
 - 1 - 

令和２年度(2020 年度)第４回北海道病院事業推進委員会議事録 

 

１ 日時 

令和３年(2021 年)３月８日（月）18：00～20：00 

 

２ 場所 

札幌市中央区北４条西６丁目 

  TKP 札幌ビジネスセンター赤れんが前（毎日札幌会館）５階 はまなす 

 

３ 出席者 

（１）北海道病院事業推進委員会委員 

  小熊 豊委員長（砂川市立病院 名誉院長） 

  松原良次委員（特定医療法人社団慶愛会札幌花園病院） 

土橋和文委員（札幌医科大学附属病院病院長） 

寺田昌人委員（寺田公認会計士事務所代表） 

 

（２）北海道（事務局：道立病院局） 

  鈴木信寛 病院事業管理者 

 粟井是臣 道立病院部長 

 東秀明  道立病院局次長 

 橋本幸尚 道立病院局次長 

 笹谷昌樹 道立病院局病院経営課長 

 石井安彦 道立病院局人材確保対策室長 

 有村誠一郎 道立病院局経営改革課長兼指定管理室長 

 小俣憲治 経営改革推進指導官 ほか 

 

４ 議事 

[事務局] 

 若干時間が早いですが、土橋委員から若干遅れるとの連絡をいただいておりますので、

ただいまから令和２年度第４回北海道病院事業推進委員会を開催いたします。 

 委員の出席状況ですが、旭川医科大学の奥村委員におかれましては、本日、都合によ

り欠席されております。それでは、開催に当たりまして鈴木病院事業管理者より御挨拶

申し上げます。 

 

[事務局] 

 病院事業管理者の鈴木でございます。委員会の開催に当たりまして、一言御挨拶申し

上げます。皆様におかれましては、新型コロナウイルス禍のもと、また、年度末の大変

お忙しい中、本年度、第４回目の病院事業推進委員会に御出席いただきまして心より感

謝申し上げます。 

 道立病院局におきましては、新型コロナウイルス感染患者が発生して以降、各病院の

役割や機能に応じて、院内感染防止に向けて必要な対策を進めつつ、患者の受入など、

医療提供体制の確保に取り組んでいるところであります。 

 こうした中、名寄市立総合病院の佐古名誉院長を部会長とし、土橋委員、松原委員に

も御参画をいただき検討を進めてまいりました新たな北海道病院事業改革推進プランの

案が取りまとめられたところでありまして、後ほど報告をさせていただきます。 

 また、本日の委員会では、令和２年度第３四半期までの各病院の実績や自己点検・評
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価と、それを踏まえて作成いたしました令和３年度の取組方針案について、御説明させ

ていただきますので、限られた時間ではございますけれど、それぞれ専門的な見地から、

各病院の経営改善に向けた方策などにつきまして、忌憚のない御意見、御助言を賜りま

すようお願い申し上げまして、私からの御挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

[事務局]  

 次に、資料を確認させていただきます。お手元には、資料１としまして、令和２年度

第３四半期 北海道病院事業改革推進プラン自己点検･評価書、資料２としまして、令和

３年度取組方針案、資料３としまして、北海道病院事業改革推進プラン案の概要、資料

４としまして、北海道病院事業改革推進プラン案の本編、資料５としまして、北海道病

院事業推進委員会改革推進プラン検討部会の継続設置について、資料６としまして、令

和３年度道立病院局関係予算の概要を配付しております。 

 また、参考資料１としまして、令和２年度第３四半期 道立病院経営状況・取組実績、

参考資料２としまして、北海道病院事業の経営状況に係る点検・評価実施要領、参考資

料３としまして、北海道病院事業改革推進プランに係る取組方針等取扱要領をお配りし

ていますので御確認をお願いいたします。 

 それでは、ここからの進行については小熊委員長にお願いいたします。 

 

[委員長] 

 それでは、次第に沿って進行してまいります。会議の進め方などについて、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 まず先に次第を御覧ください。議題１、令和２年度第３四半期プラン自己点検・評価 

と、議題２、令和３年度取組方針案についてですが、各病院では、プランに掲げる経営 

改善に向けた取組を推進するため、当該年度の上半期、第３四半期、年度末の年３回、 

自己点検・評価を実施するとともに、第３四半期の状況を踏まえ次年度の取組方針案を 

作成し、毎年３月開催の本委員会において御報告させていただくとともに、承認をいた 

だいております。この後各病院から御説明しますので、御審議をお願いいたします。 

 ただいま御説明した事項につきましては、参考資料２及び３の各要領に規定しており 

ますので、後ほど御覧いただければと思います。 

 繰り返しになりますが、令和３年度の取組方針案については、令和２年度第３四半期

の自己点検・評価を踏まえて策定しておりますので、資料１につきましては、時間の関

係もありますので説明を省略させていただきます。 

 病院からの説明につきましては、まずはじめに広域医療を担う江差、羽幌から行い、 

そこでいったん質疑の時間を設けます。その後、精神医療の緑ヶ丘、向陽ヶ丘の説明と 

質疑を行い、最後にコドモックルとさせていただきますので、よろしくお願いいたしま 

す。 

 次に、報告事項１として、本委員会に設置している改革推進プラン検討部会で御議論

をいただきながら、新たな改革推進プラン案を取りまとめたところです。後ほど御説明

させていただきます。報告事項２、プラン検討部会の継続設置につきましても私から御

説明させていただきます。最後に、報告事項３、令和３年度道立病院局関係予算につい

ては、現在開会中の道議会で審議されておりますので、資料の配付をもって御報告に代

えさせていただきたいと思います。説明は以上でございます。 
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[委員長] 

 ありがとうございました。事務局から説明をいただきましたとおり、議題１と２を一

括して議事を進めます。では、最初に江差病院と羽幌病院から説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 江差病院事務長の植村でございます。よろしくお願いいたします。令和２年度につき

