
 - 1 - 

第１回 北海道病院事業推進委員会 改革推進プラン検討部会 議事録 

 

１ 日時 

    令和４年２月３日（木）17：00～17：50 

 

２ 場所 

    Web開催（部会長及び道側は、病院事業管理者室から参加） 

 

３ 出席者 

 (1) 改革推進プラン検討部会委員 

 佐古部会長（名寄市立総合病院名誉院長）  

 岡村委員 （名寄市立総合病院事務部長）  

 土橋委員 （札幌医科大学附属病院病院長）  

 堤委員  （北海道済生会小樽病院みどりの里施設長）  

平野委員 （北海道大学大学院医学研究院教授）  

平林委員 （砂川市立病院事業管理者） 

 松原委員 （特定医療法人社団慶愛会札幌花園病院院長）  

 

 (2) 北海道（事務局：道立病院局） 

 鈴木信寛  病院事業管理者 

 道場 満  道立病院部長 

 福原靖博  道立病院局次長 

 山中 剛  道立病院局次長 

 野尻彰生  道立病院局病院経営課長 

 小俣憲治  経営改革推進指導員 ほか 

 

４ 議事 

  

〔事務局〕 

 皆様お疲れ様でございます。予定の時刻となりましたので、ただいまから、令和３年度第１回

北海道病院事業推進委員会改革推進プラン検討部会を開催いたします。はじめに、委員の出席

状況についてご報告いたします。椿委員におかれましては、都合によりご欠席となっておりま

す。そのほかの委員の皆様方は、ご出席となっております。それでは、開催にあたり、鈴木病院

事業管理者よりご挨拶申し上げます。 

 

〔事務局〕 

 病院事業管理者の鈴木です。開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。皆様におかれ

ましては、大変お忙しい中、検討部会にご出席いただき、心より感謝申し上げます。さて、北海

道病院事業改革推進プランにつきましては、本検討部会においてご議論をいただき、昨年３月

に令和３年度から７年度までの５カ年計画として策定したところですが、収支計画については、
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新型コロナウイルス感染症の影響などにより複数年の収支を見通すことが難しい状況にあった

ことから、令和３年度の単年とし、令和４年度以降につきましては、改めて検討することとして

いたところであります。後ほど、説明がありますが、国では、今年度末までには新たなガイドラ

インを示し、改めて令和５年度からのプランを策定するよう、地方公共団体に対して求めると

伺っていることから、本日は、令和４年度単年の収支計画についてご議論をいただきたいと考

えております。また、新ガイドラインに基づく新たなプランにつきましては、来年度、本検討部

会において策定を進めていきたいと考えておりますので、引き続きご協力を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。道立病院局におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、病院経営は大変厳しい状況にある中、各病院の役割や機能に応じて、新型コロナウイルス感

染症対応を含めた必要な医療提供体制の確保に取り組んできたほか、プランに基づいて、様々

な経営改善の取組を進めておりますので、各委員の皆様には、それぞれ専門的な見地から、忌憚

のないご意見を賜りますようお願い申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。本

日、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〔事務局〕 

 本日は、今年度初めての検討部会となりますことから、本年度着任いたしました本庁幹部職

員をご紹介します。 

道立病院部長の道場満でございます。 

～ 挨拶 ～ 

道立病院局次長の福原靖博でございます。 

～ 挨拶 ～ 

道立病院局次長の山中剛でございます。 

～ 挨拶 ～ 

 最後に私、司会を務めます病院経営課長の野尻でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 次に、資料の確認をさせていただきます。 

～ 資料確認を実施 ～ 

 それでは、ここからの進行は、佐古部会長にお願いいたします。 

 

〔部会長〕 

それでは、ここから進行をさせていただきます。報告事項が３点ありますので、事務局から

説明をお願いします。 

 

〔事務局〕 

 病院経営課の岩木でございます。はじめに、報告事項のア、令和３年度上半期のプラン自己

点検・評価についてご報告します。佐古部会長はじめ、委員の皆様のご支援、ご協力により、

昨年３月に策定することができました北海道病院事業改革推進プランに基づきまして、４月

以降、コロナ禍による制約が多々ありますけれど、病院局として様々な取組を進めてきており

ます。ご承知のことと存じますが、プランにおけます取組の推進については、砂川市立病院の

名誉院長であられます、小熊委員長はじめ、本日ご出席の土橋委員、松原委員、旭医大の奥村
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委員、公認会計士の寺田委員の５名で構成する北海道病院事業推進委員会において点検・評価

