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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６月２日（木）18：00～18：40 

 

２ 場所 

    かでる２・７ 1060 会議室（Web 開催併用） 

 

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）  

 堤委員  （北海道済生会小樽病院みどりの里施設長）  

 椿委員  （全国自治体病院協議会北海道支部 事務局長） 

平野委員 （北海道大学大学院医学研究院教授）※Web 参加 

平林委員 （砂川市立病院事業管理者）※Web 参加 

 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 

 畑島久雄  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 

 石井安彦  道立病院局人材確保対策室長※Web 参加 

 有村誠一郎 道立病院局経営改革課長 

 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４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。本会場において、佐古部会長、岡村委

員、堤委員、椿委員、松原委員にご出席いただいております。なお、平野委員、平林委員は Web

にてご参加いただいております。 

また、土橋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。 
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〔事務局〕 

病院事業管理者の鈴木です。開会に当たり、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。 

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、このプランに基づいて、様々な経営改善の取組

を進めてきております。 

こうした中、後ほど説明がありますが、国では、本年３月に新たなガイドラインを示し、この

ガイドラインに基づき、令和５年度までにプランを策定するよう地方公共団体に求めているこ

とから、道立病院局としては、「北海道病院事業改革推進プラン」の本年度中の改訂を目指し、

本部会において検討をいただきながら策定を進めていきたいと考えております。 

本日は新ガイドラインを踏まえた見直しの考え方などについてご議論をいただきたいと考え

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、私からの挨拶とします。 

 

〔事務局〕 

 委員の皆様には、昨年度より継続して委員に就任していただき、この場を借りてお礼を申し

上げます。 

次に、今年度の本庁の新任幹部職員をご紹介します。 

道立病院局次長の畑島久雄でございます。 

～ 挨拶 ～ 

また、各道立病院の院長、副院長、事務長は、各病院の会議室よりＷｅｂで参加しております

が、時間の都合もありますので、本日は出席者名簿をもってご紹介に代えさせていただきたい

と思います。 

 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、議題に入ります。 

本日は、令和４年３月末に国が示した「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立

病院経営強化ガイドライン」や２年前に本部会で検討いただき、策定した「北海道病院事業改

革推進プラン」の見直しの考え方について、委員の皆様のご意見を伺ってまいりますのでよろ

しくお願いします。 

それでは、令和４年３月末に取りまとめられた国のガイドラインについて、事務局から説明

をお願いします。 
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〔事務局〕 

 （資料１に基づき説明） 

 

〔部会長〕 

 ありがとうございます。 

 ただ今の説明につきまして、何かご質問等はありませんでしょうか。 

 

〔委員〕 

 よろしいでしょうか。 

 総務省がこのようなガイドラインを出されるということは想定されていたのでしょうか。 

 ２年前に皆さんで検討してプランを立てましたが、その経過の中で、このように総務省がガ

イドラインを出すということは想定されていたのでしょうか。 

 

〔事務局〕 

 令和２年４月からプラン改定に向け、本部会で検討を開始した際には、国から令和２年度中

にガイドラインが来る前提でプランの検討を進めさせていただいたところでした。 

 ただ国から令和２年１０月に、その年度内にガイドラインは出せませんという通知があり

ました。 

 北海道としましては、本検討部会において既に議論を進めていただいたところでもありま

して、令和３年度からのプランを策定させていただきました。 

 

〔委員〕 

 分かりました。 

 そうすると、新たなガイドラインが出たら、それに沿って、策定したプランを修正していく

ということは想定されていたということですね。 

 

〔部会長〕 

 ほか、いかがでしょうか。 

 資料２は後で説明をいただくということですね。 

 私の方から１点よろしいでしょうか。 

 資料１の 39 ページの中段から下に、病床利用率が特に低水準な公立病院があるのですが、

令和元年度まで過去３年間連続して 70％未満、これに該当する病院はございますか。 

 

〔事務局〕 

 ほとんど病院がこれに該当するものと承知しています。 

 

〔部会長〕 

 結構厳しく計画を書き込んでいかなければならないということです。 

 もう１点は、資料１の 66 ページです。 

計画期間での黒字化ということは難しいのではないのかという心配があるのですが、最後
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には黒字化を目指すと時期及びその道筋を明記するとされておりますから、結構心配なこと

