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令和２年度(2020 年度)第２回北海道病院事業推進委員会議事録 

 

１ 日時 

令和２年(2020 年)８月 17 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(札幌毎日会館) 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］ 

 それでは予定の時刻となりましたので、ただ今から令和２年度第２回北海道病院事業推

進委員会を開催いたします。 

 第１回の委員会をもって退任をされました池田委員の後任といたしまして、特定医療法

人社団慶愛会札幌花園病院の松原院長に就任いただきましたので、ここで御紹介をさせて

いただきます。 

 

［委員］ 

 よろしくお願いいたします。松原でございます。 

 

［事務局］ 

 本日の委員の出席状況でございますけれども、旭川医科大学の奥村委員におかれまして

は、本日、都合により欠席をされております。 

 なお、札幌医科大学の土橋委員におかれましては、用務のため若干遅れていますので報

告させていただきます。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］ 

 北海道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
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申し上げます。皆様におかれましては、お盆後の公私とも御多忙のところ、本年度第２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。 

 先ほど御紹介させていただきましたけれども、前回の委員会をもって御退任されました

池田委員の後任として、新たに松原委員に御就任いただきました。松原委員におかれまし

ては、現在作業を進めている改革推進プラン検討部会の委員としてもお力添えをいただい

ておりまして、本委員会におきましても、精神科医療の分野をはじめ、様々な御意見を賜

りますようお願い申し上げます。 

 さて、本日の委員会では、令和元年度事業実績及び点検・評価に関しまして、６月に開

催いたしました第１回目の委員会での御議論、御意見を踏まえ、委員会としての点検・評

価結果を取りまとめていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 なお、その結果につきましては、９月７日に開催予定の北海道議会保健福祉委員会に報

告することとしています。 

 皆様にはそれぞれ専門的な見地から、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。それでは、本日もどうぞよろし

くお願いいたします。 

 

［事務局］ 

 それでは次に、資料の確認をさせていただきたいと思います。 

お手元には資料、令和元年度（2019 年度）北海道病院事業改革推進プラン自己点検・評

価書を配布させていただいております。また、参考資料といたしまして、令和２年度（2020

年度）第１四半期道立病院経営状況・取組実績をお配りしてございますので、後ほど御確

認いただければと思います。 

 また、前回の委員会と同様に新型コロナウイルス感染症防止対策といたしまして、会議

時間は２時間までとさせていただき、途中、10 分間の換気休憩を取らせていただきますの

で、御了解くださいますようお願いいたします。 

 ここからの進行につきましては、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いきたいと思います。 

 松原先生、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 前回６月は鈴木先生からもお話があったように、各病院の取組実績・自己点検評価につ

い御説明をいただきました。それに基づいて委員の皆様方から御意見や御質問をいただい

たところであります。本日はその議論を踏まえまして、意見の集約をしたものを事務局が

この委員会の点検・評価としてまとめたというところでございまして、そのまとめにつき

まして、本日は先生方から御意見を賜りたいということでございます。 

 すでに資料がお手元に配布されておりますし、事前に届けられていたと思いますので、

改めまして事務局から簡潔に概要を説明していただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

［事務局］ 

 （資料に基づき「第１章 経営改善に向けた評価」について説明。） 

 

［委員長］ 

 はい、ありがとうございました。 

全体を通した取組というものを今、５つの項目について説明をしていただいたというこ

とであります。これらについて委員の先生方から何か御意見、御質問とかございますでし

ょうか。 
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 松原先生、最初なのであるかと思いますけれども。 

 結局、病院の質を高めて、職員のモチベーションを高めて、地域との関係をどう取り組

んでいくかということで、それぞれの病院で病院局と一緒になって様々な取組をしている

ということだと思います。結果が必ずしもよくなっているわけではないですけれども、取

り組むべき項目はきちっとやり始めていると我々は前回のこの会で池田先生含めて、こう

いう意見を出して引き続き頑張れという話になったというふうに私は理解しています。問

題点がないわけではないですけれども。 

 今は全体の話ですので、これから個別の病院のお話があると思いますので、それが終わ

ってからでもまた御意見を聞かせていただくと、それでよろしゅうございますね。 

 それでは次をお願いしてもいいですか。 

 