を受けながら進めており、その結果については、ホームページでも公表しているところです。

本日は、昨年１２月６日、令和３年度第３回北海道病院事業推進委員会で議題とした、令和３

年度上半期のプラン自己点検・評価についてご報告します。資料１－１の概要を使って説明し

ます。 

まず、１ページの１の（３）、点検・評価を受ける上での評価区分については、経営改善に

向けた評価、病院別評価、全体評価の３区分としております。点検・評価の内容については、

下段の３、推進委員会による点検・評価以降に記載しておりますが、（１）の経営改善に向け

た評価については、１点目として、昨年度に比べ患者紹介及び逆紹介件数は回復傾向にある

が、引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染対策に十分配慮した上で、地域連携室による

患者確保の取組みを推進し、収益の確保に努めること。２点目として、コロナ禍であっても、

ホームページや SNS、動画配信等を積極的に活用するなどして、医療従事者等の確保に努める

こと。３点目として、患者満足度調査の結果を踏まえ、各病院が様々な工夫や改善を行ってい

ることは評価する。今後も地域から信頼され必要とされる病院となるよう、サービスの向上に

努めることとのご意見をいただいております。 

２ページの（２）、病院別評価について、江差病院については、１点目として、「地域医療

連携推進法人」制度も活用しながら、圏域内の医療機関間の機能分担、医療従事者等への共同

研修及び医療材料の共同購入などの取組みを進め、圏域全体として必要な医療機能の確保に

努めること。２点目として、札幌医科大学の地域医療研究教育センターと連携し、今後も医学

生の受入れを継続することにより、教員医師となる総合診療医等の安定的な確保に努めるこ

と。３点目として、入院医療を含めた精神科診療体制について、地域のニーズを把握した上で、

今後の方向性について検討を進めること。 

羽幌病院については、１点目として、総合診療医や地域医療を志す医師を確保するため、総

合診療専門研修プログラムの基幹病院として研修プログラムの充実などに努めること。２点

目として、地域医療構想の実現に向けて、地域医療構想調整会議等に積極的に参画するととも

に、感染対策に十分配慮した上で新規患者を確保していけるよう周辺医療機関との連携強化

に努めること。 

緑ヶ丘病院については、１点目として、スーパー救急病棟での患者受入や地域連携室の機能

を活用し、院内外の連携を一層強化して新規患者確保に取り組むなど、病床利用率向上、デイ

ケア件数の増加に努め、収益の確保を図ること。また、訪問看護については、地域との適切な

役割分担を推進すること。２点目として、今後の患者動向等を見据え、精神科医療を取り巻く

環境変化に的確に対応した病院運営に努めること。 

向陽ヶ丘病院については、１点目として、地域の医療機関等と良好な関係を構築できている

ことで患者確保が図られていることは評価する。今後も地域との連携を図り、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大で減少したデイケア通所者の確保に取り組み、病院機能の発揮に努めるこ

と。２点目として、今後の患者動向等を見据え、精神科医療を取り巻く環境変化に的確に対応

した病院運営に努めること。 

コドモックルについては、１点目として、在宅支援室を中心とした在宅移行支援や新生児病

棟における NICU から GCU への移行を推進し、病床運用の効率化が図られていることは評価す

る。今後も院内外の関係者との円滑な連携により、新規患者の確保と入退院支援の取組を積極
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的に進めること。２点目として、現在検討を進めている DPC については、その導入の効果が最

大限発揮されるよう運用方法等の検討を進めること。 

最後に（３）の全体評価として、１点目として、前年度に比べ収支差は改善が図られている

が、引き続き、病院事業改革推進プランに基づく経営改革を着実に進めること。２点目として、

プランの令和４年度以降の収支計画等については、新型コロナウイルス感染症の感染状況を

踏まえつつ、実効性の高い患者数の見込みや数値目標の検討を行うこと。３点目として、新型

コロナウイルス感染症に対しては、引き続き、病院の役割・機能に応じた診療体制の整備に努

めることとのご意見をいただいております。 

 

〔部会長〕 

 ありがとうございます。それでは、点検・評価について、ご議論いただきたいと思います。

本日は、５病院の院長先生や事務長もご出席されておりますので、各病院から現状などについ

て、簡単に追加説明をお願いしたいと思います。江差病院から順にお願いします。 

 