ではあると。 

ほか、ご意見ございませんでしょうか。 

 

〔委員〕 

 よろしいでしょうか。 

 強化プランは分かるのですが、現実の問題としてコロナの問題が、当院も自治体病院ですの

で、経営プランを出さなければならないのですが、大きく病院経営にのしかかってきて、先が

見通せないというのがあります。 

 現実として看護師等の医療職の離職率が明らかに上がっていることと、今は感染も収まっ

ているような雰囲気ですが、実際には職員への感染、濃厚接触者、それによる休職、そのため

残された医療従事者への重労働、という状況が全く解決するような見通しがない状況で、こう

いうプランを作れというのは無理な気がするのです。 

 もう少し、ペンディング期間を設けてくれれば良いのではと思いますが、国はそういうこと

を考えていないのでしょうか。コロナはもう収束するということで進んでいるような気がし

て、現実と合わないような気がしてならない。そういう意見です。 

 

〔部会長〕 

 事務局が先生のご意見にお答えするのは難しいのかもしれません。 

 仮に、コロナが収まったとしても、病床利用率が下がっていますので、これがどこまで戻る

のか、その辺は経過をみないと分からないということがありますけれども、先生はどのくらい

まで戻るとお考えでしょうか。 

 

〔委員〕 

 この状況が落ち着くまでおそらくもう少し時間がかかると思いますし、特に地方ですと、人

口減少というような色んなファクターが絡んできて、計画倒れになることが目に見えている

ように思います。 

 これからコロナに対する規制が緩和されていくと、常に院内感染の恐怖と濃厚接触者の恐

怖の中で、病院運営を続けていくとなると、コロナ後に黒字化しなさいとか、統合しなさいと

か、そういう計画は中々立てられない。もう少し猶予を、コロナが何とか普通のインフルエン

ザと同視するとか、国の政策がはっきり決まった時点でなければ考えられないなと思います。 

 

〔部会長〕 

ありがとうございます。 

そのほか何かありますでしょうか。 

次の報告もありますので、もし質問がありましたらその段階でお願いいたします。 

では、次にプラン見直しの考え方について、事務局から説明をお願いします。 

 

〔事務局〕 

 （資料２、資料３、資料４に基づき説明） 
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〔部会長〕 

はい、ありがとうございました。 

それでは新旧ガイドライン現行プランや検討スケジュールについて説明がありました。 

これについて皆様から質疑等ございませんでしょうか。 

 

〔委員〕 

全然わからなくて、教えていただきたいのですが、資料２にございます丸にあります経営形

態の見直しについて、ガイドラインには何種類か、経営形態のことも書いてありますが、今回、

本道の改革推進プランにおける経営形態の見直しは、資料２におけるⅣの経営の効率化とい

うところにすでに記載されていて、特に新たな検討を要しないという理解でよろしいでしょ

うか 

  

〔事務局〕 

 私ども道立病院局としましては、平成 29 年度に地方公営企業法の全部適用に移行いたしま

したので、そのような形で継続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す。 

 いかがでしょうか。 

 

〔委員〕 

 改革推進プランにはそのように書いてありますが、このガイドラインにあるような、各種の

経営形態というのは、見直しといいますか、変更の可能性はないのですか。そういうことでよ

ろしいのでしょう。 

 

〔部会長〕 

前回、一部適用から全部適用に経営形態を、一度見直しをしたと。 

次は独立行政法人にするかどうかと、ただそれについては今のところは全部適用で、今回の

プランは作りたいというお話です。 

 よろしいでしょうか。 

 

〔委員〕 

 了解しました。 

 

〔部会長〕 

 他に何かありますでしょうか。 

私の方から、医師の働き方改革について、これ新たな追加項目になりますが、道立病院では

勤怠管理は行われているのでしょうか。 

それで、その中で 960 時間を超える医師がいるのかどうか。現時点で分かっている範囲でお
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答えいただきたいと思います。 

 

〔事務局〕 

 はい、私共の道立病院については、出退勤管理につきましては指紋認証を用いまして、対応

をしています 

960 時間を超える医師もおりますことから、ある病院につきましては、今年度医師の増員を

する等して対応をしているところであります。 

 