ましては、感染症医療機関ということで、正直申しまして色々影響を受けたというとこ

ろではありますが、そうした中で、令和３年度の取組方針について御説明させていただ

きます。 

 南檜山第二次医療圏につきましては、全国 343 ある二次医療圏の中で、人口は 341 番

目、下から３番目となってございます。 

 広域分散の北海道においても、少子高齢化が進展している現在におきましては、非常

に難しい位置づけの医療圏であると認識しています。これまでも当院については様々な

経過、議論をたどりまして、また、当委員会におきましても多くの御意見をいただきな

がら、現在に至っております。 

 そのような中、今年度においては民間も含めた８法人からなります地域医療連携推進

法人南檜山メディカルネットワークを 10 月に立ち上げまして、同時に、国による重点支

援区域の指定を受けているところでございます。 

 また、札幌医科大学におきましては、関係者の御尽力によりまして、南檜山地域医療

教育学講座、また、地域医療研究教育センターが設置されておりますので、当院におき

ましては、来年度から指導医の受け入れとともに、研修生、医学生の受入がスタートす

ることになっております。 

  加えまして、先ほど申し上げましたが、当院だけの問題ではございませんけれど、感

染症指定医療機関として、継続したコロナ対応が求められていることも、現実のものと

して受け止めなければならないと考えております。 

  令和２年度におきましては、このような大きな環境の変化がございまして、来年度以

降については、現行機能の最大限の発揮はもとより、将来に向けた医療機能、地域にお

ける医療提供体制の構築を平行して行っていく必要があると考えております。 

  そのような中で、来年度の当院の取組方針としましては、資料２の１ページ下段にあ

りますとおり、１つは、現有機能を最大限発揮することをベースに、これまで以上に院

内における検討について、連携推進法人の１法人としてこういった議論を行い検討を交

えながら、病院内での議論を活発化したいと考えております。その中で、江差病院とし

ての意思統一、方向性の共有を継続して行うことによって、地域の信頼を得られるよう

努めていきたいというのが一点でございます。 

  もう１つは、法人や重点支援を活用しながら、圏域内の検討・協議を行いつつ、江差

病院の医療提供体制、連携体制について、他の医療機関あるいは函館方面の関係機関と

の役割分担を踏まえた検討を進めてまいりたいと考えております。この２点を取組方針

作成に当たっての基本的な考え方とさせていただいております。平たくいいますと、病

院内の話と地域全体の話ということで進めてまいりたいと考えております。 

 コロナ渦は当面続きますけれども、このような基本的な考え方で来年度以降、当院を

運営してまいりたいと考えておりますし、地域全体での議論が進むよう進めてまいりた

いと考えております。説明は以上でございます。 

 

[委員長] 

 ありがとうございます。では羽幌病院から説明をお願いします。 
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[事務局] 

 羽幌病院の市戸と申します。よろしくお願いいたします。当院における令和２年度の

状況でございますが、やはりコロナの関係で患者数が大幅に減っている現状でございま

す。コロナに関しまして、御報告を一つさせていただきますけれど、先週金曜日に当院

分のワクチンが届きまして本日から接種を開始しております。 

 次に令和３年度の当院における取組方針についてですが、資料２の５ページからにな

ります。まず、年間目標につきましては、コロナの影響もありまして、１日平均の入院

及び外来患者につきましては、今年度に比べて大幅に下回っているような目標になって

おります。そうした影響もありまして、収支差については２億４千万ほど拡大する予算

となっております。続きまして数値目標ですが、患者数が減っている影響もありまして、

病床利用率、医業収支比率、医薬材料費対医業収益比率、これが本年度よりも下がって

いる。後発医薬品の使用割合につきましては、本年度の 84％から 85％と国が決めており

ます上限まで引き上げているところでございます。その下の紹介患者件数、地域包括ケ

ア病床利用率につきましては本年度と同じということにしております。次に、令和３年

度取組方針作成に当たっての基本的な考え方ということで、当院が医療を主に提供して

おります４町１村につきましては、高齢化率が約 40.8％ということで全道が 31.7％です

から約９ポイントほど高い、高齢化が非常に進んでいる地域でございます。そうした中

で、公立病院としての公共性を発揮していかなければ医療資源の無駄が生じてしまいま

すので、そこは経営改革を着実に進めていくといった考え方の下、次のページ以降にあ

る取組を進めていくこととしております。 

 今年度掲げていた具体的な取組の多くがコロナの影響で道半ばということでございま

すので、令和３年度は新しいものには取り組まず、今年度立てた目標を再び来年度も一

生懸命取り組むといったこととしております。具体的な数値目標についても、今年度と

同じにしております。多くの項目で今年度立てた目標を下回っている状況の中、８ペー

ジの中段にあります、栄養指導数、退院支援計画数、疾患別リハビリ、この３項目につ

いては、職員の頑張りによって今年度目標を達成する見込みとなっております。羽幌か

らは以上でございます。 

 

[委員長] 

 ありがとうございました。２病院から御説明をいただきました。 

 コロナの影響が非常に強く出ているということでした。やはりコロナによる受診控え

というか、そういう問題もありますし、高齢化、人口減という問題もあってなかなか厳

しいといったことでございますけれど、委員の方々から御質問とか御意見ありますでし

ょうか。 

  

[委員] 

 ※発言なし 

 

[委員長] 

 では私からお聞きしますが、そういう諸条件を踏まえた上で外来患者数とか入院患者

数とかを設定されたんですよね。 

 

[事務局] 

 はい。 

 

[委員長] 

 ポストコロナと言っていいのか分かりませんが、受診控えというのはかなり起きてい
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るので、そういった点かなり厳しいなという印象を私自身持っているものですから、ま

してや人口が少なくなってきている地域ですから、なお大変だろうなと思います。実際

にどうなるかはやってみなければ分かりませんし、これまで皆さんが一生懸命努力され

てきて改善の努力をされてきているということで、引き続き継続していただければと思

います。 

 江差では、先ほど話がありました地域医療構想ワーキングの重点地域になっています

し、地域医療連携推進法人もできているということで、考えられる、やれることを前に

進めていただいている。今後もそれを一層進めていただければと思います。 

 また、羽幌は総合診療医を養成する体制を目指し、阿部院長はじめ頑張られていると

いうことで引き続き継続していただければと思っているところです。委員の皆さん、よ

ろしゅうございますか。 

 それでは、両病院のお話はこれくらいにとどめまして、次に精神医療を担っている緑

ヶ丘と向陽ヶ丘について、御説明をお願いいたします。 

 