〔事務局〕 

江差病院の植村です。江差病院では、今年度から地域医療研究教育センター事業を開始し、

今年度、札幌医科大学から２０名の医学生を受け入れております。受け入れに伴い、学生を指

導する医師が派遣され、総合診療医の１名の増員と常勤医とはいきませんが、月曜から金曜ま

で消化器内科医師による外来ができる体制が整備され、経営基盤が強化・維持されておりま

す。また、この事業については、地域医療連携推進法人とも連携をしまして、研修期間中の１

日を地域体験研修事業として、各町持ち回りで、対応していただいております。それぞれの町

では、介護予防事業を見学させていただいたり、国保病院においては訪問看護に同行させてい

ただいたり、農業・漁業体験などの対応をしていただき、学生からも評価をいただいておりま

す。一連の取組を進めている中で、今までは札幌医科大学と道立江差病院の関係ということで

したが、今後、地域と札幌医科大学との関係が進むように取り組んでいきたいと思います。ま

た、連携推進法人についてですが、国の重点支援区域となっておりまして、支援を受けたり基

礎調査などを行って圏域の状況を数字などで明らかにするなどのことを行っております。ま

た、地域のドクターが集まる診療連携部会を設置し、地域の課題や今後の医療提供体制などに

ついてご議論いただき、部会として課題を取りまとめまして、先月の理事会に地域のドクター

の意見として意見書を提出したところです。この意見書を基に来年度以降検討していきたい

と考えております。 

また、江差病院単体の問題としまして、現在、１病棟を新型コロナウイルス感染症に対応す

る病棟として運営しております。残りの混合病棟ですが、総合診療医が１名増え、入院患者数

の増に伴い、病棟運営が難しくなってきております。当院は感染症指定医療機関ですので、道

との連携をしながら新型コロナウイルス感染症への対応を行っていきますが、病院としては、

２病棟体制に戻ることを想定し、看護体制などを準備していく必要があると考えております。

政策医療である精神科医療体制については、幅広く検討が必要と考えており、現在保健所など

や３次医療圏を含めて意見交換を行っております。 

 

〔部会長〕 
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 ありがとうございました。羽幌病院、お願いします。 

 

〔事務局〕 

 羽幌病院の市戸です。まず、プログラムの充実に関しまして、現在、総合診療専門研修プロ

グラムと新・家庭医療専門研修プログラムの２つをご用意しているところですが、さらに、今

年度、病院総合診療専門医プログラムの認定をいただきまして、このプログラムについては令

和４年度から実施予定です。関連して、現在、専攻医は３名おります。ただ、今年度末で羽幌

病院での研修は終了し、今年４月からは他の病院で研修を受けることになります。後任につい

ては、１名の採用予定であるため、専攻医については、現在と比べ２名減となります。 

また、自治医科大学卒業の医師については、通常２名配置されておりますが、来年度は１名

のみの配置となり、現在と比べ１名減となります。そうしますと、現在８名医師がおりますが、

来年度は５名体制での診療を行うことになり、非常に厳しくなると思います。 

次に初期臨床研修医の関係ですが、当院は連携施設として今年度は１４名の研修医の方に

来ていただいております。１か月間、当院で地域医療を研修していただいております。医学生

については、旭川医科大学から、１人２週間の日程で、今年度末までに２１名を受け入れる予

定です。 

次に地域医療構想についてですが、昨年から書面開催で実施されております。書面開催の内

容は、保健所がとりまとめた各病院の現状等を確認している状況であり、あまり議論としては

進展しておりません。圏域にもう一つ地域センター病院を有しておりますので、そことの役割

分担・連携を図りながら、当院としては総合診療を中心に体制を整備していきたいと考えてお

ります。 

 

〔部会長〕 

 ありがとうございました。緑ヶ丘病院、お願いします。 

 

〔事務局〕 

 緑ヶ丘病院の瀬下です。当院の現状についてご説明します。まず、患者の動向ですが、外来は

精神保健福祉手帳の診断書の提出が新型コロナウイルス感染症のため昨年度猶予されたことに

より、上半期の患者数が非常に増えております。一方、入院患者が落ち込んでいるところです

が、管内の他の精神科病院にも入院患者の動向を確認したところ、他の病院も落ち込んでいる

とのことでした。これについては、十勝の地域特性によるものなのか、何か他に理由があるの

か、もう少し見極めていく必要があると考えております。 

 次に、在宅患者への支援ですが、デイケアを含め院内で在宅患者支援の検討会を立ち上げ、地

域資源の確認や、役割分担と連携等について検討しております。 

 

