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措置公表年月日

終 平成21年３月10日

【特定のテーマ：北海道病院事業会計について】

改 善 を 要 す る 事 項 講 じ た 措 置

Ⅳ 外部監査の結果と改善意見

１ 監査結果の総括

(1) 平成10年度の当期純損失は26億円、平成11年 平成15年３月に改訂した「北海道病院事業経営

度も23億円を超える当期純損失が見込まれ、経 計画」及び平成20年３月に新たに策定した「北海

営計画はスタート段階から実績と大きく乖離 道病院事業改革プラン」において、各病院ごとの

し、累積欠損金「平成11年度見込み額476億 あり方、今後の方針や単年度収支の均衡に向けた

円」の解消は難しい状況にある。 方策などについて定めたところであり、計画を着

(2) ３条借入金「平成11年度見込み額291億円」 実に推進して参ります。

の残高は、現状では返済見込みが乏しく、将来

的には一般会計において処理せざるを得なくな

るおそれが強い。

(3) 北海道財政は未曾有の危機的状況に直面して

おり、一般会計からの負担金及び借入金の削減

に向けて抜本的な経営改善を早急に行う必要が

ある。また、公共性と経済性の観点から病院ご

との基本的な経営のあり方の検討が必要であ

る。

２ 札幌北野・寿都・釧路・苫小牧及び精神病院

について

(1) 札幌北野病院

札幌北野病院は、経営計画において「札幌医 札幌北野病院については、高度専門医療を担う

科大学の持つ教育・研究・医療機能との関係の 道立病院としての役割は終えたとの判断に立っ

中で検討する」とされているが、札幌地域は医 て、平成13年度をもって廃止することとしまし

療提供体制が十分整備されている状況にあるこ た。

とや、当病院が毎年度約９億円もの一般会計繰 ＜平成13年度措置＞

出金を受け入れている状況を勘案すると、道立

病院として経営していく必要性はないものと考

える。

(2) 寿都病院

寿都病院は、経営計画において、「道と市町 寿都病院については、平成16年度末をもって廃

村との役割分担を図る見地から寿都町等と協議 止し、寿都町に移管しました。

を進めていく」こととされており、現在、道と ＜平成16年度措置＞

寿都町で構成する学習会を通じて、同町におけ

る医療体制整備のあり方について検討されてい

る。今後は、近隣町村との一部事務組合方式な

ども含めた移管について、協議を進めていくべ

きではないかと考える。

(3) 釧路病院

釧路病院は、経営計画において、「循環器疾 釧路病院については、平成16年度末をもって廃

患の治療に対する地域の他の医療機関の機能整 止し、その医療機能は釧路市に移管しました。

備について、当分の間その動向を見ながら、循 ＜平成16年度措置＞

環器疾患、呼吸器疾患（結核を含む）に対する

医療を専門に担当」することとされているが、

釧路地域の医療提供体制は整備されており、そ

の状況を十分見極めた上で、厳しい病院事業会
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計も考慮し、今後、縮小や移管等について検討

