはについては、、、、前回前回前回前回のののの会議会議会議会議でででで示示示示したものにしたものにしたものにしたものに説明説明説明説明のののの追加等追加等追加等追加等をををを

一部行一部行一部行一部行ったものなのでったものなのでったものなのでったものなので、、、、ここではここではここではここでは説明説明説明説明をををを省略省略省略省略するするするする。。。。    

    

（（（（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））））    

    前回前回前回前回のののの会議会議会議会議でもでもでもでも話話話話ををををしたがしたがしたがしたが、、、、収支状況収支状況収支状況収支状況はははは減収増益減収増益減収増益減収増益となっておとなっておとなっておとなっておりりりり、、、、病院運営病院運営病院運営病院運営にににに

おいておいておいておいて非常非常非常非常にににに努力努力努力努力されているというのがされているというのがされているというのがされているというのが正直正直正直正直なななな感想感想感想感想であるであるであるである。。。。収益収益収益収益はははは単価単価単価単価××××数量数量数量数量

がががが基本基本基本基本となるためとなるためとなるためとなるため、、、、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収益全体収益全体収益全体収益全体はははは減少減少減少減少しているがしているがしているがしているが、、、、入院単価入院単価入院単価入院単価

はははは計画計画計画計画のののの 42,70742,70742,70742,707円円円円にににに対対対対しししし実績実績実績実績はははは 46,58446,58446,58446,584円円円円とととと大大大大きくきくきくきく上回上回上回上回ってってってっておりおりおりおり、、、、DPCDPCDPCDPC制度導制度導制度導制度導

入入入入のののの影響影響影響影響もあるともあるともあるともあると思思思思うがうがうがうが経営努力経営努力経営努力経営努力のののの成果成果成果成果がががが表表表表れているとれているとれているとれていると言言言言えるえるえるえる。。。。今後今後今後今後、、、、DPCDPCDPCDPCデデデデ

ータをータをータをータを用用用用いいいいたたたた経営分析経営分析経営分析経営分析によりによりによりにより、、、、医療医療医療医療のののの質質質質のののの向上向上向上向上のほかのほかのほかのほか経営的経営的経営的経営的によりによりによりにより良良良良いいいい方向方向方向方向をををを

模索模索模索模索してしてしてして進進進進んでいくものとんでいくものとんでいくものとんでいく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、、、、DPCDPCDPCDPC制度制度制度制度とととと同時期同時期同時期同時期にににに電子電子電子電子カルテカルテカルテカルテもももも導入導入導入導入しておりしておりしておりしており、、、、職員職員職員職員のののの方方方方のののの御苦労御苦労御苦労御苦労はははは

大変大変大変大変なものがあったとなものがあったとなものがあったとなものがあったと推測推測推測推測されるされるされるされる。。。。現在現在現在現在はははは電子電子電子電子カルテカルテカルテカルテのののの導入導入導入導入からからからから 1111年年年年以上以上以上以上がががが経経経経

過過過過しししし操作操作操作操作にもにもにもにも慣慣慣慣れれれれ効率性効率性効率性効率性がががが増増増増していることとしていることとしていることとしていることと思思思思うううう。。。。    

    医師事務作業補助者医師事務作業補助者医師事務作業補助者医師事務作業補助者をををを設置設置設置設置しししし、、、、医師医師医師医師のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減をををを図図図図っていることもっていることもっていることもっていることも素晴素晴素晴素晴らしらしらしらし

いいいい取取取取りりりり組組組組みであるみであるみであるみである。。。。    

    次次次次にににに医療職医療職医療職医療職人事人事人事人事考課制度考課制度考課制度考課制度のののの導入導入導入導入ではではではでは、、、、人事考課制度人事考課制度人事考課制度人事考課制度をををを導入導入導入導入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

逆逆逆逆ににににモチベーションがモチベーションがモチベーションがモチベーションが下下下下がってしまったがってしまったがってしまったがってしまった場合場合場合場合があるがあるがあるがあるのでのでのでので、、、、そのようなことがなそのようなことがなそのようなことがなそのようなことがな

いよういよういよういよう医療職医療職医療職医療職のののの方方方方にとってにとってにとってにとってよりよりよりより良良良良いいいい制度制度制度制度がががが構築構築構築構築されることをされることをされることをされることを期待期待期待期待するするするする。。。。    

        

（（（（委員委員委員委員））））    

    質問事項質問事項質問事項質問事項がががが幾幾幾幾つかあるのでまとめてつかあるのでまとめてつかあるのでまとめてつかあるのでまとめて話話話話ををををするするするする。。。。    

    1111つつつつ目目目目はははは電子電子電子電子カルテのカルテのカルテのカルテの導入導入導入導入によりによりによりにより業務業務業務業務のののの効率化効率化効率化効率化はははは果果果果たされたかどうたされたかどうたされたかどうたされたかどうかかかか。。。。またまたまたまた、、、、

これによりこれによりこれによりこれにより保険保険保険保険請求事務請求事務請求事務請求事務のののの負担軽減化負担軽減化負担軽減化負担軽減化はははは果果果果たされるのかどうかたされるのかどうかたされるのかどうかたされるのかどうか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。    

    2222つつつつ目目目目はははは電子電子電子電子カルテのカルテのカルテのカルテの導入導入導入導入のところでのところでのところでのところでリストバンドにリストバンドにリストバンドにリストバンドによるよるよるよる患者認証患者認証患者認証患者認証とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、