〔部会長〕 

 ありがとうございました。向陽ヶ丘病院、お願いします。 

 

〔事務局〕 

 向陽ヶ丘病院の米山です。当院の現状についてご説明します。まず、患者の動向ですが、入院
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は、目標値を上回る状況で推移した一方、外来は新型コロナウイルス感染症の影響もあり患者

数は目標値を下回るような状況でございます。訪問看護の件数ですが、目標値を上回る状況で

推移しておりますが、デイケアについては若干目標値を下回る状況です。下半期は、入院患者数

が減少傾向にありましたが、年明け以降、目標を上回るような患者数になっております。  

 新年度、医師の異動が予定されておりますが、北海道大学の医局からは後任医師の派遣が予

定されており、医師数の変更はなくやっていける見込みとなっております。 

 

〔部会長〕 

ありがとうございました。コドモックル、お願いします。 

 

〔事務局〕 

コドモックルの笹谷です。まず、在宅移行の推進についてですが、在宅支援室の職員が中心と

なり、病棟カンファレンスに参加するなど、早期から病棟と連携をして退院支援に向けた検討

を行っております。 

次に満床に近かった NICU については、令和２年８月から１２床へ増床しており、令和３年度

上期の利用状況については、重症患児の入院が増えており、利用率は高い状況で推移しており

ます。今年度から、いままで GCU で受け入れていなかった患児の GCU への移行などを推進して

おり、一定程度新生児特定集中治療室管理料の算定率の向上が図られているところです。 

次に DPC 関係ですが、推進委員会から検討意見をいただき、本年９月に準備病院としての届

出を行ったところです。業務執行体制や医事業務の委託内容など本庁と連携しながら検討を進

めておりまして、令和６年度からの算定開始に向け作業を進めている状況にございます。 

 

〔部会長〕 

 ありがとうございました。それでは、各病院の現状等の報告を受け、各委員の皆様方からご

意見、ご質問はございませんか。 

 ～ 特になし ～ 

 本日は、推進委員会の委員でもある土橋委員と松原委員にもご出席していただております。

何か補足することなどありませんか。 

 

〔委員〕 

 特に追加はございません。推進委員会で提言させていただいた内容を踏まえて、各病院が適

切に運営されているように感じました。 

 

〔部会長〕 

 ありがとうございました。松原委員はいかがでしょうか。 

 

〔委員〕 

 私も特に付け加えることはございません。 

 

〔部会長〕 
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 ありがとうございました。それぞれの病院は、点検評価を受けて非常に努力されているよう

に感じました。羽幌病院において３名の医師が減となるのは非常に厳しい状況だと思います。   

また、江差病院では地域医療研究教育センターで医学生２０名を受け入れたとのことで、その

学生さんたちが、将来常勤医として勤務していただけるように研修の運営をしていただけれ

ばと思います。では、次の報告事項に移ります。 

 

