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令和 2 年度第 1 回 青森市病院運営審議会 会議概要 

 

○日時   令和 2 年 10 月 16 日（金） 13 時 30 分 

○場所   市民病院 3 階 大会議室 

○出席委員（9 名）  

成田祥耕委員、村川みどり委員、山本武朝委員、高谷和彦委員、近井宏樹委員、 

中島玲子委員、阿部清江委員、平野悦郎委員、原子睦子委員 

〇欠席委員（なし） 

○病院職員   

（市民病院）遠藤正章院長、相馬正始副院長、森康宏副院長、川嶋啓明医療局長、 

小野朋子医療技術局長、須藤裕子看護局長、 

岸田耕司事務局長、加福理美子事務局次長、小鹿正憲総務課長、 

村本道則高等看護学院事務長 

（浪岡病院）高橋敏之院長、和田和子総看護師長、長内哲史事務長 

 

○概要 

・組織会を開催し、委員の互選により会長及び副会長を次のとおり選出した。 

会 長 … 成田祥耕委員 

副会長 … 中島玲子委員 

 

 

【報告案件①】 

令和元年度青森市病院事業会計決算の概要について、市民病院事務局総務課長か

らは青森市民病院分を、浪岡病院事務長からは浪岡病院分及び病院事業会計全体分

を資料に基づき報告した。 

 

以下、主な質疑応答 

 

（委 員） 

市民病院も浪岡病院も、入院・外来ともに大変頑張っていると思う。病院がどん

なに頑張っても改善できない部分が公立・公的病院にはあり、そこを国が責任をも

って役割を果たすことが大事ではないかと思っている。 

また、浪岡病院であれば休職していた内科の常勤医師が復職したこと、外来の医

師が非常勤になったことが診療収入に大きな影響を及ぼしていることを考えれば、

どれだけ医師が病院に来てもらえるかが一番重要であると思う。 

そこで、来年度の医師の確保見込みについて、現在のところどのような状況なの

かお聞かせいただきたい。 

 

（市民病院） 

市民病院としても、呼吸器内科医をはじめ手術件数を伸ばすための麻酔科医や救

急患者対応のための救急医について、さまざまな方法で確保・獲得は目指している
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ものの、青森県では、そのような人材が少ないのが現状である。 

ただ、臨床研修医は県内定着も少しずつ増えてきており、将来の医師確保は今よ

り少し良くなるのではないかと考えている。実際、現在、市民病院は研修医を 10

名募集しており、ここ 5 年間は連続して 10 名フルマッチとなっている。 

医師だけにとどまらず、薬剤師や看護師をはじめとした医療スタッフの獲得が非

常に難しい現状であり、病院全体として、医療提供体制の整備を検討しているとこ

ろである。 

 

（委 員） 

医師が一人でもいることで医業収益があがると考えている。どうしても弘前大学

に医師派遣をお願いしていると、県内の公立病院はそこに集中しているため、思い

切って少し幅を広げて、弘前大学に限らず、様々な方法で医師の獲得に取り組むと

いう考えはお持ちでないか。 

 

（市民病院） 

市民病院としても、以前から様々な方法で募集は行っているが応募がないのが現

状である。 

弘前大学が医師供給元として大きな位置を占めているので、出来るだけその道を

絶やさないのが大事であり、力を入れて取り組んでいる。今後においても、ホーム

ページなども活用しながら取り組んでいきたい。 

 

（委 員） 

簡単でないのは重々理解しているが、引き続き努力をお願いする。 

 

 

【報告案件②】 

令和元年度実績における「青森市公立病院改革プラン 2016-2020 点検・評価報告」

について、市民病院事務局総務課長からは青森市民病院分及び病院事業会計全体分

を、浪岡病院事務長からは浪岡病院分を資料に基づき説明した。 

 

以下、主な質疑応答 

 

（委 員） 

   点検・評価報告書の 2 頁について。「２ 令和元年度の主な取組と決算概況（市

民病院） （１）主な取組内容 オ 新たな診療報酬加算の取得」と記載がある

が、具体的にどのような診療報酬加算が取得できたのか、また、取得できなかっ

た加算については、その理由も含め教えていただきたい。 

次に、高等看護学院について、学院の学生が市民病院にどれくらい就職している

のか、高等看護学院の応募に対してどれくらいの倍率なのか、学生の確保が難しい

状況について教えていただきたい。 

 

（市民病院） 
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新たな診療報酬加算の取得であるが、総合評価加算を令和元年 12 月から、人工