［事務局］ 

 （資料に基づき、「第２章 病院別評価（５）子ども総合医療・療育センター」につい

て説明。） 

 

［委員長］ 

 ありがとうございました。 

 土橋先生、今コドモックルから始めまして、最初に全体的なまとめがあったのですが、

後々こういう個別の病院の話を賜って、それらを含めて後にお話をしようという方向で、

今、進んでいます。 

 コドモックルにつきましては、今、御説明があったようにＮＩＣＵを拡張して、道で認

めていただいて、それが一つとそれから職員の勤務態勢を柔軟にしたということと、長期

療養患者さんの在宅移行に向けた様々な取組をされたということだと思います。コロナと

か工事の関係で若干まだ前年よりは患者さんが減っているところがあるようですけれど

も、方向性としては当委員会でも前からお話ししているような方向性で進めていただいて

いるというふうに思うのですけれども、何か特にコドモックルについて御意見ございます

でしょうか。これも後々ということでよろしいですか。 

 それでは次の病院をお願いしてもよろしいですか。 

 

［事務局］ 

 （資料に基づき「第２章 病院別評価（４）向陽ヶ丘病院」について説明。） 

 

［委員長］ 

 はい、ありがとうございました。 

 向陽ヶ丘のお話をいただきました。１人あたりの単価は入院、外来ともに上がったと、

それからデイケアとか地域との連携というようなことを努力したけれども、数はその分ち

ょっと減ったと、収支差は去年よりは改善したというお話だと思います。何か御意見ござ

いますでしょうか。先生、おありであればどうぞ。 

 

［委員］ 

 部会の時にもお話しさせていただきましたが、精神科病院の病床利用率はどんどん下が

ってきておりますので、そこの利用率を上げるのは実際厳しいと思いますし、デイケアも、

昔に比べると他の様々なサポート体制がございますので、ニーズとしても以前より減って

いるので、今後減っていくのはやむを得ないところはあるかと思いますが、いろいろ御努

力されていて、訪問看護を増収したり、加算で増収したりといった御努力は大変なことだ

と思います。以上です。 
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［委員長］ 

 ありがとうございました。先生のお立場からコメントをいただきました。確かにおっし

ゃるとおりだと思います。とにかく精神医療の診療報酬が安すぎるんですよね。もうどう

しようもない。そういったところでなおかつ地理的な問題もありますし、人口の問題もあ

りますし、引き続き御努力していただくしかないという思いでおります。 

よろしいですかね、御意見なければ先に進んでください。 

 

［事務局］ 

 （資料に基づき「第２章 病院別評価（３）緑ヶ丘病院」について説明。） 

 

［委員長］ 

 ありがとうございます。緑ヶ丘もベッド数を減らしたり、いろいろ取組をされていると。

ただ、残念ながらあまり収支差に目立った改善はないというふうでよろしいですね。何か

松原先生ありますか。 

 

［委員］ 

 この医療地区はもともと医療機関がたくさんございますし、在宅支援が昔から歴史的に

かなり活発に行われています。その中で、どうやって緑ヶ丘病院が独自性を出していくか

というのは非常に難しいところだと思うのですが、思い切ってダウンサイジングをして、

その前に精神科救急病棟を選択されたと、これは慧眼だと思います。また、先ほどお話し

されたデイケアとか、訪問看護に関しましては、なかなかやはり難しい状況にありますの

で、特に民間の病院との差別化を図る上では、やはり、今回力を入れている精神科救急病

棟を選択した上でですね、力を入れておりますスーパー救急や児童といったなかなか民間

の病院では手を出しにくい、いわゆる非採算部門で独自性を出していかれて非常に頑張っ

ておられると思います、以上でございます。 

 