［事務局］  

緑ヶ丘病院事務長の田中でございます。よろしくお願いいたします。資料の 10 ページ

になりますが。令和３年度の取組方針に当たっての基本的な考え方、三点ばかり記載を

してございますが、この内容につきましては、後ほど触れると思うのですが、資料４に

次期プランの案をお示ししていると思いますが、そこの 16 ページにおきまして、当院の

今後の方向性というものが記載されております。取組の基本的な考え方はこの方向性に

沿う形で設定をさせていただいております。 

資料２に戻りまして具体的にお話しさせていただきますけれど、一点目としては精神

科救急医療の拠点としての役割を果たすとともに、より効率的な運営体制の構築に取り

組むということ。二つ目としては児童・思春期精神科医療の拠点として積極的に役割を

担っていくということ。三点目といたしましては患者の在宅生活を支援し、幅広いニー

ズに応えるため、より一層、地域の行政機関・民間事業所等との連携や役割分担をすす

めるということの三点で、取り組んでいきたいと考えております。 

 これに基づいて実際の取組の内容につきましては 11 ページにお示しをしております

が、今年度の取組を踏まえた内容となっておりますけども、新規に記載しているところ

が三点ばかりございますのでここを中心にして御説明をさせていただこうと思います。 

はじめに、「収益の確保」の一番上の「患者数の確保、新規患者の掘り起こし」のと

ころの丸の一番上になっております「昨年度から導入した精神保健福祉士等による予診

体制を活用し、新規患者をより効率的に受け入れ、初診患者の増加と患者サービスの向

上を図る。」というところでございます。 

昨年の８月に新たに精神保健福祉士１名を採用しまして、相談支援科の方に配置をし

ております。９月から初診患者において医師に代わって精神保健福祉士が必要な情報、

今の病状ですとか治療歴、生活歴というところを聞き取って、電子カルテにそれを記載

して保存して、ドクターが電子カルテ上でその内容を確認して診察を行うというもので

ございます。 

 今年の上半期の点検評価におきましても、この予診を開始したことにつきましては、

「今後も医師の負担軽減や業務の効率化を進め、患者の確保に向けて取り組むこと」と

いう評価をいただいておりまして、これにも沿う形でまずはここを進めていきたいと考

えてございます。 

二つめといたしましては、「病院が有する機能の有効活用」というところの丸の三つ

目でございます。 

医師や看護師、それから地域連携室にも参画いただいておりますが、病床管理員会と

いうものを毎週開催しております。この委員会におきまして、各病棟の利用状況ですと
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か、その週に入退院が見込まれる患者について情報共有し、適切なベッドコントロール

を行いながら、効率的な入院医療の提供を行いたいというふうに考えてございます。 

三つめといたしましては、一番下の「経営基盤の強化」の最後の丸の「医療従事者の

実習拠点としての役割を担い、将来の担い手となる人材の確保を図る」というところで

す。今年度は新型コロナウイルス対策として実習の受入を中止したものですけれど、医

師の初期臨床研修制度において精神科が必須となってございまして、帯広市内の研修病

院の協力施設として当院が位置づけられており、来年度におきましては、研修医を受け

入れる予定でありますとか、他の職種につきましても、今年度よりも実習の学生の受入

を積極的に行っていきたいというふうに考えております。以上の三点が具体的な取組と

して、新規に記載しているところでございます。 

これの評価における指標につきましては 13 ページ以降に掲げておりますが、新たに設

定している指標といたしまして「収益の確保」の上から２番目、「児童思春期精神科専

門管理加算算定件数」ということで、これは児童を受け入れ、16 歳未満あるいは 20 歳

未満の精神療法に加算される診療報酬でございますので、積極的に受け入れることによ

って、このへんの数を伸ばしていこうというものであります。 

それから、その欄の下から三つ目、「デイケア・ショートケアの早期加算算定件数」、

これは地域の事業者との役割分担や連携を進めることで、デイケアの新規の受入を増や

すことによって算定の件数を伸ばしていきたいということを考えてございます。 

 ほかに盛り込んだ指標といたしましては、「経営基盤の強化」の中で「デイケア利用

者にかかわる関係機関連携」ということで、これも先ほどの指標と同じように民間事業

者との連携や役割分担を進める中で、新規にデイケアを受け入れるためにもいろいろな

会議などの場を今まで以上に持っていきたいというところで設定をしております。 

当院の今後の運営状況についてでございますけれど、入院患者を中心として患者の減

少傾向が続いている中で、来年度さらに常勤の医師が１名不在となる影響がございまし

て、病院の経営としては非常に厳しい状況が見込まれておりますけれど、引き続き収益

確保、それから費用削減に努めながら、収支の改善に向けて取り組んでいきたいという

ふうに考えてございます。私からは以上になります。 

 

［委員長］ 

ありがとうございます。それでは向陽ヶ丘病院さんお願いします。 

 

［事務局］ 

向陽ヶ丘病院事務長の柴田でございます。 

14 ページを御覧下さい。令和３年度取組方針策定に当たっての考え方ですが、２番の

取組のところ３本の柱を考えております。 

まず、オホーツク第三次保健医療福祉圏域における精神科の中心的な役割を十分に発

揮できるよう取り組みます。それから、関係機関訪問などで、地域の医療ニーズを把握

し、当院が有する機能を十分に発揮できるように取り組みます。 

もうひとつには、精神科病院のイメージアップということで、広報誌、病院パンフレ

ットなどを PR に用い、イメージアップを図っていきます。オホーツクで精神科病院とし

て医療が必要な方へ適切な医療を提供することを実施していきます。その中で地域に求

められていること、当院が果たすべき役割を当院が有する機能を発揮しながら担ってい

くことを考えています。 

15 ページの方を御覧下さい。患者数の確保、新規患者の掘り起こしとして、地域の高

齢化というニーズから認知症疾患医療センターの活動により、もの忘れ外来の新規患者

を継続して確保していきたいと考えております。また、デイケアですけれども、昨年か

ら復職支援プログラムというものをやっています。この対象が、休職中の方、退職をし
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た方、休職をした方で復職に向けた準備をしたい方、医師の指示により治療の一環とし

てデイケアを利用しております。昨年３月から 12 月までの間で、８名の方が利用されて、

復職、就職された方が４名、通所中の方が４名という状況でございます。また、このプ

ログラムの PR を兼ねまして管内の事業所ということで、振興局ですとか保健所、斜網地

域の市や町、それから国の機関などを訪問して事業説明も行ってまいりました。実際に

職場からの推奨をいただいてデイケアを利用するに至ったという方もいらっしゃるとい

うふうに聞いております。 

それからデイケア検討会議というものを毎月１回開催しておりまして、１ヶ月の利用

状況、医師からの紹介患者や新規加入者などの動向、病棟外来訪問看護の職員との情報

交換など、それから課題の検討、情報共有の場として活動しております。このことで、

院内の連携が着実に広がっていると感じております。これらの活動により復職支援プロ

グラムの対象者に限らず、医師からデイケアへ紹介者が 12 月までに 23 名ありまして、

そのうち 17 名の方がデイケアの利用に結びついております。 

次に、道立病院の利用促進に向けた取組の充実ということで、イメージアップの取組

として、地域連携室で関係機関を訪問するときに広報誌、これは今年度新しく作ってお

りますけども、広報誌や病院パンフレット、そういったものを使いながら、取組をお伝

えしております。 

経営基盤の強化としまして、先ほどと関連しておりますけども、当院は今年度、単月

の入院患者数が目標 61.2 人を上回った月が 12 月までに５ヶ月ありました。第３四半期

までの累計でも前年度比 111.6％、１日平均で 6.2 人の増となっております。これも地

域連携室ですとか認知症疾患医療センターが今まで地道な活動をしてきておりまして、  

地域の医療機関や関係医療機関と連携が深くなってきていて、地域のニーズを把握でき

るようになったこと、それから当院の職員が当院で入院が必要な患者様は当院で入院す

る、良くなったら地域へ帰っていただいて、その後は訪問看護やデイケアでフォローし

ていくということで繋がってきたからだというふうに思っております。今後も継続して

さらに連携を強化していく、それが患者確保に繋がっていくことだというふうに考えて

おります。 

最後に 16 ページを御覧下さい。病院独自の具体的な目標についてですけれども、こち

らの方は今年度と同様の目標となっております。ただ、今年度の見込みよりも来年度の

数値目標が少なく設定しているところがいくつかございます。当院は薬剤師が１名欠員

ということもあります。このほかに、定数１名という職種が管理栄養士、臨床心理技術

者などありまして、今年度は時間外勤務などをして実績を出してくれておりますが、そ

のものを目標にするということにはならないものですから、御理解の方をお願いしたい

と思います。私からの説明は以上でございます。 

 