を進めていくべきではないかと考える。

(4) 苫小牧病院

苫小牧病院は、平成７年に移転新設した結核 道のＳＡＲＳ対策行動計画においては、ＳＡＲ

病院であるが、結核患者の減少の中で多額の設 Ｓ患者が発生した場合、道内の第二種感染症指定

備投資をしたことに疑問が残る。平成10年度か 医療機関に優先的に入院させることとしていま

ら病床数を減らしており、このため、看護婦等 す。しかし、万一これらの医療機関の収容能力を

の過員が生じている。この地域は、病床の過剰 超えた場合、その入院先を確保する必要があるこ

地域であり、一般病床への転換も難しいので過 とから、平成15年度に、患者受入れのために病棟

大な設備の解消は難しい状況にある。施設の有 の必要 小限の施設改修を実施し、施設の有効活

効活用は、識者の見解等を含めて慎重に検討さ 用を図りました。

れ、一般会計からの負担を軽減する方向で検討 ＜平成15年度措置＞

を進めるべきと考える。

(5) 緑ヶ丘・向陽ヶ丘病院

精神病院を担当する両病院は、医業収益を超 緑ヶ丘病院に併設している音更リハビリテーシ

える人件費となっている。また、リハビリ関係 ョンセンターは、精神医療の確保と精神障害者の

施設の未稼働又は利用度の低いものが見受けら 社会復帰を一体的に図る考え方から、指示命令系

れ医業損失が膨らむ要因になっている。 統の明確化や運営面の効率化などを踏まえ、病院

緑ヶ丘病院には、音更リハビリテーションセ 事業会計で運営することとしたものです。

ンターを併設している。この事業は福祉事業で 平成15年３月に改訂した「北海道病院事業経営

あり、費用は別途一般会計からの負担金で処理 計画」においても、こうした経過を十分踏まえ、

されているが、福祉に係る事業費であるので保 引き続き病院事業会計において、地域リハビリテ

健福祉費として処理し、一般会計で運営されて ーションの拡充強化に努めることとしているとこ

はどうか。 ろです。

＜平成14年度措置＞

３ 一般会計負担金について

(1) 自治省基準及び道基準の運用の妥当性について

① 自治省基準の運用の妥当性について

ア 結核病院運営経費について（苫小牧病院） 平成15年３月に改訂した「北海道病院事業経営

道は結核予防法により結核に係る適正な医 計画」において、次のとおり定めたところです。

療に努める義務があり、行政的医療を担って ① 合理的、効率的な運営を行ってもなお、発

いることや、結核部門はそもそも病床数に対 生すると見込まれる欠損金については、必要

し患者数が少ないなどの不採算医療であるこ な繰出基準の見直しにより、その解消に努め

とも事実であるが、過大な設備投資や過剰人 る。

員等により不採算になっている部分も含まれ ② 地域センター病院については、地域におけ

ており、この部分に対して、一般会計が負担 る適正な医療の確保を図る観点で設置した不

する運用については疑問がある。 採算な診療科もあることから、経営管理シス

また、結核病院運営経費の算定に当たって テム等による診療科ごとの経営分析を踏まえ

は、明確に一般医療と結核病院運営経費を区 て、繰出基準の見直しを検討する。

分し、負担部分を峻別することが必要であ また、平成20年３月に新たに策定した「北海道

り、今後、より精緻に診療科別・部門別原価 病院事業改革プラン」においては、経営改善に向

計算を行うことができるシステムや体制の整 けて、より一層取り組むとともに、経営形態に踏

備が望ましい。 み込んだ抜本的な見直しを行い、単年度収支の大

イ 不採算地区運営経費について（寿都病院） 幅な改善を図ることとしており、このプランを進

不採算地区運営経費は、病院事業費用から める中で、一般会計からの繰出基準についても、

病院事業収益と他の繰出金の合計額を差し引 他の都府県の実態などを参考としながら、その見

いて算定される。仮に、非効率的な支出が発 直しの検討を始めたところです。

生したとしても、全額一般会計が負担する運

用となっている。今後、非効率な運営により

生ずる赤字額が含まれていないかどうかにつ

いて検討すべきである。

② 道基準の運用の妥当性について
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ア 共済組合追加費用について