リストバンドにはリストバンドにはリストバンドにはリストバンドにはどのようなどのようなどのようなどのような情報情報情報情報がががが入入入入っているのかっているのかっているのかっているのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。    

    3333つつつつ目目目目ははははクレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード決済決済決済決済のののの導入導入導入導入のところでのところでのところでのところで手数料率手数料率手数料率手数料率のののの調整調整調整調整にににに時間時間時間時間をををを要要要要

したとあるがしたとあるがしたとあるがしたとあるが、、、、使用使用使用使用することができるカードのすることができるカードのすることができるカードのすることができるカードの種類種類種類種類とととと手数料率手数料率手数料率手数料率ががががそれぞれそれぞれそれぞれそれぞれいくいくいくいく
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らになっているのからになっているのからになっているのからになっているのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。    

    4444つつつつ目目目目はははは医師医師医師医師事務作業補助者事務作業補助者事務作業補助者事務作業補助者ととととはははは、、、、前前前前にににに本会議本会議本会議本会議でででで言言言言われていたわれていたわれていたわれていたメディカルメディカルメディカルメディカルクククク

ラークのことかラークのことかラークのことかラークのことか確認確認確認確認したいしたいしたいしたい。。。。    

    5555つつつつ目目目目はははは収入収入収入収入がががが計画計画計画計画をををを下回下回下回下回っっっっておりておりておりており、、、、そのそのそのその要因要因要因要因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にににあるとのこあるとのこあるとのこあるとのこ

とであったがとであったがとであったがとであったが、、、、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計画計画計画計画とととと比比比比べてべてべてべて減少減少減少減少したということしたということしたということしたということなのなのなのなのかかかか、、、、それそれそれそれ

ともともともとも前年前年前年前年度度度度とととと比比比比べてべてべてべて減少減少減少減少したということしたということしたということしたということなのなのなのなのかかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。またまたまたまた、、、、計画計画計画計画とととと比比比比べてべてべてべて

減少減少減少減少したということであればしたということであればしたということであればしたということであれば、、、、そのそのそのその要因要因要因要因はははは何何何何かについてもかについてもかについてもかについても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））））    

    電子電子電子電子カルテのメリットカルテのメリットカルテのメリットカルテのメリットとしてとしてとしてとして、、、、キーボードでキーボードでキーボードでキーボードで入力入力入力入力するするするするためためためため読読読読みやすいというみやすいというみやすいというみやすいという

ことことことことががががまずまずまずまず挙挙挙挙げられるげられるげられるげられる。。。。次次次次にににに、、、、カルテはカルテはカルテはカルテは 1111患者患者患者患者 1111カルテであるためカルテであるためカルテであるためカルテであるため、、、、紙紙紙紙カルテカルテカルテカルテ

のののの場合場合場合場合はははは他他他他のののの部署部署部署部署でででで使用使用使用使用しているしているしているしている時時時時はははは使用使用使用使用することができなかったがすることができなかったがすることができなかったがすることができなかったが、、、、電子電子電子電子カカカカ

ルテルテルテルテのののの場合場合場合場合はははは他他他他のののの部署部署部署部署でででで使用使用使用使用しているしているしているしている時時時時でもでもでもでも各部門各部門各部門各部門のののの端末端末端末端末でででで瞬時瞬時瞬時瞬時にににに患者情報患者情報患者情報患者情報のののの

取得取得取得取得がががが可能可能可能可能ととととなりなりなりなり、、、、そのそのそのその場場場場でででで指示指示指示指示をををを出出出出したりしたりしたりしたり記録記録記録記録したりすることができしたりすることができしたりすることができしたりすることができ、、、、患者患者患者患者

のののの待待待待ちちちち時間短縮時間短縮時間短縮時間短縮にににに繋繋繋繋がるがるがるがる。。。。またまたまたまた、、、、定型的定型的定型的定型的なななな文言文言文言文言についてはコピーのについてはコピーのについてはコピーのについてはコピーの活用活用活用活用によりによりによりにより

カルテへのカルテへのカルテへのカルテへの記載記載記載記載がががが容易容易容易容易となとなとなとなりりりり、、、、カルテカルテカルテカルテ記載記載記載記載のののの簡便化簡便化簡便化簡便化をををを図図図図ることができるることができるることができるることができる。。。。さらさらさらさら

にコストのにコストのにコストのにコストの面面面面ではではではでは、、、、ペーパーレスペーパーレスペーパーレスペーパーレス化化化化によりによりによりにより 650650650650万円万円万円万円、、、、フィルムレスフィルムレスフィルムレスフィルムレス化化化化によりによりによりにより 220220220220

万円万円万円万円がががが削減削減削減削減となってとなってとなってとなっているほかいるほかいるほかいるほか、、、、カルテをカルテをカルテをカルテを運運運運ぶぶぶぶ臨時職員臨時職員臨時職員臨時職員をををを段階的段階的段階的段階的にににに削減削減削減削減しししし、、、、そのそのそのその

削減額削減額削減額削減額はははは今今今今までにまでにまでにまでに 3333人人人人でででで約約約約 400400400400万万万万円円円円をををを超超超超えるえるえるえる金額金額金額金額となっているとなっているとなっているとなっている。。。。削減額削減額削減額削減額はははは単年単年単年単年