［委員長］ 

 はい、ありがとうございました。 

 土橋先生、最初江差と羽幌が終わりまして、今、両精神科の事務長さんからのお話を

聞かせていただいたところです。 

 一生懸命頑張っておられるということが今のお話でもよく分かるんですけれども、松

原先生、何か御専門の見地からいかがでしょうか。 

 

［委員］ 

 精神科病院もコロナの影響を非常に受けておりまして、札幌市内の精神科病院も外来、

入院ともにかなり患者数が減っており、経営にも重大な影響があります。２病院に関し

ましてはこうした大変な状況の中でそれぞれ特色を生かした御努力をされて非常に素晴

らしいと思いました。以上でございます。 
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［委員長］ 

 ありがとうございました。 

 寺田先生、何かありますか。 

 

［委員］ 

 今年はですね、コロナの影響もあって当初の収支計画とは前提条件が違うのでとうて

い達成は無理だったという前提ですし、それはもうやむを得ないと思いますが、ちょっ

と資料を拝見していて、私の勉強不足だと思うんですけれど、緑ヶ丘病院はちょっと違

うんですけれどその他の病院では１人当たりの外来収益単価がアップしているんですけ

れど、これは何か特定の理由があるんでしょうか。 

 

［委員長］ 

 どなたか回答できますでしょうか 

 

［事務局］ 

 経営改革課長の有村でございます。 

 確かに患者数は減っておりますが、単価の方は上がっているという状況にあります。 

これは推測ではございますが、やはり受診抑制がございまして、少し体調が悪くなった

くらいでは受診を控え、少し症状が重くなってからですね受診するといった患者さんが

比較的多かったことが理由の１つではないかというふうに考えております。 

 

［委員長］ 

 ありがとうございます。 

 寺田先生の御質問で全国のデータを見ていますと、患者数は減っているんだけど、今

お答えがあったように単価が上がっているというのが現実だと思います。いわゆる重く

なってからいらっしゃる方が増えているということだと思います。これは全国で同じ傾

向です。 

 両病院はコロナの患者は入っていないんですよね。今後ワクチンが始まると発症する

可能性は減ると思うんですけど、もし精神科の患者さんが発症したらそのときはどうさ

れるんですかね。十勝地方とオホーツク地方ですからそんなに患者さんは多くないかも

しれませんが、精神の状態によっては一般病院に入れられない可能性もあると思うんで

すけれど、ということはお考えになっていますか。 

 

［事務局］ 

 緑ヶ丘病院の十勝圏域でいいますと、感染症指定医療機関の帯広厚生病院が精神科を

標榜しておりますので、症状によってはそういったところに保健所と協力を図りながら

転院していただくことも手段の１つとしては考えております。 

 

［事務局］ 

 向陽ヶ丘病院の場合は北見市に精神科の入院病床を持っている北見赤十字病院があり

まして、状況によりましてはそちらの病院と連携を図りながら治療に当たっていきたい

と考えております。 

 

［委員長］ 

 分かりました、どうもありがとうございます。 

 やっぱり、コロナだけでなく今後新たな新興感染症が出たとすると 10 年に１回ぐら

い起きるという説もあるぐらいですので、そういったことも道立病院なので要求され
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ることになるかもしれないので、頭の中にはちょっといれておいて、まあ専門医がい

ないからちょっと厳しいかもしれませんけれど。そうですよね先生。 

 

［委員］ 

 札幌市内の精神科病院でもいくつかクラスターが発生しました。札幌市内は市立札

幌病院の精神科病棟を１つ感染症病棟に転換しています。精神症状が著しく一般病床

では対応が難しい場合は市立札幌病院の精神科病棟、精神症状が落ち着いていて身体

的に重篤な場合は北海道医療センターの感染症病棟というふうに分けて入院させてい

ます。先生がおっしゃったように単科精神科病院には専門の内科医がいません。クラ

スターが発生したところで全ては転院できなく自院でも治療をしていましたが、かな

り大変だったようで専門医がいるところと協力していければと思います。 

 

［委員長］ 

 協力は協力でそういった態勢を作られるのはもちろん必要だと思いますし、やって

くれると思うんですけれど、最悪の場合はどうなるのかっていうことも片隅に入れて

おいた方がいいかもしれませんね。 

 専門の先生を呼吸器なら呼吸器、あるいは救急、麻酔それぞれの先生に来ていただ

いてということも考えられなくはないので、ちょっと片隅に残した方がいいのかなと

思ったものですから、余計なことを言いますけれど。 

 あと土橋先生何かありますか。よろしゅうございますか、先生。 

 それでは次にコドモックルの方の御説明をお願いしたいとおもいます。 

 

［事務局］ 

 コドモックル事務長の福原でございます。よろしくお願いいたします。 

 資料２の 17 ページから御覧いただきたいと思います。 まず、当センターの新型コロ

ナウイルス感染症の関係でございますけれど、昨年以来ですね、今まで約三百数十名発

熱患者さんと対応してまいりましたが、PCR 検査なり抗原検査、検査したところですが、

今のところ幸いにも患者さんからは１名も患者さんが出ておりません。 

 万が一患者さん、陽性者が発生した場合には、当センターで隔離の上、保健所へ入院

調整をしていただくというようなことで考えてございます。 

 またこの間、先ほどもお話がございましたが、受診控えが当センターも顕著に出てお

りまして、入院、外来ともに目標はもちろんですけれど昨年度と比べましても減少して

いる状況でございます。 

 ただ、手術件数も減少はしているのですが、手術と入院については先ほどお話しもご

ざいました、やはり重症患者さんが多いというようなことなのか単価自体はアップして、

収益自体も目標には届いておりませんけど、対前年度と比べますと若干ではありますけ

れど、上昇しているというような状況にございます。 

 そういったことを踏まえまして、来年度の年間目標を立てさせていただいたところで

ございますが、17 ページの上の年間目標でございます。こちらもですね、収益、患者数

ともに令和２年度目標値からは減少しているものですから、この減少傾向が果たしてい

つまで続くのかというのが見込めないような状況でございます。そういったところから

令和２年度と比べましても減少しているような状況でございますが、ただ、先ほども申

し上げましたとおり、入院の診療単価につきましては、重症患者の受入増加傾向という

ものがありますので、令和２年度の目標よりも増加して設定をさせていただいていると

ころでございます。 

 続いて 18 ページを御覧下さい。それぞれ数値目標を立てさせていただいているところ

ですが、こちらにつきましても令和２年度と比較しまして、どうしても目標数値を減少
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せざるを得ないというような状況になってございます。 