［委員長］ 

 ありがとうございました。いわゆる公の立場としての難しい精神というお話を今いただ

きました。こんなに頑張っているのに業績が上がらないといって職員のモチベーションが

下がっていませんか、大丈夫ですか。現場の人いらっしゃいますか、緑が丘も向陽ヶ丘も

どうでしょうか。 

 

［事務局］ 

 緑ヶ丘病院事務長の田中でございます。現場のモチベーションとしては、やはり必要な

地域に求められている医療を提供していこうという思いは職員一同皆持っていますので、

急性期と児童という２つの柱は、引き続きこの圏域で必要な医療として、職員一体になっ

て、これからも提供していきたいという思いは非常に強く持っております。 

 

［委員長］ 

 はい、ありがとうございました。もう一つの病院はどうですか。 

 

［事務局］ 

 向陽ヶ丘病院事務長の柴田でございます。４月に院長と副院長が代わりまして、コロナ

の影響もございましたが、職員も頑張っておりまして、デイケアの方もですね、今新しい

取組としまして、休職をしている方たちの復職プログラムなども始めておりまして、そう

いったことも通じて職員も頑張っているというような状況でございます。 
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［委員長］ 

 突然変な質問をしてすいません。職員のモチベーションが下がるとやはり病院の雰囲気

が落ちてしまうので、そこは引き続き頑張っていただけたらというふうに思っています

し、今の精神の難しさというのは松原先生がおっしゃったとおりで仕方がないという面も

多々あると思います。引き続き頑張っていただきたいと思います。どうぞ先生。 

 

［事務局］ 

 先日、両病院に行かせていただいて、若い方々といろいろお話させていただいたのです

けれども、やはり特殊な病院ということなのですけれども、非常に職員の方が精神医療に

対して積極的に関わっていらっしゃいまして、精神科が面白いというそういう方々が多く

働いていらっしゃるみたいで、なかなかモチベーションが下がっているということはない

のではないかと思います。それが収益につながっていないのが残念なのですけれども、そ

れはもう公的病院の宿命というところもございますが、職員のモチベーションを高く維持

していくことを考えますと、あまり収益、収益というのもいかがなものかなと最近はそう

いうふうに思っております 

 

［委員長］ 

 ありがとございます。おっしゃるとおり本当はそうなのだろうと思います。職員のモチ

ベーションが下がってしまっては何にもなりませんので、そういったことでお聞きした次

第でございます。引き続き両事務長の下、頑張ってください。よろしゅうございましょう

か。それでは次お願いしてもよろしいですか。 

 

［事務局］ 

 （資料に基づき「第２章 病院別評価（２）羽幌病院」について説明。） 

 

［委員長］ 

 はい、ありがとうございました。 

前にも阿部院長に先生が来てからめざましい進展ぶりですねというお話をした覚えが

あるのですけれど、まさにそのとおりというふうに考えているのですが、何か土橋先生も

言うことはありますか。 

 

［委員］ 

 今、経営基盤を強化するということで、様々な努力を通じて、総合診療医を中心とした

若手の育成の場としての位置づけという視点。当大学の学生等とお話ししますと、かなり

魅力的なプログラムとして映ってございますので、この点がどれくらい収支に云々という

問題はございますけれども、是非そこを頑張っていただければ北海道の医療機能としては

よろしいのかなというふうに思います。 

 

［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］ 

 いえ、特には。 

 

［委員長］ 

 羽幌の存在意義が今の土橋先生のお話ではないですけれど、若手ドクターあるいは学生

さんたちに注目されているということで、そこを強くですね、今後も頑張っていただけれ
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ば、ますますいい方向に行く可能性はあると思いますので、是非頑張ってください。 

 事務長さん何かありませんか。 

 

［事務局］ 

 羽幌病院の市戸といいます。 

各委員の方から高評価をいただきましたけれども、専攻医につきましては、昨年度３名

を確保しております。残念ながら今年度はコロナの影響がありまして、学生の実習が中止

になっているということで、学生の方が伸びていないということなのですが、初期臨床研

修医は今年度 18 名まで予定が入っているということで、院長をはじめですね、若手の先

生方に勉強していただければというふうに考えております。あと、今月は千葉の方から専

攻医の方で見学に１名いらしておりますので、これも含めて確保していきたいというふう

に考えています。 

 