度度度度でででで合計合計合計合計 1,0001,0001,0001,000万円以上万円以上万円以上万円以上、、、、これがこれがこれがこれが毎年継続毎年継続毎年継続毎年継続するとするとするとすると考考考考えるとえるとえるとえると 5555年間年間年間年間でででで合計合計合計合計約約約約 6666～～～～

7,0007,0007,0007,000万円万円万円万円とととと考考考考えているえているえているえている。。。。またまたまたまた、、、、保険請求事務保険請求事務保険請求事務保険請求事務のののの負担軽減化負担軽減化負担軽減化負担軽減化についてはについてはについてはについては、、、、電子電子電子電子カカカカ

ルテとルテとルテとルテと医事医事医事医事システムはシステムはシステムはシステムは連動連動連動連動していないためしていないためしていないためしていないため電子電子電子電子カルテカルテカルテカルテ導入導入導入導入によりによりによりにより保険請求事務保険請求事務保険請求事務保険請求事務

のののの負担負担負担負担がががが軽減軽減軽減軽減されることはされることはされることはされることはないがないがないがないが、、、、レセプトレセプトレセプトレセプトのののの提出提出提出提出はははは従来従来従来従来のののの紙紙紙紙からからからから専用回線専用回線専用回線専用回線をををを

通通通通じてのじてのじてのじての電子電子電子電子データデータデータデータでのでのでのでの提出提出提出提出となっておりとなっておりとなっておりとなっており、、、、そのそのそのその点点点点ではではではでは負担負担負担負担はははは軽軽軽軽くなっているくなっているくなっているくなっている。。。。    

リストバンドはリストバンドはリストバンドはリストバンドは皮膚皮膚皮膚皮膚がかぶれるがかぶれるがかぶれるがかぶれる方方方方などなどなどなど以外以外以外以外はははは基本的基本的基本的基本的にににに入院患者全員入院患者全員入院患者全員入院患者全員にににに着着着着けてけてけてけて

いただくいただくいただくいただく。。。。氏名氏名氏名氏名やややや生年月日生年月日生年月日生年月日等等等等のののの確認確認確認確認でででで本人確認本人確認本人確認本人確認をををを行行行行うがうがうがうが、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外にもにもにもにも誤認防誤認防誤認防誤認防

止止止止のののの観点観点観点観点からリストバンドのバーコードからリストバンドのバーコードからリストバンドのバーコードからリストバンドのバーコードのののの読読読読みみみみ取取取取りをりをりをりを行行行行いいいい安全性安全性安全性安全性のののの向上向上向上向上をををを図図図図っっっっ

てててているいるいるいる。。。。    

次次次次にクレジットカードについてはにクレジットカードについてはにクレジットカードについてはにクレジットカードについては、、、、利用料率利用料率利用料率利用料率をおをおをおをお答答答答えすることはできないがえすることはできないがえすることはできないがえすることはできないが、、、、

大手大手大手大手 2222グループでグループでグループでグループで利用料率利用料率利用料率利用料率がががが倍倍倍倍ぐらいぐらいぐらいぐらい違違違違うううう。。。。利便性利便性利便性利便性のののの確保確保確保確保をををを図図図図るるるる観点観点観点観点からからからから、、、、多多多多

くのクレジットカードがくのクレジットカードがくのクレジットカードがくのクレジットカードが利用利用利用利用できるようできるようできるようできるよう利用料率利用料率利用料率利用料率のののの交渉交渉交渉交渉をををを続続続続けたがけたがけたがけたが平行線平行線平行線平行線のまのまのまのま

まであったまであったまであったまであったためためためため、、、、利用料率利用料率利用料率利用料率のののの低低低低いグループのみをいグループのみをいグループのみをいグループのみを採用採用採用採用したしたしたした。。。。ただしただしただしただし、、、、利用者利用者利用者利用者のののの

利便性利便性利便性利便性をををを考慮考慮考慮考慮しししし、、、、ニッセンレンニッセンレンニッセンレンニッセンレン等等等等のののの地元地元地元地元カードカードカードカードもももも利用利用利用利用できるようにしできるようにしできるようにしできるようにしているているているている。。。。

複数複数複数複数のカードをのカードをのカードをのカードを持持持持っているっているっているっている方方方方がががが多多多多いのでそれほどいのでそれほどいのでそれほどいのでそれほど影響影響影響影響はないとはないとはないとはないと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、今後今後今後今後

についてはについてはについてはについては状況等状況等状況等状況等をみてをみてをみてをみて判断判断判断判断するするするする。。。。    

医師事務作業医師事務作業医師事務作業医師事務作業補助者補助者補助者補助者とはとはとはとは、、、、委員委員委員委員がががが言言言言われたとおりわれたとおりわれたとおりわれたとおりメディメディメディメディカルクラークのことカルクラークのことカルクラークのことカルクラークのこと
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であるであるであるである。。。。当院当院当院当院ではではではでは主主主主にににに保険会社等保険会社等保険会社等保険会社等のののの診断書診断書診断書診断書のののの作成作成作成作成をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    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ついてはについてはについてはについては資料資料資料資料 8888ページをごページをごページをごページをご覧覧覧覧いただきたいいただきたいいただきたいいただきたい。。。。    

    入院収益入院収益入院収益入院収益のののの増減理由増減理由増減理由増減理由としてとしてとしてとして患者数患者数患者数患者数のののの減少減少減少減少がありがありがありがあり、、、、計画計画計画計画にににに比比比比べべべべ 8,6198,6198,6198,619人減少人減少人減少人減少しししし