 ただ、周産期母子医療センターからの受入率、これについては今年度 NICU の増床工事

を行ったことからですね、こういったことを勘案して紹介受入率についてはアップをさ

せているところでございます。 

 基本的な考え方でございますけれど、目標達成に向けてですね４つの大きな柱、収益

の確保、費用の縮減、経営基盤の強化、それと職員の経営改革意識の向上ということを

掲げてですね、19 ページ以降に記載しております具体的な目標の設定に向けて取り組ん

でいきたいということで考えてございます。 

 19 ページの方を御覧下さい。まず具体的な取組についてでございますが、まず丸の１

つ目、ホームページやツイッターの活用、地域連携セミナーの開催、こういったことを

書いてございますが、このほかにですね地域の医療機関との連携強化ということで本来

ですと今年度幹部職員のドクターですとか、地域連携課の職員がそれぞれ医療機関若し

くは関係機関を回って営業活動をする。当センターの役割なり受け入れ状況を具体に説

明して回っていただこうということで考えていたのですが、このコロナ禍で実現が出来

なかったということでございます。これも来年度どこまで収束するかという不安要素ご

ざいますけれど、できればですねそういった活動をしていきたいということを考えてご

ざいます。 

 つぎに２つ目、医療ケア児等の重傷患児の受入拡大、これは９月から受入拡大を行っ

てきました。人工呼吸器や気管切開患者さんの受入が増加してきております。また、い

わゆるレスパイト入院、これについても 11 月から 30 数名の御案内をしてですね、14 名

の方が登録をされております。月に３、４件の申し込みがあるのですが、これもこのコ

ロナ禍というような現象なのか、体調不良等になったということでのキャンセル、これ

が出てきておりまして、大体月に２件程度の御利用というような状況になってございま

す。こういった非常に利用件数が少ないというなかで、なかなか当センターでも課題等

の整理までおぼつかないような状況でございますが、患者家族の方のですねニーズに応

じた有効活用を図っていきたいということで考えてございます。 

 適切な診療報酬の獲得についてということでございますが、当委員会の先生方から御

指摘いただきました DPC の採用、これについて試算をしたところでございますが、一定

程度の増収効果が見込めるというような試算結果が出たところでございます。このよう

なことからもですね、なんとか DPC 参加病院になるべく引き続き検討を進めていきたい

というふうに考えてございます。 

 経営基盤の強化というところでございますが、今年度の改修工事で NICU、GCU の機能

を充実させたところでございます。新規患者の受入拡大や、急性期からの回復期への移

行についてですね、現在、メディカルウイングによるバックトランスファーということ

も活用させていただきながらですね遠隔地の病院へバックトランスファーをかけさせて

いただけるような状況もございます。 

 また、31 年度から在宅支援室を立ち上げて、いわゆる入院患者さんの退院支援それか

ら在宅支援を行ってきております。困難事例もなかなか多い状況ではございますが、引

き続きですねご家族へのフォローアップができるよう取り組んでいきたいというふうに

考えてございます。 

 また、職員の経営意識の向上ですけれども、これは引き続き全職員が意識を共有して

いくことが大事だと、これはもちろんなんですけれども、いわゆる働き方改革これにつ

いても全職員が意識するよう取り組んで参りたいと考えてございます。 

 あと、細かい数値設定については 20 ページに記載してございます。 

 私からは以上でございます。 
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［委員長］ 

 はい、ありがとうございました。 

 ただいまコドモックルの方の御説明をいただきましたが、何か御意見とか御質問、委

員の先生からございませんでしょうか。 

 

[委員] 

 ※発言なし 

 

［委員長］ 

 DPC の参加病院の検討中ということですし、NICU も増床して、そういったことで重傷

者のですね割当と言いましょうか、それを増やそうという取組をしてきたと思うんです

けれど、よろしゅうございますか。 

 僕から１回聞いて良いですか。コドモックル全部を DPC に今考えているんですか。 

 

［事務局］ 

 全体にはならないかと思います。 

 

［委員長］ 

 ですよね。 

 

［事務局］ 

 はい。 

 

［委員長］ 

 全体にしちゃうと長期入院の方がいると相当効率悪くなるので、そこは分けなきゃな

らないかもしれませんね。そういう考えと理解してよろしいですか。 

 

［事務局］ 

 はい。そういった部分もですね、業者の方とも試算なりをしながらですねいろいろな

部分を詰めていきたいというふうには考えてございます。 

 

［委員長］ 

 何か土橋先生、御意見ありますか。 

 

［委員］ 

 今の御指摘のとおりだと思います。病院の中でいわゆる急性期が何で慢性療養型が何

かというのをきっちり分けて病床運営をしていかないと DPC は一見、食べられるようで

も実は食べられないというようなことになってきますので、そこは少し工夫する必要が

あると思います。 

 

［委員長］ 

 という土橋先生の御意見ですので、私もそう思うんですけど、そういったことも御参

考にして、進めるべきところは進めていただければというふうに思います。 

 他はよろしゅうございますか。 

 

［委員］ 

 いいですか。 
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［委員長］ 

 どうぞ先生。 

 

［委員］ 

 一通り説明が終わられたので、全体的な話なんですけれど、今年度のですね収支計画

の作り方の基本的な考え方としては、去年コロナがあったので実績がかなり下回ってい

るという前提があった中で、今年もおそらくそういう状況が続くであろうという中で、

収支計画自体今年の着地見込みプラスやや収支としては改善するという方向で作られて

いるという理解でいいでしょうか。 

 だから収支の赤字、マイナスが今年度着地見込みよりも、もうちょっと改善するとい

う前提の計画を作られているという理解でよろしいでしょうか。 

 

［事務局］ 

 よろしいですか。後ほど次の項目でプランの説明をします。それを前倒しで申し上げ

ますが、収支計画はあくまで議会や財政課当局との予算編成と連動するものですから、

それと先に先生方が言われていたコロナの受診控え等で収支計画の５年間を見渡すこと

が出来ないという判断で、これは道庁内で合意を得ました、他の計画も実はそうなんで

す。そうすると、今御指摘のあった令和３年度分自体については今議会で御議論してい

ただいている当初予算を収支計画としている。だから従って全くからくりが別次元の話

なんですよね。当初予算に収支計画を連動させていると、そういう構図です。あと、後

ほど補足があれば担当からプランの時に説明をさせていただきます。 

 

［委員長］ 

 よろしいでしょうか。 

 

［委員］ 

 分かりました。 

 

［委員長］ 

 他はよろしゅうございますか。 

 それでは、今御説明いただいた各病院の令和３年度の方針といいましょうか、非常に

皆さんこれまでの御努力の上に立って更にそれを進めようという意欲を感じるものだと

思います。ただ、いろいろな状況が状況でございますので、道立病院として非常に苦し

い収支状況であることには変わりないということ。それから医療スタッフの確保、これ

もなかなか今のところ思うに任せていないということで、そういったいろいろな状況が

勘案されると思いますが、引き続きですね皆さんの御努力で少しでも良い医療を地域住

民に提供するということを御努力いただければというふうに思いまして、各病院のです

ねこういった計画を本委員会では認めたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。 

 土橋先生、よろしいでしょうか。 

 