腎臓（慢性維持透析を行った場合）を令和元年 11 月から、人工腎臓の透析液水質

確保加算を令和元年 8 月から、新たに取得している。 

また、胎児心エコー法の診断加算と療養・就労両立支援指導料の相談体制充実加

算については、新たに届出したものの、対象患者がいなかったことにより点数の取

得に至らなかった。 

 

（市民病院） 

高等看護学院から市民病院への就職状況について、平成 29 年度は就職者全 35 名

に対し 7 名が、平成 30 年度は就職者全 28 名に対し 1 名が、令和元年度は就職者

全 21 名に対し 1 名、市民病院へ就職している。 

 

（委 員） 

市民病院として、卒業生は全員採用したいという思いはあるか。 

 

（市民病院） 

実習にも来ていただいているので、出来るだけ高等看護学院から採用したいとい

う考えはあるが、在校生の中には医療機関の奨学金を借りており卒業後はその医

療機関に就職しないといけない、県外への就職希望がある、という事情があるよう

だ。 

 

（委 員） 

市民病院の看護師の採用状況はどのようなものか。 

 

（市民病院） 

募集枠に対して応募数が定員に達しておらず、二次募集しているところ。 

 

（委 員） 

公立病院なら応募が沢山あるイメージだが、なぜ応募者が少ないのか、問題はな

いのかどうか、その辺りを分析してもっと応募、市民病院で働きたいという看護師

を増やしてほしいと思う。 

 

（市民病院） 

市民病院としても、学生への指導や各養成学校に出向いての勧誘など募集の働き

かけを行っているが、卒業生自体も年々減少傾向にある。また、北海道・東北 6 県で

みると、青森県は地域定着率が悪く他県に比べると地域に残ってくれる人が少ない。

しかも、市民病院だけではなく、県病や民間も含め、看護師の退職者が多くなってお

り、募集定員自体が増えている状況もあり、採用人数の確保は難しいというのが現状

である。 

 

（委 員） 

青森県立保健大学においても、青森県の卒業生が半分残るか残らないかという状
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況で、東京をはじめ県外に就職する方が多い。県内に残りたい、魅力ある病院に一

緒にしていきたいと思うのでよろしくお願いする。 

 

（委 員） 

病床のダウンサイジングの考え方についてお聞きしたい。病床を減らしていけば

どんどん収入も減るし、なぜ黒字化を目指すときに病床を減らすダウンサイジン

グが必要なのか理解できない。病床利用率を上げるためには分母を減らせば上が

るのは当然のことで、率を上げるための調整として行われているのなら間違って

いるのではないかと思っている。このようにダウンサイジングをやっていけば、患

者も収入も減るのは分っているのに、なぜ経営改善のあり方として、ダウンサイジ

ングが行われているのか、考え方を教えてほしい。 

 

（市民病院） 

ダウンサイジングの考え方ということであるが、地域医療構想の中で急性期病床

など病床全体は人口減少社会の中で削減していくという方針が打ち出されている。

市民病院においても、人口減少も含めて 538 床ベースでは病床すべてを埋めきれ

ないといったなかで、筋肉質に、スマートに、なっていく必要があるだろうと思っ

ている。 

人口減少の中で、今の施設機能を最大限有効活用して、施設機能や人的機能を含

めた病床機能の適正化を追及していかなければいけない。それが国全体に求めら

れているものと考えている。 

 

（委 員） 

地域医療構想の中でダウンサイジングの考え方が打ち出されていると言ってい

たが、新型コロナウイルス感染症が発生して医療構想の考え方自体を変えようと

いう流れが始まっている。それにどう対応していくのかということを考えれば、ゆ

とりある病床を確保して、これから新型コロナウイルス感染症患者が増えていく

なかで、青森市、自治体病院が、新型コロナウイルス感染症患者をどう受け入れて

いくのかを真剣に考えていかなければいけない。市民病院が新型コロナウイルス

感染症対策にどのように対応していくのか、医療構想はあるのだけれども、そこを

真剣に考えていく必要があるのではないかと思っているが、考えを聞かせてほし

い。 

 