［委員長］ 

 どうもありがとうございます。どうか先ほど言いましたけれど、頑張って引き続き御活

躍いただきたいというふうに思います。それでは次の方に進めていただいて。 

 

［事務局］ 

 （資料に基づき「第２章 病院別評価（１）江差病院」について説明。） 

 

［委員長］ 

 はい、ありがとうございます。 

ここは今もお話があったように地域包括ケア病床 98.6％といったら大変な利用率です。

ですから、こういった病床を引き続き増床していくというのが一つのあり方かなと思いま

すし、連携推進法人という考えで力を入れてらっしゃるということで、そちらの方をさら

に推進していただいて、お話にありました精神の利用率というか利用される内容が極めて

乏しくなっているということで、それを引き続き検討していただくということでよろしい

のではないかと我々は思うのですけれど、事務長さん何か付け加えていただけますか。 

 

［事務局］ 

 江差病院事務長の植村でございます。 

感染症指定医療機関ということで、現在は目下コロナの対応をしているところでござい

ます。その中で職員と動線だったり病床をどうするかという話を改めてしているのです

が、職員もですね、公的な病院だという意識がまだまだ持っているなというふうに自覚し

ています。あわせて、この法人について職員に丁寧に説明しているところでですけれども、

他の病院が近いというメリットも含めますと、職員もどういう取組ができるだろうという

ような形で、今、進めています。職員も期待が高いというふうに思っています。 

 

［委員長］ 

 皆さん公的の病院としての気概を持ってやられているということですので、引き続き頑

張っていただけたらというふうに思います。先ほどコドモックルの事務長さんとお話でき

ていなかったですけれども、追加があれば。 

 

［事務局］ 

 御配慮ありがとうございます。コドモックル事務長の福原でございます。 

最初の方に御議論いただきましたけれど、当センターは昨年度と比べると収支差が悪化

した状況でございます。この辺は職員一同非常に危機感を強めておりまして、対外的な PR
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活動、今のコロナ禍で難しいところもございますけれども、そういった活動もこれからや

っていこうということと、実は４、５、６月の状況がコロナ禍にありながら、４月、５月

は若干収益が落ちたのですけれども、逆に他の医療機関から難しい手術の御紹介をいただ

いて、逆に６月、７月は前年度より伸びているというような状況もございまして、外来入

院ともに患者数は少ないのですけれども、収益は前年を上回ってきているというような状

況も少し見られているところでございます。 

当院も子ども専門の病院ということで、基本的に紹介患者さんがお見えになるところで

すが、すでにコロナ疑いの患者さんが多数来られて、職員もですね、フル装備をして陰性

が確認できるまでは対応している状況で、院内に緊張感はありながらも職員一同頑張って

運営を行っているところです。以上です。 

 

［委員長］ 

 ありがとうございます。非常に希望の持てるお話をいただいて、とてもいいと思うので

すけれど、コロナは仕方ないですよね。実際にまだ陽性例はいないのですか。 

 

［事務局］ 

 はい、すでに行政検査に回したお子さんが 40 数名いらっしゃるのですが、今のところ

まだ１人も陽性者は出ておりません。 

 

［委員長］ 

 何か事務長さんのお話にコメントとかございませんか。よろしいですか。それでは各病

院のお話が終わって、全体評価の方お願いしてもよろしいですか。 

 

［事務局］ 

 （資料に基づき「第３章 全体評価」について説明。） 

 