平成10年度の費用（661百万円）を「病院 平成15年２月に実施した調査では、一般会計で

事業費・給与費・法定福利費」として支出し 予算措置している３県を除くすべての都府県にお

ているが、正しい医業損益を算出することが いて道と同様の計上方法を採っているところであ

できないため、営業外費用又は特別損失とし り、経営戦略を講じる上で、他の都府県との比較

て表示することを検討願いたい。 は重要な要素であることから、現状の計上方法と

することにしました。

＜平成14年度措置＞

イ 病院事業管理費（病院管理室の経費）

一般会計が負担している病院事業管理費 平成15年３月に改訂した「北海道病院事業経営

（平成10年度実績437百万円）は、間接部門 計画」において、繰出基準の見直しを検討すると

の経費であるが、病院事業会計の責任を明確 定めたところです。

にするためにも、本来は、病院事業収入で回 また、平成20年３月に新たに策定した「北海道

収すべき原価である。病院事業管理に係る費 病院事業改革プラン」においては、経営改善に向

用については、各病院の費用として適正に配 けて、より一層取り組むとともに、経営形態に踏

分した後、負担金を算定する方法を検討願い み込んだ抜本的な見直しを行い、単年度収支の大

たい。 幅な改善を図ることとしており、このプランを進

める中で、病院事業管理費を含めた一般会計から

の繰出基準についても、他の都府県の実態などを

参考としながら、その見直しの検討を始めたとこ

ろです。

(2) 地域センター病院に対する一般会計負担金に

ついて

平成10年度の当期純損失のうち56.4％を占め 平成15年３月に改訂した「北海道病院事業経営

る地域センター病院（江差、紋別、羽幌）は、 計画」において、地域センター病院については、

一般会計負担金の算出方法について検討する必 地域における適正な医療の確保を図る観点で設置

要がある。 した不採算な診療科もあることから、経営管理シ

診療圏は必ずしも人口が密集していないこと ステム等による診療科ごとの経営分析を踏まえ

や地域住民の要請などにより不採算であるにも て、繰出基準の見直しを検討すると定めたところ

かかわらず診療科を設置していることから、多 です。

額の損失が生じている。能率的な病院経営を行 また、平成20年３月に新たに策定した「北海道

うことを前提に、地域住民の要請などにより、 病院事業改革プラン」においては、経営改善に向

不採算であるにもかかわらず設置している診療 けて、より一層取り組むとともに、経営形態に踏

科について、自治省基準を適用するかあるい み込んだ抜本的な見直しを行い、単年度収支の大

は、道基準による負担金の繰入れを検討する必 幅な改善を図ることとしており、このプランを進

要がある。 める中で、一般会計からの繰出基準についても他

の都府県の実態などを参考としながら、その見直

しの検討を始めたところです。

(3) 一般会計負担金及び長期借入金の資金的精算

について

① 一般会計負担金について

補正予算（４定補正）で決定された一般会計 補正予算については、平成17年以降、５定補正

負担金と年度末の実績で算定された一般会計負 で決定されているところであり、従前よりも当該

担金との差額の精算が、一般会計との間で行わ 年度の収支予測に係る実績値の把握が可能となっ

れていない。今後、一般会計負担金の差額が、 たことから、これらの数値等を十分に分析・活用

あまり発生しない方法を検討願いたい。 した収支予測となっており、決算においては、一

般会計負担金との差額が少額となっているところ

です。

＜平成17年度措置＞

② 長期借入金について

長期借入金も一般会計負担金と同様に、補正 長期借入金の精算については、前年度決算確定

予算で決定された額と年度末の実績額では、差 後の借入超過額を当該年度借入所要額に充当する



- -4

額が発生する。病院事業会計が過剰に長期借入 こととし、平成12年度決算から行うこととしまし

を行うことは、金利負担の発生や北海道の財政 た。

状況などからみて適当でないことから、資金的 ＜平成13年度措置＞

な精算を行う方法等について検討する必要があ

る。

資金的精算が行われていないため、平成11年

３月末現在の預金残高に、余裕資金が含まれて

いる。今後、余裕資金については、借入金額か

ら控除する等の方法を検討願いたい。

(4) ３条負担金の収益的収支計算書の表示方法に

ついて

病院事業会計では、「北海道病院事業の財務 平成15年２月に実施した調査では、32の都府県

に関する特例を定める規則」により、すべて医 で道と同じく医業外収益にすべて計上していま

業外収益の一項目として表示する方法が採用さ す。

れているが、負担金の性質に基づいて、以下の また、区分計上している県においても、区分す

表示方法に変更することを検討願いたい。 る費用が同一でない状況にあります。経営戦略を

医業収益の一項目として表示する負担金→病 講じる上で、他の都府県との比較は重要な要素で

院の運営に対する負担金 あることから、現状の計上方法とすることとしま

医業外収益の一項目として表示する負担金→ した。

医業外費用（企業債利息等）に対する負担金 ＜平成14年度措置＞

４ 病院別収支の把握のための管理システムの改

善について

現在の病院会計の管理システムは、各病院の 経営管理システムについては、平成16年度から

診療科別損益や部門別損益等の把握・分析が行 運用を開始しました。

われていない。そのため、より詳細に赤字の原 また、各病院の収益の状況等については、平成

因を究明し、問題を解決し業務の効率化を図る 19年度から平成20年度にかけて行った医事会計シ

ことができない。 ステムの更新にあわせて、迅速に各病院の状況を

今後、精緻に経営分析を行うことにより、現 把握できる体制を整えました。

状の問題点の把握とそれを解決するための経営 さらに、平成20年６月から、病院ごとの患者数

戦略の構築・実施は不可欠なものである。経営 と収益、主な費用、医師の動向、経営分析等を取

改善を進めるためにも、全病院に業務及び財務 りまとめることとしました。

の両面について一貫したシステムの導入を検討

願いたい。さらに、月別病院別収支の精度を高

め、病院別の業績把握が必要である。

５ 許可病床数と運用可能な病床数について 病床利用率の算定については、各種統計におい

病床利用率の算定は、運用可能な病床数を基 て許可病床数を基準としていることから、関係資

準として算定するものであり関係資料の統一化 料の作成に当たっては、原則として許可病床数を

が望ましい。 基に統一化することとしました。

＜平成13年度措置＞

Ⅴ 個別の監査の結果と改善意見

１ 医業収益関係

(1) 看護料について

看護職員については、入院部門と外来・手術 看護料については、より上位の看護料を算定す

等の部門との配置換え、隣接病院間での配置換 るため、平均在院日数の動向などを見極めなが

えなどを引き続き行い、より上位の新看護の基 ら、その都度必要な見直しを行っておりますが、

準を取得できるよう、恒常的に入院患者数等の 今後とも一層の収益の確保に努めて参ります。

動向を確認して収益確保を図ることが望まれる。 ＜平成13年度措置＞

(2) 入院時食事療養特別管理加算について

適時適温給食を行うためには、保温配膳車や 入院時食事療養特別管理加算については、寿都

保温食器等の初期投資が必要となるが、回収可 病院を除くすべての道立病院で算定しておりま
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能なものであり、患者サービスの向上にもつな す。