（市民病院） 

病院は一般企業とは違い、企業努力によって患者を増やす方向性に行くのはなか

なか難しいのが現状だと思う。人口減少・少子高齢化のなかで、なかなか患者を右

肩上がりに増やしていく状況にないのはご承知かと思う。 

国の政策としては、病床機能の適正化の方向に誘導していることもあるが、入院

期間の短縮が顕著になっている。昔であれば 2 週間程度の入院が、今は 1 週間程度

で退院できる。もちろん医療の進歩もあるけれども、医療費の負担もあると思う。

国も医療費の削減があって、DPC（包括的医療費支払い制度）を導入していて、一

定の日数を過ぎると診療報酬が下がる仕組みになっている。 
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また、2 年ごとの診療報酬改定により医療費削減が進んでおり、やはりそれに対

応して病院経営を考えると、どうしても以前のような病床全体を埋めていくとい

う方法論が成り立たない状況になっている。 

したがって、現在の医療行政に則った診療を進めていくと必然的に患者数が減っ

ていくというのが現実としてある。そういったところで、現状を踏まえて、病床数

を削減しているわけであり、住民への医療提供機能を削減するという意味での病

床削減ではないので、その点はご理解いただきたい。 

新型コロナウイルス感染症対策については、今後、季節性インフルエンザなどが

増加していく時期になるので、この対策も、病院だけではなく全体でどのようにし

ていくか、検討しているところである。 

 

（市民病院） 

さきほど、ダウンサイジングだけ申し上げたが、ダウンサイジング後の空きスペ

ースの活用について、点検・評価報告書 6 頁に記載しているとおり、例えば、がん

診療支援室やがん相談支援センターを設置し、診療機能はレベルアップを図って

いこうと、合わせて取り組んでいることをご理解願いたい。 

 

（委 員） 

点検・評価報告書の 6 頁について。救急者受入件数が未達成になっているが、そ

の原因は何かお知らせください。 

 

（市民病院） 

全体的に救急搬送件数が例年に比べて少し減っている状況がある。また、今まで

は、県立中央病院と市民病院が主に救急搬送を受け入れていたが、最近では新都市

病院といった新たな病院の参加もあり、市民病院の救急搬送が減ってきているも

のだと思う。 

ただ、受入れは患者獲得にもつながることになるので、出来るだけ受入件数を上

げるように、病院を挙げて改善していこうと思っている。 

 

（委 員） 

私も何年か前に救急で運ばれ入院し、市民病院の行っている医療を患者として体

験しており、非常に看護師さんの対応も良く、接遇もしっかりしていた。本当に市

民病院が提供している医療の高さを実感しているので、ぜひ頑張っていただきた

いと応援している。 

点検・評価報告書 7 頁上段に、医療機器共同利用の推進との記載があるが、具体

的にはどのような共同利用を行っているのか。 

 

（市民病院） 

医療機器の共同利用については、MRI や CT といった高額な医療機器について、

地域医療支援病院の登録医療機関の方々と共同で利用できる体制をとっている。 

 

（市民病院） 
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医療機器の共同利用状況ついて補足すると、冠動脈 CT は、昨年度の利用件数が

11 件、今年度は 7 月時点で 3 件。MRI は、昨年度の利用件数が 0 件、今年度は 7 月

時点で 0 件。骨塩定量検査は、昨年度の利用件数が 5 件、今年度は 7 月時点で 0

件。血液ガスは、昨年度の利用件数が 0 件、今年度は 7 月時点で 0 件。全体として

は、昨年度の利用件数が 16 件、今年度は 7 月時点で 3 件となっている。 

 

（委 員） 

点検・評価報告書 10 頁について。浪岡病院のモビリティを活用した予防サービ

ス事業と IoT を活用したみまもりサービス事業については、これから行うという

ことでよいか。 

 

（浪岡病院） 

はい。今年度実施ということで、11 月から 12 月にかけてスタートしていく予定

である。 

 

（委 員） 

2020 年度でこの公立病院改革プランは終わるわけであるが、今後、新たな改革

プランを作っていかなくてはいけないと思う。 

現段階の作業はどのような状況で、新たな改革プランはいつ発表されるのか。 

 

（市民病院） 

総務省から「新公立病院改革ガイドラインの改定」が発表されるのを待っていた

ところであるが、地域医療構想における公立・公的医療機関等の具体的対応方針の

再検証等について、感染症の取扱いも含めて厚生労働省も先送りしているところ

であり、それに併せて、ガイドラインの改定も先送りになっている状況である。 

今のところ、スケジュールは示せない状況にある。 

 

（委 員） 

私どもは、東京都の委託事業として指定障害者支援施設りんどう苑を運営してい

る。設立から 25 年経過し、入所している方も高齢化しており、ますます地域の医

療に依存するところが大きくなっているので、今後とも、よろしくお願いしたいと

思っている。 