ているているているている。。。。診療科別診療科別診療科別診療科別ではではではでは、、、、内科内科内科内科、、、、消化器科消化器科消化器科消化器科、、、、外科外科外科外科でででで減少減少減少減少しているしているしているしている。。。。これはこれはこれはこれは改革改革改革改革ププププ

ランをランをランをランを策定策定策定策定するするするする時時時時にににに循環器科医師循環器科医師循環器科医師循環器科医師がががが減員減員減員減員となることがとなることがとなることがとなることが分分分分かったためかったためかったためかったため、、、、循環器科循環器科循環器科循環器科

分分分分をををを他科他科他科他科にににに振振振振りりりり分分分分けたけたけたけたがががが結果結果結果結果としてカバーできなかったことやとしてカバーできなかったことやとしてカバーできなかったことやとしてカバーできなかったことや構造的構造的構造的構造的なななな不況不況不況不況にににに

よるよるよるよる影響影響影響影響などなどなどなど様様様様々々々々なななな要素要素要素要素がからまったことががからまったことががからまったことががからまったことが要因要因要因要因となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    平成平成平成平成 20202020年度末年度末年度末年度末でででで消化器消化器消化器消化器科科科科のののの医師医師医師医師がががが 1111名退職名退職名退職名退職しししし減員減員減員減員となりとなりとなりとなり、、、、内科内科内科内科のののの大学大学大学大学からからからからのののの

派遣派遣派遣派遣医師医師医師医師がががが 1111名減員名減員名減員名減員となったとなったとなったとなった。。。。平均平均平均平均するとするとするとすると内科系内科系内科系内科系医師医師医師医師 1111名名名名につきにつきにつきにつき 1111日日日日 8888人人人人からからからから

10101010人人人人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受受受けけけけ持持持持ってってってっておりおりおりおり、、、、患者数減少患者数減少患者数減少患者数減少はこのはこのはこのはこの影響影響影響影響によるものによるものによるものによるものとととと考考考考えらえらえらえら

れるれるれるれる。。。。またまたまたまた、、、、北海道医師会北海道医師会北海道医師会北海道医師会からからからから、、、、景気景気景気景気のののの影響影響影響影響によりによりによりにより多多多多くのくのくのくの病院病院病院病院においてにおいてにおいてにおいて入院患入院患入院患入院患

者数者数者数者数がががが減少減少減少減少傾向傾向傾向傾向にあにあにあにあるとのるとのるとのるとの発表発表発表発表がありがありがありがあり、、、、当院当院当院当院のののの患者数減少患者数減少患者数減少患者数減少のののの要因要因要因要因としてとしてとしてとして無視無視無視無視でででで

きないきないきないきないものものものものとととと考考考考えているえているえているえている。。。。さらにさらにさらにさらに DPCDPCDPCDPC制度制度制度制度のののの導入導入導入導入によによによによりりりり、、、、標準的標準的標準的標準的なななな治療期間治療期間治療期間治療期間がががが

あああありりりり、、、、長長長長いいいい期間入院期間入院期間入院期間入院させないさせないさせないさせないとのとのとのとの考考考考ええええ方方方方があるがあるがあるがあるためためためため、、、、そのそのそのその影響影響影響影響ももももあるあるあるあるととと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））））    

    先日先日先日先日、、、、千歳千歳千歳千歳医師会医師会医師会医師会主催主催主催主催のののの小児救急小児救急小児救急小児救急医療医療医療医療フォーラムフォーラムフォーラムフォーラムにににに行行行行きききき、、、、千歳市千歳市千歳市千歳市のののの小児救急小児救急小児救急小児救急

医療医療医療医療がががが医師医師医師医師のののの多大多大多大多大なななな努力努力努力努力によりによりによりにより支支支支えられていることをえられていることをえられていることをえられていることを痛感痛感痛感痛感したしたしたした。。。。黒字化黒字化黒字化黒字化やややや病床病床病床病床

利用率向上利用率向上利用率向上利用率向上などのなどのなどのなどの目標目標目標目標がががが医師医師医師医師にさらににさらににさらににさらに負担負担負担負担をかけることとなっていないのかをかけることとなっていないのかをかけることとなっていないのかをかけることとなっていないのか伺伺伺伺

いたいいたいいたいいたい。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    個人個人個人個人のののの能力能力能力能力・・・・体力等体力等体力等体力等もももも違違違違ってくることからってくることからってくることからってくることから、、、、無理無理無理無理なななな働働働働きかけはきかけはきかけはきかけは行行行行っていないっていないっていないっていない。。。。

フォーラムでフォーラムでフォーラムでフォーラムで言言言言いたかったのはいたかったのはいたかったのはいたかったのは、、、、千歳市千歳市千歳市千歳市においてにおいてにおいてにおいて現在救急医療現在救急医療現在救急医療現在救急医療にににに関関関関わっているわっているわっているわっている

医師医師医師医師がががが少少少少ないのでないのでないのでないので、、、、少少少少しでもしでもしでもしでも救急医療救急医療救急医療救急医療にににに携携携携わるわるわるわる医師医師医師医師をををを増増増増やすことによってやすことによってやすことによってやすことによって、、、、委委委委

員員員員ののののごごごご指摘指摘指摘指摘のあったようなのあったようなのあったようなのあったような不安不安不安不安をををを解消解消解消解消することができるということであるすることができるということであるすることができるということであるすることができるということである。。。。まままま