［委員］ 

 はい。 

 

［委員長］ 

 それでは、そういうことでよろしく頑張っていただきたいというふうに思います。 

 それでは、これで本日の議事に関しましては終わりということにしまして、次に報告

事項について事務局の方からお願い申し上げます。 
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［事務局］ 

 はい、それでは報告事項の１でございます。北海道病院事業改革推進プラン（案）に

ついて御説明をいたします。冒頭、管理者の御挨拶にもありましたけれども、本委員会

に設置をいたしました改革推進プラン検討部会において、計６回の会議をこれまで開催

して参りました。貴重な御意見、御議論をいただきながら検討を進めて参ったわけです

けれども、本委員会の皆様には昨年の 12 月に新型コロナウイルス感染症の影響で書面で

の開催とさせていただきましたけれども、第３回の推進委員会の方で素案の方を送付さ

せていただきまして、御報告に替えさせていただいたという状況にございました。 

 その後、パブリックコメントですとか財政当局との協議を行って参りまして、２月初

旬に開催をした第６回目のプラン検討部会においてこのプラン（案）について御了承い

ただいたところでございます。 

 なお、このプラン（案）につきましては、現在開会しております、第１回定例道議会

の前日に当たります２月 24 日の道議会保健福祉委員会の方でも報告をしてございます。

今日は時間の都合もございますので、資料３の概要を使って御説明したいと思います。

お手元に御用意いただければと思います。 

 まず、Ⅰの「基本的事項」についてですけれども、策定の趣旨として、道立病院が今

後とも、地域で必要とされる医療を提供していくため、公立病院としての公共性を確保

するとともに、 経営改善を着実に進める必要がありますことから、本プランを策定す

るものということで、まず策定の趣旨を記載しております。 

 次に、Ⅱの「道立病院の現状と課題」についてですけれども、１として「道立病院の

現況」でございます。道立病院６病院において、民間医療機関が参入しにくい地域での

広域的医療や精神医療、高度・専門医療など、地域に必要な医療を提供していること、

２として「経営形態の移行及び経営状況」ですけれども、平成２９年度から地方公営企

業法の全部適用へ移行いたしまして、プランに掲げる目標の達成に向けて取り組んでき

たところですけれども、入院患者数・外来患者数が減少するなどいたしまして、収支差

が拡大しているということを記載しております。 

 それから３の「病院経営上の課題」といたしましては、「（１）病院経営を巡る環境

変化への対応」といたしまして、周辺医療機関との連携や役割分担、機能分担を進める

とともに新型コロナウイルス感染症の流行を受け、各病院の機能に応じた感染症対策を

講じることが必要であること、「（２）医療従事者の確保」として、道立病院が安定的

な医療を継続的に提供するために最も重要となる人材確保策の実効性の向上が必要であ

ること、「（３）経営改革に向けた取組の充実強化」として、質の高い医療の提供とと

もに、診療報酬制度の改正に迅速に対応していくことが必要であること、としてござい

ます。 

 次に２ページを御覧下さい。Ⅲの「道立病院が果たすべき役割・機能」についてです

けれど、冒頭の方で、道立病院は、広域的な医療をはじめ、精神医療といった不採算医

療や高度・専門医療などを提供する役割を担っていくとともに、新型コロナウイルスな

どの感染症対策について、病院の役割、機能に応じて、必要な診療体制の整備に努める

ことと記載してございます。 

 病院別では、江差病院は、地域センター病院として必要な診療体制や回復期機能を確

保。羽幌病院は、総合診療専門研修プログラムの基幹病院として、総合診療医や地域医

療を志す医師の人材育成及びフォローアップ機能を担う。緑ヶ丘病院は、スーパー救急

病棟を中心とした精神科救急医療拠点機能を維持。向陽ヶ丘病院は、精神科救急医療拠

点機能や認知症疾患医療センターを中心とした認知症専門医療等の機能を維持。子ども

総合医療・療育センター、コドモックルは、高度・専門性、特殊性の高い小児医療を提

供。北見病院は、日本赤十字社を指定管理者として、病院運営の委任を継続などとして
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ございます。 