がるものである。管理栄養士の適正配置、勤務 なお、管理栄養士が配置されていない寿都病院

時間のシフト等の体制整備をできるだけ早期に については、人材の確保に努力しておりますが、

行うことが望まれる。 今後とも、配置に努めて参ります。

＜平成13年度措置＞

(3) 薬剤管理指導料について

院外処方の進展に伴い薬剤師の業務内容は、 薬剤管理指導料については、院外処方を行って

院内薬局での調剤業務から病棟での服薬指導へ いる７病院において服薬指導を実施しております

と移行していくものと考えられ、薬剤管理指導 が、今後とも薬剤管理指導料の算定件数の拡大に

に積極的に取り組むことが望まれる。 努めて参ります。

＜平成13年度措置＞

(4) 入院時医学管理料入院診療計画加算及び退院

指導料について

これらはその算定に伴い追加的な費用が発生 入院時医学管理料は、平成12年度診療報酬改定

することなく、増収即増益効果をもたらすもの の際に入院基本料に統合されました。

である。 入院診療計画加算及び退院指導料については、

算定可能な患者に対しどの程度算定できたか すべての病院において算定しておりますが、今後

を把握し、収益確保を図ることが望まれる。 とも各病院の実施状況を把握しながら算定件数の

拡大に努めて参ります。

＜平成13年度措置＞

(5) 小児科外来診療料について

平成８年度の診療報酬改定により小児科外来 小児科外来診療料については、小児科を標榜す

診療の包括払い方式（定額払い方式）が導入さ る江差、紋別、羽幌病院において、平成12年度診

れた。 療報酬改定の際に診療報酬の請求方法についての

定額払い方式導入時においては、出来高払い 比較検討を行った結果、これまでの出来高払い方

方式と定額払い方式との得失の比較が行われ、 式を定額払い方式に改めました。

結果として定額払い方式は採用されていないが、 今後とも定期的に比較検討を行った上で、適切

その後両者の比較検討が行われていない。 な選択に努めて参ります。

少なくとも診療報酬改定時には出来高払い方 ＜平成13年度措置＞

式と定額払い方式の比較検討を行う必要がある。

(6) リハビリテーション料について

羽幌病院については、理学療法士の確保が望 羽幌病院の理学療法士については、人材の確保

まれる。 に努力しておりますが、今後とも、配置に努めて

参ります。

＜平成13年度措置＞

２ 人件費関係

(1) 病院の人事異動について

事務長には、年次計画の実行とその評価及び 病院に勤務する職員については、適材適所を基

翌年度の計画への反映といった一連の過程にお 本に適正な人事異動に努めており、また、業務の

いて責任を持って遂行し、後任に引き継ぐこと 遂行や引き継ぎなど適正な事務処理を行っている

が望まれる。 ところでありますが、今後とも、適正な業務遂行

常勤医の勤務期間がかなり短い様子がうかが に努めて参ります。

われ、地域住民の信頼を獲得し、診療収入の安 なお、固定医の確保については、今後とも、道

定的な確保のためには、医師の長期固定的な配 内三医育大学などに対し、協力要請を行って参り

置が必要となる。 ます。

＜平成13年度措置＞

(2) 人件費水準について

各病院の役割に応じ、許容し得る人件比率を 業務量に応じた適正な人員配置を行うほか、平

設定しその水準に収めるべく努力することが求 成13年度には羽幌・苫小牧病院において給食業務

められる。そのためには、病院事業以外の全道 の一部を委託するなど、庁舎管理業務等の外部委
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の組織内での配置転換など非常勤職員を含めた 託を推進しておりますが、今後とも、より一層効