たたたた、、、、私私私私がががが院長院長院長院長になってになってになってになって以降以降以降以降当院当院当院当院のののの医師医師医師医師にににに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、、、、正当正当正当正当なななな医療医療医療医療をををを行行行行ってってってって

いただきたいということであるいただきたいということであるいただきたいということであるいただきたいということである。。。。例例例例えばえばえばえば金曜日金曜日金曜日金曜日にはにはにはには退院退院退院退院させずにさせずにさせずにさせずに月曜日月曜日月曜日月曜日にににに退院退院退院退院

させるというようなことはさせるというようなことはさせるというようなことはさせるというようなことは一切言一切言一切言一切言っていないっていないっていないっていない。。。。基本的基本的基本的基本的にににに正当正当正当正当なななな良良良良いいいい医療医療医療医療をするをするをするをする

とととと患者患者患者患者がががが集集集集まってくるとまってくるとまってくるとまってくると考考考考えているえているえているえている。。。。あまりにもあまりにもあまりにもあまりにも病床利用率病床利用率病床利用率病床利用率がががが低低低低いいいい時時時時にはにはにはには各医各医各医各医

師師師師にににに最善最善最善最善のののの努力努力努力努力をおをおをおをお願願願願いするいするいするいするとととと伝伝伝伝えているえているえているえている。。。。    
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（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    収入収入収入収入をををを得得得得ることもることもることもることも大事大事大事大事であるがであるがであるがであるが、、、、経営経営経営経営においてはコストをにおいてはコストをにおいてはコストをにおいてはコストを下下下下げるというのもげるというのもげるというのもげるというのも

極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要なななな事項事項事項事項でありでありでありであり、、、、各医師各医師各医師各医師もももも理解理解理解理解しているしているしているしている。。。。DPCDPCDPCDPC制度導入制度導入制度導入制度導入によりによりによりにより手術手術手術手術やややや

一部一部一部一部のののの検査等以外検査等以外検査等以外検査等以外はははは包括請求包括請求包括請求包括請求となとなとなとなるためるためるためるため、、、、適切適切適切適切なななな投薬投薬投薬投薬やややや検査等検査等検査等検査等をををを行行行行うほかうほかうほかうほか、、、、他他他他

病院病院病院病院のののの状況等状況等状況等状況等をををを調査調査調査調査するなどコンサルをするなどコンサルをするなどコンサルをするなどコンサルを活用活用活用活用しししし医療材料購入費医療材料購入費医療材料購入費医療材料購入費をををを低低低低くくくく抑抑抑抑えてえてえてえていいいい

るるるる。。。。このこのこのこの点点点点についてもについてもについてもについても医師医師医師医師のののの協力協力協力協力をををを得得得得ておりておりておりており、、、、経営経営経営経営のののの重要性重要性重要性重要性についてもについてもについてもについても各医師各医師各医師各医師

ににににしっかりとしっかりとしっかりとしっかりと認識認識認識認識いただいているいただいているいただいているいただいているとととと考考考考えているえているえているえている。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    減収増益減収増益減収増益減収増益のののの努力努力努力努力はははは十分十分十分十分認認認認められるめられるめられるめられる。。。。今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性としてとしてとしてとして、、、、患者数患者数患者数患者数がががが減減減減ればればればれば患患患患

者者者者 1111人人人人あたりのあたりのあたりのあたりの時間時間時間時間がががが十分十分十分十分にとれにとれにとれにとれ親切親切親切親切なななな医療医療医療医療がががが提供提供提供提供できるできるできるできるというというというという側面側面側面側面もあるのもあるのもあるのもあるの

でででで、、、、どうしていくのかどうしていくのかどうしていくのかどうしていくのか。。。。収益収益収益収益をををを追求追求追求追求しししし患者数患者数患者数患者数をををを求求求求めるとめるとめるとめると医療医療医療医療のののの質質質質がががが低下低下低下低下するするするする場場場場

合合合合もあるもあるもあるもある。。。。住民住民住民住民がががが満足満足満足満足するようなするようなするようなするような医療医療医療医療のののの提供提供提供提供ががががどのようにしたらできるどのようにしたらできるどのようにしたらできるどのようにしたらできるのかとのかとのかとのかと

いうことにいうことにいうことにいうことに目線目線目線目線をををを向向向向けるべきであるけるべきであるけるべきであるけるべきである。。。。そのそのそのその意味意味意味意味でででで、、、、総評総評総評総評にににに記載記載記載記載されているされているされているされている「「「「今今今今

後後後後もももも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まえまえまえ、、、、地域地域地域地域のののの医療医療医療医療ニーズにニーズにニーズにニーズに的確的確的確的確にににに対応対応対応対応すすすす

るるるる」」」」というというというという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ううう。。。。医療医療医療医療のののの質質質質やややや地域連携地域連携地域連携地域連携にににに今後取今後取今後取今後取りりりり組組組組んでもらいんでもらいんでもらいんでもらい

たいたいたいたい。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    私私私私どもどもどもどもはははは黒字化黒字化黒字化黒字化がががが一番先一番先一番先一番先にあるわけではないにあるわけではないにあるわけではないにあるわけではない。。。。ただしただしただしただし、、、、経営経営経営経営がががが安定安定安定安定しなけれしなけれしなけれしなけれ