 次に、Ⅳの「医療従事者等の確保対策」についてですけども、道立病院が地域に必要

な医療を継続して提供していけるよう、医療の質の維持・向上を図り、経営の改善を目

指すためには、医師をはじめとする医療従事者等の確保が重要でありますことから、６

つの観点、ここに記載してございますけれど、それぞれの観点に伴って医療従事者等の

確保対策に取り組むこととしてございます。 

 続きまして、Ⅴの「再編・ネットワーク化」についてですけれども、今後の取組とい

たしまして、江差病院は、「地域医療連携推進法人」制度を活用した医療機関などとの

機能分担及び業務連携の推進。羽幌病院は、留萌市立病院との役割分担及び連携、総合

診療を中心に留萌中北部地域のかかりつけ医、救急医療機関としての役割を担う。３ペ

ージを御覧下さい。緑ヶ丘病院及び向陽ヶ丘病院は、地域連携室を中心とした関係機関

との連携、退院後の患者・家族に対する支援の一層の充実。コドモックルは、高度・専

門医療機能を発揮しながら、道内の医療機関からの患者の受入。北見病院は、隣接する

北見赤十字病院との一体的な運営による循環器・呼吸器疾患に対する高度・専門医療提

供体制の一層の充実などとしてございます。 

 次に、Ⅵの「経営の効率化」についてですけれども、「○設定する指標」として、経

営改善を進めるための「経営指標」と各病院の役割・機能に関する「機能指標」につい

て、記載のとおり必要な項目を設定してございます。「○経営改善に向けた取組」とし

て、経営改善の着実な推進及び各種指標の目標達成に向けて、表の区分に記載をしてお

ります、「収益の確保」、「費用の縮減」、「経営基盤の強化」、「職員の経営改革意

識の向上」の４つの柱と、それらの具体的な取組の推進することよりまして、経営の効

率化を進めてまいります。なお、先ほど「令和３年度取組方針」を各病院の方から御説

明しましたが、その中の「具体的な取組」に書かれました内容については、この４つの

柱立て基づいて作成されているものとなっております。 

 それでは４ページを御覧ください。Ⅶの「一般会計負担金の算定の考え方」について

でありますけれども、国の地方財政計画に示されている繰出基準に基づきます「国基準」

と、その他①～③に掲げた「基準外」いわゆる道負担分に区分をいたしまして、記載し

てございます。 

 次に、Ⅷの「収支計画及び数値目標」についてでありますけれども、コドモックルの

療育部門については、肢体不自由児などを対象とする福祉施設でございますので、本プ

ランでは、医療部門合計の収支計画及び数値目標からは区分して実績の把握を行って参

ります。なお、この取扱いについては現行プランについても同様の扱いをしてございま

す。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響等により、複数年の収支を見通すことが非常

に難しい状況にあることから、収支計画及び数値目標については、プラン初年度となる

令和３年度の単年度分の掲載とし、令和４年度以降については、新型コロナウイルス感

染症の流行状況なども踏まえながら、引き続き検討を進めることについて記載をしてお

ります。 

それでは、令和３年度の医療部門合計の「収益的収支」につきましては、御覧のとお

りですけれども、患者数の確保ですとか診療単価の増を図りますとともに、費用の縮減

に努めまして、「C」の部分ですけれど収支差は▲69 億９千２百万円としまして、「D」

の他会計負担金、いわゆる一般会計からの繰入金については、58 億７千６百万円で、最

終的な経常損益は▲７億３千２百万円としております。 

次に、その下の表になりますけれども、「経営指標等数値目標」について、病床利用

率は、55.4 パーセント、１日平均入院患者数は、306.8 人、１日平均外来患者数は、930.2

人としてございます。    

なお、これらの数値につきましては、先ほど部長からも説明がありましたけれど、新
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型コロナウイルス感染症の影響等によって患者数ですとか収益の減を加味したものとな

っておりまして、こちらも繰り返しになりますが、「各病院取組方針」の最初のページ

にありました年間目標数値、それらとリンクするようになってございます。 

 なお、ここに記載してある概要版に記載してある数字は全体版となっていますので、

それぞれ病院の詳細ですとか、本庁執行分というのは、細かいものについては資料４の

プラン案本編、45 ページから 47 ページにありますので、後ほど御覧いただければと思

います。 

 最後に、Ⅸの「プランの点検・評価、公表等」については、本委員会、病院事業推進

委員会のことについて記載してございます。 

 以上、「北海道病院事業改革推進プラン」案について御説明しましたが、このプラン

につきましては、現在開会中の議会での議論も踏まえまして、３月末に決定する予定で

あります。プランに関する説明は以上です。 

 

［委員長］ 

 はい、ありがとうございました。 

 今まで皆さん方と議論してきたことがこの改革推進プランでも取り入れられて、この

ように進んで収支が少しでも改善すればいいかなと、それから働く皆さんのモチベーシ

ョンがですね上がってくるような内容が進めばよろしいかなというふうに私どもは感じ

るわけですけれども、ただいまの御説明で委員の先生方から何か質問や御意見はござい

ますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。これはプランの方で考えられたことですので、我々がどう

こういう筋でもないんですけれど、ここで１つだけちょっと聞いていいですか。ICT を

使って遠隔医療の導入を江差や羽幌は考えるというふうに書いてあるんですけれど、こ

れは具体的にまだ着手はされてないんですよね。何か計画みたいなのは作っているんで

すかね。 

 

［事務局］ 

 じゃあ私から。羽幌の方は今年度中に道立羽幌を中心にいくつかの ICT を活用して診

療所支援、特に離島の、そういったことを考えています。江差の方も ICT は札幌医大と

できることにはなっているんですけれども、後は利活用の促進というところが課題とい

うことになっています。 

 

［委員長］ 

 おそらく羽幌にしろ江差にしろ、そこに赴任される先生が１人とか２人が多いので、

例えば札幌医大と逆にですよ、診療所ではなく札幌医大と繋がって何か御指示をインタ

ーネットでいただければね、非常に安心感に繋がるかなという思いもするものですから、

もちろん経費もかかると思うんですけれど、赴任される先生にとっても心強いかなと、

また逆に診療所の先生、離島の先生と繋げば、そちらの先生は心強いだろうというふう

に思うんですが土橋先生いかがですか。 

 

［委員］ 

 おそらくコロナ禍、コロナパニックの唯一の我々の得た教訓というか、実はあまり患

者さんが動かなくても医療というのはお互いに助ける格好でできる。つまり、今考えて

いますのは、ドクタートゥドクタートゥペイシェント、つまり、離島先にはペイシェン

トがいる、そしてドクターがいます。そしてこちら側には専門医がいるという格好の ICT

の活用というのがたぶん非常に現実的。 

 ２つ目は教育にそれを使う。つまり、全道各地でかなり特殊な外来になりますけれど
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も、５項目から８項目の項目で今作っていますけれど、かなり特殊な疾患群については、

おそらく曜日とか云々を決めて全道で同時にそういう外来をすることによって、それを

みんなが見れば、それは共通カンファレンスと、こちらの方は教育の方にも応用できる

かというところを考えております。 

 もう１つは今現在あるローカルネット、例えば道南地区もそうですし、様々なところ

に過去のネットワークがあります。そういうようなものの利活用を含め、今本格的に動

き出しているというようなところですので、外科を含めてそちらの方が使うんじゃない

かということでございますので。そういうようなことで、患者があまり動かなくとも回

ること。指導、学校で医療の質を上げるというような仕組みが今動きつつあるというこ

とでございます。 

 

［委員長］ 

 それは先生、札幌医大で検討中ということですか。 

 

［委員］ 

 はい、そうです。 

 

［委員長］ 

 もし、できあがれば道立病院も。 

 

［委員］ 

 もちろん入れます。特に２番目のことについては今、医学教育という視点で動いてい

ますので、そこのところおそらく主戦場になると思います。 

 

［委員長］ 

 それじゃあ、医師ばっかりではなくて学生とか研修医ばかりでなくて、ナースとかで

すねほかの医療スタッフについても活用はできると思うんですよね。 

 

［委員］ 

 これは言うならば特殊疾患群についてはドクターのみならずナースそれから多くの医

療機関、総合的にカンファレンスをしていく趣旨でございますので、場所をまたぐとい

う意味では非常にフリーハンドにおけるというふうに思っています。 

 

［委員長］ 

 遠隔地ですからなかなか教育の機会に触れられないのが医療スタッフの１つの悩みだ

と思うんですけれど。 

 

［委員］ 

 今実際に動いていますのが遺伝治療と不妊治療とそれからごくまれですけれど肺高血

圧症があり、かなり特殊なオペはもうすでに動いています。 

 

［委員長］ 

 先生、そういう疾患でなくともね例えば看護師さんの感染教育だとかあるいは学ぶべ

きことっていっぱいありますよね。そういうのも応用できますよね。 

 

［委員］ 

 おそらく感染症については皆さん御存じのとおり文科がもう動いていますので、かな
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り予算をつけてそういうようなところ学生さんを含めてナースを含めて教育しようとい

う制度が動きつつあります。 

 

［委員長］ 

 松原先生、精神科では ICT の活用ってどうですか。 

 

［委員］ 

 オンライン診療では向精神薬を処方できないことになっています。それが一番のネッ

クでなかなか普及しないというのが現状です。 

 

［委員長］ 

 ただ、いろんな教育とかは精神科が抱える固有の問題についてはやれますよね。 

 

［委員］ 

 はい。 

 

［委員長］ 

 何かそういうことを進めていくと今まで頭の一部では分かっていてもコロナで現実的

にやってみると非常に便利だと言うことが分かったのでいいかなと思います。 

 