人員配置の見直しと効果的な外部委託の推進及 率的な病院運営に努めて参ります。

び手当の再検討等が必要と考えられる。 ＜平成13年度措置＞

道の手当については、人事院規則や他の都府県

の状況などを勘案し条例により定められており、

道立病院の職員についても、その条例に基づき支

給されています。

そのうち、独自に額を定めている医師の医学研

究調整手当については、道立病院の医師の給与水

準が他のへき地に所在する自治体病院に比べ低

く、医師確保が困難な状況にあることから設けた

ものですが、現時点においてもその格差が広がり

つつあることから、現行の手当額を継続すること

としました。

(3) 看護婦の配置について

さらなる人件費水準引下げには、病棟単位そ 病棟単位の見直しについては、患者動向なども

のものの改変が必要であり、病床利用率の低い 見極めて必要な見直しを行って参ります。

状態が継続している病棟単位の統廃合を不断に なお、看護職員の過員については、平成13年８

検討していくことが求められる。 月で解消しました。

各病院に勤務するすべての看護職員にとって ＜平成13年度措置＞

業務量分担の適正化の上からも、病院に生ずる

過員の速やかな解消が望まれる。

(4) その他職員の外部委託の推進について

ボイラー業務、給食業務及び公務補業務につ ボイラー業務、給食業務及び公務補業務の外部

いては、外部への業務委託の推進により大幅な 委託については、一部の業務において外部委託の

経費節減効果を見込むことができる業務である 導入など具体的な実施について検討を行ってお

ことから、早急な取組が必要と考えられる。 り、職員の退職動向に合わせ、順次、民間委託を

進めることとしています。

なお、平成13年度においては、羽幌、苫小牧の

２病院における給食業務の一部委託を新たに始め

ました。

今後とも、これら庁舎管理業務等の民間委託の

推進に努力して参ります。

＜平成13年度措置＞

(5) 長期委嘱医師の報酬等の見直しについて

長期委嘱医（特別職非常勤職員）に対し費用 滞在旅費については、医師確保の観点から支給

弁償旅費として滞在旅費が支給されているが、 してきたものですが、現在においても医師確保に

費用弁償旅費本来の支給趣旨にそぐわないとみ 関する状況が改善されていないことから、現行の

られる取扱いがあるため、再検討する必要があ 取扱いを継続することとしました。

る。 なお、長期委嘱医については、平成16年度から

長期委嘱医の報酬は、昭和62年以降据え置か 平成17年度にかけて、正職員枠への振替を行って

れているため、費用弁償としての滞在旅費が支 います。（本人が正職員枠への振替を希望しなか

給されることにより、常勤医師との収入面での った場合や数ヶ月単位での交替制勤務の場合等を

均衡が図られている面があるようだが、その必 除く。）

要性があるのであれば報酬で措置すべきであ ＜平成17年度措置＞

る。

現在実施している取扱いが、現在の社会情勢

にそぐわなくなっているものがないかどうかに

ついて検討すべきである。

３ 医薬材料関係

(1) 医薬材料の購入単価について
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① 本庁一括契約について