ばばばば良質良質良質良質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ができないのですることができないのですることができないのですることができないので経営経営経営経営をををを無視無視無視無視することはできないすることはできないすることはできないすることはできない。。。。

新築移転新築移転新築移転新築移転にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、脳神経外科脳神経外科脳神経外科脳神経外科、、、、循環器科循環器科循環器科循環器科などなどなどなど緊急性緊急性緊急性緊急性のののの高高高高いいいい診療科目診療科目診療科目診療科目のほかのほかのほかのほか、、、、

消化器科消化器科消化器科消化器科をををを設置設置設置設置するなどするなどするなどするなど住民住民住民住民ニーズニーズニーズニーズにににに応応応応えたえたえたえた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。。。。またまたまたまた、、、、防防防防

衛予算衛予算衛予算衛予算をををを活用活用活用活用しししし高度医療機器高度医療機器高度医療機器高度医療機器をををを適切適切適切適切なななな時期時期時期時期にににに更新更新更新更新するするするするなどなどなどなど、、、、診断能力診断能力診断能力診断能力のののの向上向上向上向上をををを

図図図図りりりり良質良質良質良質なななな医療医療医療医療のののの提供提供提供提供にににに努努努努めているめているめているめている。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    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医師医師医師医師のののの減員減員減員減員がががが要因要因要因要因とのとのとのとの説明説明説明説明であったがであったがであったがであったが、、、、他他他他のののの要因要因要因要因についてについてについてについてのののの

説明説明説明説明はないのかはないのかはないのかはないのか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    医師医師医師医師がががが減減減減ったことがったことがったことがったこと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。。。。医師医師医師医師 1111人人人人がががが担当担当担当担当できるできるできるできる患者患者患者患者はははは限度限度限度限度がががが

あるということであるあるということであるあるということであるあるということである。。。。それからそれからそれからそれから景気景気景気景気のののの影響影響影響影響であるであるであるである。。。。入院治療入院治療入院治療入院治療をすすめてもをすすめてもをすすめてもをすすめても断断断断

るるるる患者患者患者患者がががが出出出出てきているてきているてきているてきている。。。。    
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（（（（委員委員委員委員））））    

    透析担当医師透析担当医師透析担当医師透析担当医師がががが増員増員増員増員となったがとなったがとなったがとなったが患者数患者数患者数患者数がががが微増微増微増微増にとどまったとあるがにとどまったとあるがにとどまったとあるがにとどまったとあるが、、、、透析担透析担透析担透析担

当医師当医師当医師当医師がががが増増増増えたことはえたことはえたことはえたことは市民市民市民市民にはにはにはには周知周知周知周知ししししたのかたのかたのかたのか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    広報誌広報誌広報誌広報誌にににに載載載載せせせせてててて周知周知周知周知したりはしていないしたりはしていないしたりはしていないしたりはしていない。。。。医師医師医師医師がががが増増増増えたからえたからえたからえたから透析透析透析透析がががが必要必要必要必要なななな患患患患

者者者者がががが何十人何十人何十人何十人もももも急急急急にににに増増増増えるということにはならないえるということにはならないえるということにはならないえるということにはならない。。。。既既既既にににに透析治療透析治療透析治療透析治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

方方方方はそのままそのはそのままそのはそのままそのはそのままその医療機関医療機関医療機関医療機関においてにおいてにおいてにおいて治療治療治療治療をををを受受受受けられるケースがけられるケースがけられるケースがけられるケースが多多多多いいいいだろうしだろうしだろうしだろうし、、、、

新新新新たにたにたにたに透析治療透析治療透析治療透析治療をををを行行行行うううう方方方方についてもについてもについてもについても近郊近郊近郊近郊のののの透析透析透析透析ができるができるができるができる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ケースケースケースケース

もあるともあるともあるともあると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））））    

    恵庭恵庭恵庭恵庭のののの病院病院病院病院でででで送迎送迎送迎送迎とととと昼食昼食昼食昼食のサービスをしているところがあるのサービスをしているところがあるのサービスをしているところがあるのサービスをしているところがある。。。。市民病院市民病院市民病院市民病院ではではではでは

両方両方両方両方のサービスもしていないのサービスもしていないのサービスもしていないのサービスもしていない。。。。サービスサービスサービスサービス面面面面でででで他病院他病院他病院他病院にににに負負負負けているのではないかけているのではないかけているのではないかけているのではないか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    送迎送迎送迎送迎のサーのサーのサーのサービスはビスはビスはビスは検討検討検討検討がががが必要必要必要必要かもしれないがかもしれないがかもしれないがかもしれないが、、、、昼食昼食昼食昼食のサービスののサービスののサービスののサービスの提供提供提供提供にににに関関関関しししし

てはてはてはては病院病院病院病院それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの方針方針方針方針があるががあるががあるががあるが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考考考考えにくいえにくいえにくいえにくい。。。。私私私私どもどもどもどもはははは患者患者患者患者とととと

してしてしてして自家用車自家用車自家用車自家用車やややや市内市内市内市内のバスでのバスでのバスでのバスで来来来来れるようなれるようなれるようなれるような市内在住市内在住市内在住市内在住のののの方方方方をををを優先優先優先優先にににに考考考考えているえているえているえているのののの

でででで、、、、他他他他のののの市町村市町村市町村市町村からからからからバスでバスでバスでバスで送迎送迎送迎送迎してしてしてして連連連連れてくるれてくるれてくるれてくるということはということはということはということは現在現在現在現在のところのところのところのところ考考考考ええええ