〔部会長〕 

 研修医も含めてでしょうか。 

 

〔事務局〕 

 はい。 

 

〔部会長〕 

 研修医も含まれていると。 

 そういうことですね。 

 分かりました。 

 委員の皆様、ほかいかがでしょうか。 

 

〔委員〕 

 今のことに関連しまして、ガイドラインにありました、宿日直許可の取得はどのくらい進ん

でいますか。 

 

〔部会長〕 

 大事なポイントですね。 

 

〔事務局〕 

 基本的には各道立病院において、過去に許可を取得しておりますが、詳細について確認を行

っているところであります。 

 

〔委員〕 

 ありがとうございます。 

 

〔部会長〕 

 道立江差病院は宿日直許可、取れているのでしょうか。 

 

〔事務局〕 

取っております。 
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〔部会長〕 

取っている。なるほど。 

土日は外部から頼んでいるのですか。 

 

〔事務局〕 

応援の先生に来ていただいているパターンが多いです。 

 

〔部会長〕 

大学からでしょうか。 

 

〔事務局〕 

地域医療振興財団です。 

 

〔部会長〕 

なるほど。 

では、２８時間連続勤務制限には引っかからない 

要するに当直勤務しても、翌日に勤務があたることがないドクターいうことですね。 

 

〔委員〕 

許可はいつくらいに取れているのですか。 

 

〔事務局〕 

だいぶ昔です。 

 

〔委員〕 

先人の功績ですね。 

それは素晴らしい。 

 

〔部会長〕 

 ほか、どうでしょうか。 

 デジタル化への対応なのですが、電子カルテを導入している病院はいくつですか。 

 

 

〔事務局〕 

 導入していないのは１箇所だけです。 

 

〔部会長〕 

 すごい進んでいますね。 

 どちらの病院でしょうか。 
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〔事務局〕 

 羽幌です。 

一応導入予定ではあります。 

 

〔部会長〕 

 ほかどうでしょうか。 

 松原先生何かございますか。 

 

〔委員〕 

 特にございません。 

 

〔委員〕 

 ちょっと戻って申し訳ないのですけども、経常収支比率のところですけど、今回コロナで私

どもの病院も、すごい赤字体質から、急激に国からの補助金で累積の赤字を全部返して、それで

もおつりくるくらいになっているのですよね。 

これを本当に経営改善というのか、本当に一時的な目くらましなのか、本当に先を見なきゃ

わからないのですけども、道立病院では、こういう意味では他の都市の自治体病院と比べて、い

わゆる国からのお金は、額はいいのですが、結構いっぱい来ているのか、それともあまり来てい

ないのか、その辺どんな感じなのでしょうか。 

 

〔事務局〕 

 コロナに関しては、江差と羽幌については、コロナ専用病床の設置などによる交付金をいた

だいておりますし、そのおかげで経営状況も収支という意味では改善しているところではあ

ります。 

ただ、コロナの体制やそれに係る交付金がいつまで続くということもありますし、それをも

って本当の意味で経営が改善されたというにはなかなか難しいのではないかと思います。 

今後はコロナ関連の交付金に頼らない形での収支改善を考えていかなければと思います。 

 

〔部会長〕 

 ほかにご意見ございますでしょうか。 

 ～特になし～ 

 これまでの議論をまとめると、現行プランに基づき、各道立病院は、経営改善に努めている

ということです。プランの継続性という観点や国がガイドラインにおいて追記が見込まれる

箇所が少ないことから考えても、現行プランに必要事項を追記する改訂版として進めたいと

の提案ですが、これについてはいかがでしょうか。 

～異議なし～ 

それでは、ご承認いただいたということで、改訂版で対応するという方針で進めてくださ

い。 

次に、次第の「その他」についてです。  

事務局からお願いします。 
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〔事務局〕 

 次回の検討部会については、７月中旬から８月上旬の間で開催を予定しております。後日、

事務局より各委員のご都合をお伺いしますので、その際はよろしくお願いいたします。 

 

〔部会長〕 

 以上をもちまして、本日の部会を終了したいと思います。 

どうもありがとうございました。 

 