［委員長］ 

 はい、ありがとうございます。 

何か抽象的な表現も所々あるような気もするのですけれど、こんなところですかね。例

えば、先ほどから出ているように地域の人口、それから患者減とかそういう背景が一つに

はあるということをどこかにちょっと書いてもいいのかなという気もしますし、それから

例えば病院のベッドを減らしたことに伴う職員の適切な配置とかですね、以前、寺田先生

から御意見をいただいていた、そういうようなこともこの実効的なというところに入って

いるのですね。きっと。だからあまり細かいことを書く必要はないのかもしれませんけれ

ど。どうでしょうね、もうちょっと具体の言葉があってもいいかなという気がしないでも

ないですけれど。どうですか。 

 

［事務局］ 

 すいません。補足をさせていただきますと、前回寺田委員から御意見賜りましたところ

は、こちらの最後の実効性という記載ももちろんそうなのですが、８ページの第１章の点

検評価の三つ目の丸が寺田委員からいただいた御意見を我々もいろいろと考えまして、こ

のような文言にしたしだいです。 

 

［委員長］ 

 はい、ありがとうございます。ということだそうですが、先生方、御意見はどうですか

よろしいですか。 

 皆様の御賛同をいただきましたので、この文章でよろしいそうなので、これで大きな問
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題なく方向性というか結論は出たと思うので、こういったことで今年度のまとめといいま

しょうか、そういうふうにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。何か特

別御意見あれば是非、粟井先生どうですか。 

 

［事務局］ 

 ありがとうございます、病院部長の粟井でございます。先生方御承知のとおりプランの

策定の検討部会も平行して進んでおります。似たような意見と議論が出ています。各病院

において、収益改善が座長からも話にありましたが、一つの命題であることは事実です。

私も管理者とは別日程ながら全ての病院を訪問させてもらいました。それぞれやはり強み

が異なります。ある病院は先に話したように収益の単価を上げていける可能性があります

ので、コドモックルしかりですけれども、やはりそういう面を伸ばさなくてはなりません

し、ある病院では、例えば向陽ヶ丘は患者数の伸びが期待できる部分もありますし、やは

り緑ヶ丘とはまた違った側面もあります。 

 そして、プランの検討会でも話が佐古座長から出ましたが、運営の持続性を高めるため

には、向陽は北大のジッツになって、北大の医局も大変ながら医師を院長以下出していた

だいて、後期研修のプログラムに乗っかって、配置をしようと努力している。現在、患者

数の再発掘等頑張っていただけているので、伸ばせる部分があると思います。それから羽

幌は先生方からお褒めをいただきましたが、総診が中心となります、連携を留萌と密にし

ながら、患者をとるという意味ではなく、やれる診療をしっかりして一層信頼を得て、今

の患者数の確保を維持し続ける。 

江差も可能性があると思います。10 月以降を目処に発足する推進法人も活用しながら

議論を進め、より民間を含めて地域の病院と連携や役割分担に拍車をかけていき、札幌医

大の御尽力もいただきながら、教育施設としての機能を持たせつつ、研修医の確保、そう

いうところに手が届いていけば、患者が今、５割は函館に、１割は札幌に流出しています

が、流出の改善を図っていく手立てを考えていくことでまだ伸びる余地があります。私ど

もも命題を忘れないで、病院と連携しながら、改善に向けて絵に描いた餅にしないように

プランを作っていきたいと思いますので、今後とも御指導よろしくお願いいたします。以

上でございます。 

 

［委員長］ 

 ありがとうございます。何か希望の光の筋道が見えてきているような気がしますので、

是非ここにお集まりの本庁の方ばかりでなく、各個別の病院の事務長さんもはじめ、皆さ

んもそういった思いでモチベーションを高く、頑張っていただければと思います。あと何

か次長さんの方で追加することはありませんか。両次長いかかですか、いいですか。 

 それでは本委員会の結論としては、この提言書といいましょうか、まとめのとおり進め

ていただきたいということにしたいと思います。よろしゅうございますか。 

 それでは事務局でその他の報告はありますか。 

 

［事務局］ 

 はい、次回の委員会についての御案内があります。11 月に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。 

 

［委員長］ 

 はい、どうもありがとうございました。 

本日はお忙しいところどうもありがとうございました。 