薬品については、本庁において半期ごとに 薬品以外の医薬材料については、各病院の診療

競争入札が行われている。各病院からの半期 科目の違いにより対象品目の統一化が難しい面も

購入予定数量の報告に基づき入札対象品目を ありますが、今後、購入状況等の調査を行うなど

選定し、入札が実施されている。 して、廉価購入が可能な品目については、本庁一

薬品以外の医薬材料についても、複数病院 括購入を図って参ります。

で比較的大量に使用するものは、全道立病院 ＜平成13年度措置＞

を集約の上、本庁一括契約対象とすることで、

購入単価を引き下げる余地があると考えるの

で検討されたい。

② 各病院での単価契約について

本庁契約対象外ないし本庁契約不調の薬品

及び薬品以外の医薬材料については、各病院

にて単価契約を締約することとしている。

ア 平成10年度は薬価改定（9.7％引下げ） ア及びイについて

があったが、前期購入単価を上回ったり、 薬品の単価契約に係る予定価格については、各

消費税分を考慮すると逆ざやとなるような 病院の購入単価や自治体病院共済会の薬価情報価

予定価格の設定は、単品単価契約となって 格等を参考とするなど、市場動向なども見極めな

いる以上妥当とはいえないので、次回薬価 がら適正な価格設定を行うこととしました。

改定時には留意願いたい。 また、薬品以外の医薬材料などの購入について

イ 薬品については、本庁が各病院の購入単 は、他の機関における購入事例なども考慮し、今

価を集計し、集計結果を各病院へ通知して 後とも、廉価購入に努めてまいります。

いるために、予定価格の算定等に各病院の ＜平成13年度措置＞

価格情報が活用されている。

薬品以外の医薬材料や医療機器について

も他の道立病院及び札幌医科大学医学部附

属病院の契約状況を把握・活用して、廉価

購入に努めるのが得策である。

(2) 在庫管理について

① 貯蔵品の認識について

購入後直ちに使用する予定のたな卸資産を 中央材料室等に保管しているその他医療材料の

購入した場合について、購入即費用処理を認 棚卸経理については、職員の勤務体制などから、

めていることから、基本的にその他医薬材料 実施することは困難なため、診療業務に支障が生

は貯蔵品として認識されておらず受払管理さ じない必要 小限の在庫数に見直すなど適正な在

れていない。 庫管理を行うこととしました。

その他医薬材料も常時使用するものとして ＜平成13年度措置＞

中央材料室等にある一定量を保管しているも

のについては、薬品と同様にたな卸経理する

ことについて検討されたい。

② 費用処理済の在庫品について

費用処理済の在庫が金額的にどれくらい保 費用処理済の薬品やその他医薬材料について

有されているのか、またその中に長期滞留品 は、年１回在庫確認を行い、長期滞留品で他の病

が含まれていないかなど目に見えない形とな 院で使用できるものについては、管理換を行うな

っている。 ど適正な在庫管理を行うよう改善しました。

費用処理済の薬品やその他医薬材料につい 今後とも長期滞留品が発生することのないよ

ても、 低限年度末には実地棚卸を実施する う、適切な在庫確認に努めて参ります。

ことにより在庫量及び長期滞留品の有無につ ＜平成13年度措置＞

いて把握することが在庫管理上望ましいと考

えるので検討されたい。

(3) 医療材料の使用効率について

① 使用効率の分析について ①及び②について

医薬材料の使用効率に影響を与える要因と 病院における薬品管理の手法として、経済的な
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しては、購入単価、費用計上の時期、使用管 価値に主眼をおき、利用価値別、重要度別に３グ

理上のロス、請求の過誤、保険請求できない ループに分類して重点的に管理するＡＢＣ分析に

材料費の多寡などが考えられるが、現状で よる手法があることから、道立病院においても、

は、道立病院間で使用効率に著しい格差が生 ＡＢＣ分析法を活用し、医薬材料の使用効率の要

じていること、また月ごとの使用効率に著し 因分析を行うなど医薬材料管理業務の合理化、能

い変動が生じていることについて、その原因 率化に努めて参ります。

の追求・把握が行われていないので改善が必 ＜平成13年度措置＞

要である。

② 薬品の払出数量と請求数量の差について

差異発生原因としては、使用管理上のロス、

請求の過誤等が考えられる。

主要な薬品・材料については、出庫数量と

使用数量の差、使用数量と請求数量の差を月

ごとに把握して差異原因の内容を把握の上、

改善策を講ずる措置が必要である。

４ 業務委託関係

(1) 医療請求事務等の業務委託について

随意契約はともすると契約額の下方硬直性を 医療請求事務等の業務委託については、業務

招き、年数の経過とともに当初予定していた、 量、作業環境の変化、必要人員の増減等を反映し

業務量の増減等に応じた人件費の変動を損なう た適正な契約額となるよう定期的に競争入札を実

可能性があるため、現在の業務量、作業環境の 施することとしました。

変化の有無及び必要人員の増減等を当該年度の なお、平成13年度については、このような考え

予測を加え検討することが求められる。 方の下で、指名競争入札を行いました。

病院として求めるサービスの質的充足状況を ＜平成13年度措置＞

検討する必要もあると考えられる。

現在の全病院一括契約による利点を享受しつ 医事業務に精通した管理者の育成については、

つ、現在行われている業務内容に見合う契約と 人事異動や処遇などの面から難しい課題もあるこ

なっているかどうかを定期的に検討することも とから、各種研修会に参加させるなど、医事業務

必要である。 に係る知識の習熟に努めて参ります。

病院側での留意事項として、医事業務の主要

部分を業務委託したことで、自ら医事業務に精

通した管理者を育成することが今後の課題であ

る。

(2) 院内保育のあり方について

現在の契約内容は、長期間の一者契約の継続 院内保育所管理運営業務委託料については、受

による、人員数及び保育士１人当たり人件費の 託業者との継続的な協議を実施し、管理運営費等

固定化がうかがわれるものである。 の削減により委託契約額の削減を図ってきたとこ

予定価格の積算の際、道職員と同等の支給を ろです。

想定しているため、外部委託による人件費とい また、平成20年度においては、委託料のうち、

う固定費の変動費化は損なわれる結果となって 特に保育士の人件費を民間並みに引き下げ、入所

いるように見受けられる。 乳児数に見合った保育士配置を図るなどの見直し

今後の予定価格の積算の際は、認可保育所の を行いました。

人件費を考慮するとともに、予定価格積算の妥

当性の検討、現在の入所乳幼児数に見合った人 年度 契約金額

員配置に対する検討などを行う必要がある。ま １３ １８４，５８４千円

た、将来は安定的・継続的に乳幼児の受入れが １４ １６１，３７２千円

確保されるなど保育サービス提供の条件が整っ １５ １６０，５１２千円

たところにおいては、各病院ごとの契約も視野 １６ １５５，１９９千円

に入れた検討も必要と考えられる。さらに、こ １７ １２１，１０５千円

のような事情を考慮すると、随意契約の見直し １８ １１５，４２８千円

の検討も必要である。 １９ １０６，２４０千円

２０ ８４，４５２千円

なお、北海道財務規則運用方針第３節（随意契
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約）関係１の(11)において、存立援助を必要と認