ていないていないていないていない。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    待待待待ちちちち時間時間時間時間はははは少少少少なくなったのかなくなったのかなくなったのかなくなったのか。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    抜本的抜本的抜本的抜本的なななな対策対策対策対策はははは現在現在現在現在のところのところのところのところ見見見見つかっていないつかっていないつかっていないつかっていない。。。。予約予約予約予約でもでもでもでも待待待待つつつつ状況状況状況状況となってとなってとなってとなって

いるいるいるいる。。。。これはこれはこれはこれは患者患者患者患者さんをさんをさんをさんを何何何何カカカカ月月月月もももも待待待待たせないためたせないためたせないためたせないため、、、、予約予約予約予約のののの枠枠枠枠にビッシリとにビッシリとにビッシリとにビッシリと患者患者患者患者

さんをさんをさんをさんを詰詰詰詰めめめめ込込込込むためでむためでむためでむためで、、、、患者患者患者患者さんのさんのさんのさんの容態容態容態容態によりによりによりにより場合場合場合場合によってはによってはによってはによっては診察時間診察時間診察時間診察時間ががががどんどんどんどん

どんどんどんどんずれずれずれずれていくといったていくといったていくといったていくといった具合具合具合具合であるであるであるである。。。。地域連携地域連携地域連携地域連携をををを促進促進促進促進しているがしているがしているがしているが、、、、複数科複数科複数科複数科をををを受受受受

診診診診しているしているしているしている場合場合場合場合にはにはにはには当院当院当院当院でででで受診受診受診受診したしたしたした方方方方がががが便利便利便利便利なななな場合場合場合場合などなどなどなどがありがありがありがあり、、、、思思思思ったとおりったとおりったとおりったとおり

にはにはにはには進進進進まないのがまないのがまないのがまないのが現状現状現状現状であるであるであるである。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    良良良良いいいい医師医師医師医師がいるのでがいるのでがいるのでがいるので行行行行きたいがきたいがきたいがきたいが、、、、待待待待ちちちち時間時間時間時間がががが長長長長いのでいのでいのでいので行行行行かないとのかないとのかないとのかないとの声声声声をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

患者数患者数患者数患者数をををを増増増増やすためにはやすためにはやすためにはやすためには待待待待ちちちち時間解消時間解消時間解消時間解消がががが問題問題問題問題ではないかではないかではないかではないか。。。。    
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（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    例例例例えばえばえばえば胃胃胃胃カメラはカメラはカメラはカメラは消化器科消化器科消化器科消化器科 3333人人人人のののの医師医師医師医師ではではではでは間間間間にににに合合合合わずにわずにわずにわずに大学大学大学大学からからからから応援応援応援応援のののの医師医師医師医師

にににに来来来来ていただいてていただいてていただいてていただいて胃胃胃胃カメラカメラカメラカメラ専門専門専門専門でででで行行行行ってもらってってもらってってもらってってもらってもももも約約約約 1111ヵヵヵヵ月月月月とかとかとかとか 3333週間待週間待週間待週間待ちとちとちとちと

いうのがいうのがいうのがいうのが現状現状現状現状でででで、、、、当日当日当日当日とかとかとかとか明日明日明日明日とかにとかにとかにとかに検査検査検査検査をををを行行行行うということにはならないうということにはならないうということにはならないうということにはならない。。。。ここここ

れがクリニックれがクリニックれがクリニックれがクリニックであればであればであればであれば、、、、前前前前のののの日日日日にににに電話電話電話電話するとするとするとすると次次次次のののの日日日日にににに検査検査検査検査ができるというこができるというこができるというこができるというこ

とがあるとがあるとがあるとがある。。。。これがこれがこれがこれが現状現状現状現状であるであるであるである。。。。    

    

（（（（委員委員委員委員））））    

    前回前回前回前回のののの会議会議会議会議でででで院長院長院長院長のののの話話話話をををを聞聞聞聞きききき、、、、理念理念理念理念をををを持持持持ってってってって経営経営経営経営していることにしていることにしていることにしていることに感銘感銘感銘感銘をををを受受受受けけけけ、、、、

市民病院市民病院市民病院市民病院がががが行行行行っているっているっているっている取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて多多多多くのくのくのくの知人知人知人知人にににに伝伝伝伝ええええたたたた。。。。理念理念理念理念をををを持持持持ったったったった取取取取

りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行っていることをっていることをっていることをっていることを市民市民市民市民のののの方方方方にににに伝伝伝伝えることでえることでえることでえることで多多多多くのくのくのくの方方方方にににに認識認識認識認識されされされされ、、、、それそれそれそれ

がががが市民病院市民病院市民病院市民病院をををを利用利用利用利用していただくことにしていただくことにしていただくことにしていただくことに繋繋繋繋がるとがるとがるとがると考考考考えるとえるとえるとえると、、、、院長院長院長院長ののののコラムコラムコラムコラムなどなどなどなどをををを

月月月月にににに２２２２回回回回程度程度程度程度発信発信発信発信するのもひとつのするのもひとつのするのもひとつのするのもひとつの方法方法方法方法ではないかとではないかとではないかとではないかと思思思思うううう。。。。    

    ままままたたたた、、、、先日先日先日先日、、、、健康診断健康診断健康診断健康診断をををを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したしたしたした。。。。再検査再検査再検査再検査のののの通知通知通知通知がありがありがありがあり、、、、専門的専門的専門的専門的