［委員］ 

 今、話がありましたけれど診療報酬のところで非常に悩むところで、利活用できるん

ですけれど、じゃあどこが診療報酬をいただけるのかというと、ほとんど上位系はもら

えないんですよね、新患以外。だからサービスになっちゃうあるいは抱え込み、ネット

ワーク化しか今のところはあまり意義がないということになってしまう。 

 

［委員長］ 

 まあ、そうですかね。 

 ちょっと医療の話になってしまってすいません。 

 

［委員］ 

 いえいえ。 

 

［委員長］ 

 今、私と２人の委員の先生から ICT のことについて、御質問と意見をさせていただき

ましたけど、こういった方面も遠隔地というハンデを乗り越えるには必要ではないかな

というふうに思われますので、こちらの方もお進めいただければと、これは一般医療、

小児医療に限定されるものではなく、精神でも松原先生のお話で教育とかそういう意味

では利用できるということですので、御検討賜れればいいかなというふうに思います。 

 あと、ほかに何か御意見ございませんか。プランを聞いて思われるようなことがあれ

ば。 

 

［委員］ 

 いいですか。 

 

［委員長］ 

 どうぞ先生。 
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［委員］ 

 プランの中の医療従事者の確保というのはコロナを受けてかなり逼迫度が、担当して

いただいている先生とそうでない先生で違うかもしれませんけれど、全体的にはやっぱ

り逼迫させる方向に働いているというふうな印象を持っているんですけれど、そうなっ

てくるとますますこのプランを実現させるのは難しくなる、更に困難度が高くなるとい

うような理解でいいんでしょうか。 

 

［委員長］ 

 どうでしょうか。  

 

［事務局］ 

 そこは一概に言えないです。採用が一番難しいのは医療従事者の中でもずばりお医者

さんですが、医者も含めてなんですが、ほとんどの医療職を通年と随時で採用試験をし

ていて、比較的看護師さんたちも手を挙げてくださっている状況です。まだ緒に就いた

ばっかりで花が咲くのはこれからなんですが、コドモックルになら就職してもいいとい

う看護師にも２ないし３年勤めると広域医療か精神科医療をやっていただくと、そうい

う要項で採用試験をして、それをくぐったことによってキャリアアップと地域偏在の看

護師の従事者の確保の解消を狙ってます。立ち上げ年度は１年延ばせるためにみんな１

年延ばしたんですが、２ないし３年たったらそこの現場を離れて違う医療現場で勤務を

してもらうと、これを採用時の条件として工夫はしています。 

 最後に残るのが医師なんですが、医師確保のリソースを１つも持っていない道立病院

というのは正直きついと思います。それぞれの道立病院で札幌医大の御尽力はもとより、

北大、旭川医大の３病院いずれかあるいは羽幌のように自治医科大学の卒業医師の院長

や副院長がいろんな Twitter や Facebook で専攻医を集約できたり、あとは自治医科大卒

業医師が働いていく。なにがしか医師の確保のリソースを持っている医療機関は青息吐

息ながらやっていけるんですが、具体的に言えば、１つの病院だけがリソースがないも

のですから、今後それは１番大きな課題だと我々管理者以下思っています。以上です。 

 

［委員長］ 

 地域枠のドクターがだいぶ増えてきているということなんですけど、道立病院にもそ

ういった意味では地域枠のドクターが少しずつ増えてきてますでしょうか。 

 

［事務局］ 

 きています。 

 

［委員長］ 

 そうですよね、そのための地域枠ですからね。 

 それで先生の御質問を簡単に言うと大変になる病院スタッフと逆に患者が減ってぬる

くなる病院が分かれるんですねコロナに関して言えば。 

 

［委員］ 

 全体的にということですか、道立病院だけでなく。 

 

［委員長］ 

 ええ、道立病院だけじゃなくて全体的に。コロナが入ればその分一般病床を減らした

りする病院、大きな病院はそうしてますけどそれではないと。だから、コロナのいない

ところで受診控えということになると、入る人は先ほど言いましたように診療単価の上



 - 19 - 

がるような患者ですけれど、そういう人はコロナでなくても入っていますから、コロナ

患者の収容がないところは少し逆にぬるく、ぬるいという表現が適切かどうかは分かり

ませんけれど、そういったことはあると思います。それはもうやむを得ない状況でだと

思います。 

 プランの説明をいただき、ありがとうございました。先ほども言いましたけれど、今

後に参考になるところかと思いますので、ぜひ皆さんにもお目通しいただいて、お考え

いただければというふうに思います。プランについてはこれでよろしゅうございますよ

ね。我々は特に異論はございません。 

 それで、議題といたしましては次に４のその他でございますが、何かございますか。 

 

［事務局］ 

 すみません。資料の５を簡単に御説明をします。 

 プランの部会継続設置ということで、資料５の１枚ものでございます。プラン案での

説明で触れさせていただきましたけれども、収支計画などを見通すことができなかった

ということ。それから、点線で囲っておりますけれど、未だ国からガイドラインの方が

示されておりませんので、国のガイドライン、おそらくは来年度中に発出されるであろ

うということもありまして、令和３年度も引き続き検討部会で御議論いただく必要があ

るので、この部会を継続することといたしてございます。開催及びスケジュールにつき

ましては御覧のとおりとなっております。 

 それから資料６については先ほど冒頭に説明申し上げたとおり、本定例会の方に予算

の方が上程されておりますので、資料の配付のみということとさせていただいておりま

す。説明は以上でございます。 

 

［委員長］ 

 はい、ありがとうございました。これは後で見させていただければよいということ

ですね。 

 ほかに事務局の方から何かございますでしょうか。 

 

［事務局］ 

 それでは、その他の関係について御説明をさせていただきます。 

 次回の委員会の御案内になります。本年度の実績等を踏まえまして、本委員会とし

ての評価書案について協議をいただく予定としてございます。６月中の開催を予定し

てございます。改めて事務局より日程調整の御連絡をさせていただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 また、これから先の話になりますけれど、皆様委員の任期がですね、本年の７月 23

日までとなってございます。事務局といたしましては、本委員の皆様にですね、引き

続き委員をお願いしたいというふうに考えておりますけれど、所属団体の推薦ですと

か、承認の都合等おありかと思いますので、近日中に改めて個別に御説明、ご相談を

させていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

［委員長］ 

 全体を通して最後に何か御意見とか御質問、よろしゅうございますか。 

 

[委員] 

 ※発言なし 
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［委員長］ 

 それでは本日の議題はこれで終了いたしました。 

 遠路はるばるお越しいただいた院長先生や事務長さん、看護部長さんには大変負担

が大きいとは思いますけれども、ぜひ頑張っていただければと思います。 

 粟井さん、最後に何かありませんでしょうか。 

 

［事務局］ 

 いいえ、ございません。どうもありがとうございます。 

 

［委員長］ 

 よろしいですか。 

 それでは、これで終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございま

した。 