めた非営利法人と随意契約をすることができるこ

ととしており、現在委託している社会福祉法人が

存立援助団体であることを考慮し、当該法人への

委託を当面継続することとしているところです。

(3) 一般競争入札の競争性の確保について

競争入札を実施することを十分に周知し、病 清掃や庁舎管理業務における周知や参加者の確

院内でも掲示等を実施するなど競争原理が機能 保については、十分な周知期間を設定し入札参加

するよう入札参加者を確保することに配慮する の確保を図ることとしました。

ことが常に必要である。 ＜平成13年度措置＞

(4) 羽幌病院における清掃業務について

羽幌病院では、従来から庁舎清掃業務につい 羽幌病院の庁舎清掃業務の委託については、平

て、同一業者と随意契約を継続している。他の 成17年度から一般競争入札に移行しました。

９病院ではすべて一般競争入札ないし指名競争 ＜平成17年度措置＞

入札を実施していることから、契約時における

競争性の導入を検討すべきである。

(5) 医療事務用計算機のリース～更新の必然性

リース契約を更新する場合、使用機器を更新 リース契約において業務遂行に支障が生じない

しないで、更に契約を更新する場合は、賃借料 と認められる場合にあっては、既存契約の更新な

が著しく低減（一般的には従前の賃借料１ 12） どにより費用削減を図ることとしました。/
することから、更新の必然性の高くない場合は、 ＜平成13年度措置＞

１年程度は従来の契約を更新することで、相当

額の費用削減効果を見込むことも検討の余地が

あると考えられる。

(6) 警備・事務当直に関する業務委託料の積算

警備業務及び事務当直業務は外部に業務委託 警備業務等の委託については、競争入札で受託

しているが、予定価格の積算に当たって、地域 者を決定しているところでありますが、各病院に

の賃金水準や雇用情勢あるいは近隣の類似施設 おける予定価格の積算に当たって、地域の賃金水

における実態等に照らし合わせ妥当な結果とな 準などの実態を調査するほか、算定方法に大きな

っているかどうか検討すべきものと考えられる。 乖離が生じないよう事務担当者会議において周知

病院管理室から各病院における算定方法につ 徹底しました。

いての情報提供を行うなどにより、基本的な考 ＜平成13年度措置＞

え方が統一されるようにすることも検討すべき

である。

８ 医業未収金関係

(1) 診療報酬請求手続きの妥当性について

査定・誤算等による減額の内容を精緻に分析 診療報酬請求に係る査定減については、各道立

し、単純ミスによる査定減等を極力防ぐ必要が 病院において、毎月原因分析などを行い、その結

ある。そのためには減額された内容を、診療内 果を踏まえ、病院管理室では医事業務の委託先に

容に関するものと事務手続に関するものに区分 対し業務の改善を要請することとしました。

し、毎月分類集計を行い、定期的に査定減等の また、医師等に対し情報提供を行うなど、その

原因分析と対応策について病院管理室に報告し、 縮減に努めているところであります。

病院管理室が全病院の実態を把握する。前者に ＜平成13年度措置＞

ついては、毎月同じ内容の査定減が発生しない

ように院長・事務長に強く要望する。後者につ

いては、医事業務の委託先に対し業務の改善を

要請する必要がある。

(2) 医業未収金の管理について

① 医業未収金の管理は、現地で行われている 医業未収金の管理については、毎年度の決算を

が、定期的に重要性のある滞留債権を病院管 調整する際に、未収金の回収状況などの確認を行
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理室に報告し、回収状況を確認する必要があ うこととしました。