なななな病院病院病院病院をををを受診受診受診受診してしてしてしてくださいとのくださいとのくださいとのくださいとの内容内容内容内容であったであったであったであった。。。。普段普段普段普段はははは病院病院病院病院をををを受診受診受診受診しないためしないためしないためしないため市市市市

民病院民病院民病院民病院ではではではでは検査検査検査検査ができないとができないとができないとができないと思思思思いいいい新札幌新札幌新札幌新札幌のののの病院病院病院病院をををを受診受診受診受診したしたしたしたところところところところ、、、、そこのそこのそこのそこの病院病院病院病院

のののの先生先生先生先生にににに市民病院市民病院市民病院市民病院でででで検査検査検査検査をできるのにをできるのにをできるのにをできるのに、、、、どうしてどうしてどうしてどうして市民病院市民病院市民病院市民病院をををを受診受診受診受診しなかったのしなかったのしなかったのしなかったの

かかかかとととと言言言言われたわれたわれたわれた。。。。現在現在現在現在のののの通知通知通知通知のののの仕方仕方仕方仕方ではではではでは、、、、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できることをできることをできることをできることを知知知知らずにらずにらずにらずに

他他他他のののの病院病院病院病院をををを受診受診受診受診してしてしてしてしまってしまってしまってしまっているケースがあるいるケースがあるいるケースがあるいるケースがあるようにようにようにように思思思思ううううのでのでのでので、、、、外来診療外来診療外来診療外来診療のののの日日日日

程表程表程表程表をををを同封同封同封同封するなどするなどするなどするなど通知通知通知通知のののの方法方法方法方法をををを工夫工夫工夫工夫することですることですることですることで、、、、再検査再検査再検査再検査でででで市民病院市民病院市民病院市民病院をををを受診受診受診受診すすすす

るるるる人人人人がががが増増増増えるえるえるえる可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがあるののののではないかではないかではないかではないか。。。。    

    

（（（（院長院長院長院長））））    

    通知通知通知通知のののの方法等方法等方法等方法等についてについてについてについてはははは今後今後今後今後のののの課題課題課題課題ととととさせてもらうさせてもらうさせてもらうさせてもらう。。。。    

    

（（（（事務局長事務局長事務局長事務局長））））    

    以前以前以前以前にもごにもごにもごにもご指摘指摘指摘指摘いただいたがいただいたがいただいたがいただいたが、、、、病院等病院等病院等病院等のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ等等等等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ごにごにごにご理解理解理解理解いいいい

ただくことはただくことはただくことはただくことは重要重要重要重要なことであるなことであるなことであるなことである。。。。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理解理解理解理解をををを深深深深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。。。。    

    

（（（（会長会長会長会長））））    

    総評総評総評総評にににに「「「「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まえまえまえ」」」」とあるのはとあるのはとあるのはとあるのは、、、、意味意味意味意味あいとしあいとしあいとしあいとし

てはてはてはてはおおおお金金金金のののの面面面面だけではなくてだけではなくてだけではなくてだけではなくて、、、、医療医療医療医療のののの質質質質もももも考考考考えなくてはならないしえなくてはならないしえなくてはならないしえなくてはならないし、、、、病院病院病院病院のののの取取取取

りりりり組組組組みをみをみをみを市民市民市民市民にににに理解理解理解理解してもらしてもらしてもらしてもらうううう必要必要必要必要もあるもあるもあるもあるということでということでということでということであああありりりり、、、、大変難大変難大変難大変難しいしいしいしい取取取取りりりり

組組組組みであるみであるみであるみである。。。。このようなこのようなこのようなこのような中中中中でででで、、、、平成平成平成平成 21212121年度年度年度年度はははは概概概概ねねねね順調順調順調順調にににに計画計画計画計画をををを実施実施実施実施しししし、、、、成果成果成果成果をををを

出出出出しているというしているというしているというしているという評価評価評価評価になるとになるとになるとになると思思思思ううううのでのでのでので、、、、本日事務局本日事務局本日事務局本日事務局からからからから出出出出されたされたされたされた資料資料資料資料 1111のののの点点点点
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検検検検・・・・評価評価評価評価についてについてについてについて（（（（案案案案））））をををを了承了承了承了承することとしたいすることとしたいすることとしたいすることとしたいがよろしいかがよろしいかがよろしいかがよろしいか。。。。    

    

～～～～異議異議異議異議なしなしなしなし～～～～    

    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

    冒頭冒頭冒頭冒頭にににに吉田会長吉田会長吉田会長吉田会長からおからおからおからお話話話話があったがあったがあったがあった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、、、、皆様皆様皆様皆様からいからいからいからい

ただいたただいたただいたただいた提言提言提言提言をもとにをもとにをもとにをもとに市内部市内部市内部市内部でででで最終的最終的最終的最終的なななな検討検討検討検討をををを進進進進めておりめておりめておりめており、、、、年内年内年内年内かかかか 1111月月月月にはにはにはには市市市市

としてのとしてのとしてのとしての意思決定意思決定意思決定意思決定をををを行行行行うううう予定予定予定予定となってとなってとなってとなっているいるいるいる。。。。そのそのそのその際際際際にはにはにはには皆皆皆皆さんにおさんにおさんにおさんにお知知知知らせをすらせをすらせをすらせをす

るるるる。。。。    

    

３３３３    閉会閉会閉会閉会    

    