〔事務局〕 

次に、イの国におけます新公立病院改革ガイドラインの検討状況、ウのプラン検討部会の継

続設置についてご報告します。まず、資料２をご覧ください。こちらの１枚ものの資料は、総

務省が、ガイドラインを検討するために設置しております持続可能な地域医療提供体制を確

保するための公立病院経営強化に関する検討会が中間取りまとめとして、昨年１２月１０日

に公表したものです。この中間取りまとめ公表に至るまでの大まかな経過をご紹介します。総

務省では、平成２７年３月に策定した新公立病院改革ガイドラインを令和２年夏頃を目処に

改定をし、令和３年度以降の更なる改革プランの策定を地方公共団体に要請することとして

いました。このため、我々事務局としても、昨年度のプラン策定作業中に国から改正ガイドラ

インが示されるものと思っておりましたが、厚生労働省はじめ医療機関でのコロナ対応の状

況を勘案し、改正ガイドラインについては、改正の時期などを含め再整理することとされたと

ころです。総務省の考えとしては、検討会の設置要綱によりますとこれまでの新型コロナウイ

ルス感染症の対応において、公立病院の果たす役割の重要性が改めて認識された一方で、公立

病院が依然として医師等の不足など厳しい経営状況にあるほか、感染症拡大時に備えた平時

からの取組の重要性が明らかになるなどしたことから、令和３年１０月、この検討会を設置

し、検討会の名称にもなっておりますが、新たに公立病院経営強化ガイドラインの検討を進め

ている状況にあります。 

説明が長くなりましたが、この中間取りまとめを見ますと、私どものプランに影響するポイ

ントが幾つかございます。まず、中段の対応の※印のところですが、ガイドラインの策定時期

については、今年度末までに国が策定することを想定しているとのことです。 

それから、新たなガイドラインの方向性として、①のポイントとして、ⅰの策定時期は、令

和４年度又は令和５年度中、ⅱの期間は、最終年度は令和９年度、ⅲの内容については、右側

のプランの内容のポイントとして、４点ほど掲載されております。ポイント①として、機能分

化・連携強化の推進、②として、医師・看護師等の確保、働き方改革の推進、③として、経営

形態の見直し、④として、新興感染症に備えた平時からの対応ということです。 

 １月２４日にも検討会が開催されており、その際の資料を見ますと今申し上げた、今年度中

のガイドライン策定、地方自治体に対し令和４年度又は令和５年度中に令和９年度までのプ

ラン策定を要請することに変更はない模様です。 

 事務局としては、昨年度、皆様からご意見をいただきながら策定したプランがありますの

で、現プランの記載で足りるもの、その内容を補強するもの、新たに書き込まなければならな

いものを整理し、検討を進めていくことになると考えております。 

続いて、ウの改革推進プラン検討部会の継続設置についてです。資料３をご覧ください。 

１の趣旨等の記載については、前半は現プラン策定時の収支計画及び数値目標設定の考え方、

後半は国の動向を記載しており、資料２で説明させていただいたとおり、今後示される新たな
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ガイドラインを踏まえ、現プランの改訂を行う必要が生じますことから、本検討部会について

は次年度も継続設置することとしました。期間については、令和４年度１年間で、その間、４

回程度の部会開催を見込んでおります。事務局としては、現プランの策定に携わっていただき

ました皆様から、引き続きご意見を頂きながら、必要な見直しを進めてまいりたいと考えてお

り、先日、部会に先んじて、次年度の委員継続について、私の方から皆様にメールをさせてい

ただいております。既に了解のとの御返事をいただいた方もおられますが、それ以外の方々に

ついては、近々個別にご意向を確認させていただきたいと考えております。何卒よろしくお願

いいたします。説明は以上でございます。 

 

〔部会長〕 

 ありがとうございました。ただいまの報告について、何かご質問などございますか。 

 ～ 特になし ～ 

 資料２にプランのポイントが示されておりますが、ポイント②の働き方改革、特に医師の部

分ですが、ここにそれぞれの病院がどの様に対応していくのか、早めに検討していただきたい

と思います。また、大学が従来どおりの医師の派遣ができるのかといった情報交換をしていか

なければプランは作れないのではと思いますので準備をしていただきたいと思います。それ

と地域医療構想との連動も必要だと思います。 

 土橋委員、突然で申し訳ないのですが、医師の働き方改革について大学の取組状況など情報

提供をしていただけないでしょうか。 

 

〔委員〕 

 大きく関係することとしては、大学から出張に行っている者の扱いになると思われます。大

枠として決まっていることは、移動時間は含まない。それから当直業務は、急病センターは除

いて、夜間勤務が常習化していないという前提に立てば、それは労働時間に加えないという扱

いになろうかと思っております。ただ問題は、大学教員の場合、階層によりまして、裁量労働

制なのか、変形労働制なのか、又は一般労働なのかといったくくりとそれで当直が許されるか

とか、出張が許されるかとか、労働時間のカウントをどうするかなどといったところについ

て、統一したガイドラインが提示されておりません。 

 ガイドラインが出てくると、ひょっとしたら最初少し混乱する可能性があるのではないか

と思います。どうしてもこちらの勤務時間の実態を揃えなければならないといった問題があ

りますので、その辺で折り合いがつかないこともあるかもしれませんが、今のところ最初に申

し上げたとおり夜間急病センターを兼ねられた公立病院は非常に厳しいと考えております。 

  

〔部会長〕 

 ありがとうございました。道立病院に限らず、全道の地方の公立病院においてこの問題は該

当します。難しいところではありますが、院内で早急に検討を進める必要があると思います。 

 平野委員、北海道大学の取組はいかがでしょうか。 

 

〔委員〕 

 土橋委員から説明があったようなことを執行部で確認しつつ、セミナーなどをとおして情
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報収集している段階で、事務的な具体的な動きにはまだ至っていない状況です。 

 

〔部会長〕 

ありがとうございます。できるだけ、大学の先生方には従来どおり派遣できるようにしてい

ただければとお願いしたいと思います。 

他にご意見などございませんか。よろしいでしょうか。 

～ 特になし ～ 

 次に、協議事項にまいります。プランの令和４年度収支計画及び数値目標（案）について、

事務局から説明をお願いします。 

 

〔事務局〕 

資料４をご覧ください。１枚めくっていただき、１ページ、１と２でこれまでの経過や国の

動向を記載し、３でこれらを踏まえた対応ということで、収支計画の考え方を整理していま

す。その考え方ですが、今般の収支計画及び数値目標については、次年度、プラン改訂とその

内容に沿った収支計画及び数値目標を新たに設定することとなるため、今般は令和３年度と

同様に、令和４年度単年度分にとどめることとしました。 

 単年度計画であるが故、２ページ以降の金額や数値については、令和４年度病院事業会計の

予算額と等しくなります。さらに申し上げますと、この金額等は、今月末に開会する北海道議

会第１回定例会に上程し審議いただく内容となっております。回りくどい言い方となってし

まい申し訳ありませんが、これら予算要求額については、既に道庁内の財政当局との折衝・調

整が終了していることから、正直申し上げて、本日この場で数字を変更することは、実質困難

な状況にあります。議論の上変更の余地があるとすれば、各病院で設定しました機能指標で、

例えば、後発医薬品の使用割合ですとか、訪問看護、デイケア件数などとなります。何卒、ご

容赦いただきますようお願いいたします。 

 なお、令和４年度病院事業会計の予算要求のポイントとしては、コドモックルの医師増、新

型コロナウイルス感染症包括交付金、働き方改革関連で医師事務作業補助者の増などが挙げ

られます。予算額であると同時に、当然、令和４年度のプランの目標値となりますので、病院

局全体でこの数値を念頭に置きながら、プランに掲げた取組を着実に進め、良質な医療の提供

はもとより、収益確保、費用縮減に取り組んでまいります。 

 

〔部会長〕 

 ありがとうございました。ただいまご説明がありました件について、皆様いかがでしょうか。 

 収支の数値は動かせないとのことですが、数値だけをみると物足りないと感じる委員の方も

いるかもしれませんが、推進委員会での評価意見として、実効性の高い患者数の見込みや数値

目標の検討を行うことと評価されており、これらを踏まえた数値目標となっているとのことで

す。ただ、あくまで計画であることから、計画以上に伸びても良いわけで、各病院にはがんばっ

ていただきたいと思います。 

 平林委員、この計画案については、いかがでしょうか。 

 

〔委員〕 
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 新型コロナウイルス感染症の状況もございますので、令和３年度の計画から大きく令和４年

度の計画を変更することは難しいと思っております。予測のつかいない状況もあり、令和４年

度の計画案は無難なところではないかと感じております。 

 

〔部会長〕 

 ありがとうございました。どこの病院も新型コロナウイルス感染症の関係でなかなか収支計

画を立てにくい現状だと思います。堤委員、何かご意見等ございますか。 

 

〔委員〕 

 特にございません。 

 

〔部会長〕 

 ありがとうございました。松原委員、何かご意見等ございますか。 

 

〔委員〕 

 特にございません。 

 

〔部会長〕 

 ありがとうございました。岡村委員、何かご意見等ございますか。 

 

〔委員〕 

 どこの病院も新型コロナウイルス感染症の影響があり状況は厳しいところだと思います。病

床利用率６０％前後で作られておりますが、なかなか難しい目標ではあると思います。 

 

〔部会長〕 

 ありがとうございました。その他、何かご意見などございますか。 

 ～ 特になし ～ 

 それでは、収支計画については了承とします。それでは予定していた議案は終了しましたが、 

その他として事務局からお願いします。 

 

〔事務局〕 

 本日のプラン検討部会におけるご議論を踏まえ、２月下旬の道議会保健福祉委員会でこの収

支計画等を報告し、３月に正式決定となります。 

 それと、先ほど、ご説明させていただきましたが、令和４年度も本部会を継続し、プランの改

訂作業を進めてまいります。次年度の任命手続きを経た上でとなりますが、令和４年度の第１

回部会は５月の開催を予定しております。改めて事務局より日程調整のご連絡をさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

〔部会長〕 

 ありがとうございました。それでは、以上をもちまして、本日の部会を終了させていただきま
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す。どうもありがとうございました。 

 