る。 ＜平成13年度措置＞

② 収入・資産等の状況から回収見込みのある 未収金については、これまでも滞納の実態に応

未納者には、公平性を保つ意味からも実際に じて滞納者への個別指導や督促の励行などによる

法的措置を講ずることも必要である。 早期回収に努めているところであり、法的措置に

ついては、平成11年度に作成した「個人分医業未

収金取扱手引き（法的手続き編）」に基づき、適

切に対処するよう、事務担当者会議を通じ各病院

に対し、周知徹底を図りました。

＜平成13年度措置＞

③ 入院患者が土曜日あるいは日曜日に退院す 未収金の解消については、未納者に対して出張

る場合や時間外診療の場合、現金出納員がい 等による対面徴収や電話請求等の強化を図るなど

ないことなどから後日郵送により請求してい 未収金の発生防止に向けた取り組みを強化するよ

るが、そのまま未収金となるケースがあるた う各病院を指導しました。

め、今後、未収金発生防止対策を検討する必 ＜平成13年度措置＞

要がある。

長期の入院患者に対して、月２回程度入院 入院料の請求方法を、月１回から月２回に変更

料を回収する方法等を検討する必要がある。 するには、現行医事システムのプログラム変更を

必要とし、多額の費用を要することから困難です

が、退院日について患者の理解を得たり、診療費

の納入について確約を取るなど、未収金の発生を

抑制する取組の強化に努めて参ります。

④ 窓口で発生する過不足金についての把握が 過不足金については、受託者の事務的ミス等の

なされていない病院がほとんどである。過不 内容を把握するとともに、委託契約に基づき適正

足金については、医事業務委託先から報告を な事務処理に努めて参ります。

受けるとともに、「過誤納金の還付及び過払 ＜平成13年度措置＞

金の返納の事務処理について」に従った処理

をすべきである。また、レジ打ち間違いの際

は、どのような理由により誤打となったのか

理由を把握していない。内部牽制上必ず内容

の把握が必要である。

６ 固定資産関係

(1) 利用実績の思わしくない看護婦宿舎等について

看護婦宿舎等については、修繕が見送られて 利用実績の思わしくない看護師宿舎等について

きたため、現在では、改修を実施しなければ実 は、他用途への変更を原則に、他用途での有効利

質的に利用できない状態にあるものも含まれて 用が図られない場合は敷地の有効活用を図るため

いる。 解体することとしました。

現在置かれた環境の下で設置する必要がある 今後とも、上記方針のもと、利用率などを勘案

かどうかを検討し、なお必要性が高いと考えら し、用途変更や敷地の有効活用を進めて参りま

れるものについては、必要な整備を実施し、施 す。

設の有効利用を図るとともに、不用と判断され

るものについては除却等も含めた土地の活用方 年度 病院名 活用状況

法を検討すべきものと考える。 １４ 向陽ヶ丘病院 看護師宿舎を解体し、

敷地を外来患者駐車場

へ整備

釧路病院 看護師宿舎を廃止し、

倉庫へ転用

１７ 羽幌病院 看護師宿舎及び医師宿

舎の改修工事を実施

(2) 固定資産の現物管理について

病院事業会計では、毎年度定期的に有形固定 固定資産管理システムの稼働に伴い、平成14年
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資産の実物を確認することが定められていな 12月に「固定資産台帳調整要領」、「北海道病院

い。 事業固定資産事務電算処理要領」など関係規程を

取得時に当該有形固定資産を特定するための 改正し、「器械備品管理票」を新たに定めまし

「現品票」に相当するものを作成し、これを現 た。

品に添付し、「現品票」の番号を「器械備品使 ＜平成14年度措置＞

用簿」に記入するとともに、定期的に棚卸等を

実施し、「固定資産台帳」と「器械備品使用

簿」及び現品を照合することが必要と考える。

(3) 高額医療機器の更新手続について

平成10年度に向陽ヶ丘病院で更新投資された 高額医療機器の整備及び更新に当たっては、整

「ＣＴ」は、年間償却額に満たない稼働状況に 備計画を定め行っているところですが、投下資金

あると考えられる。 と収益を十分比較対照し、整備年度、導入機種、

設備投資は、一度資金投下してしまうと、そ 設置病院等を定めるともに、随時見直して参りま

の回収には長期間を要することになる。また、 す。

病院の置かれた環境は時事刻々と変化するもの

である。そのため、過去の判断が現在も妥当で

あるかどうかは、その都度検討を行う必要があ

る。

(4) 土地の使用許可について

江差病院で取得した土地の一部を一般会計に 一般会計に対し無償貸与していた土地のうち、

対し無償貸与している。一般会計では、当該土 江差及び紋別の高等看護学院敷地については、平

地に江差高等看護学院及び寄宿舎等を設置して 成13年度から有償によることとしました。

おり、当該学院が主に使用している「芝生広 また、一般会計に無償貸与している公宅敷地に

場」は病院の職員が維持管理している。 ついては、敷地の一部分を占めるに過ぎず、敷地

土地の利用状況からは、病院会計で取得保有 全体の有効活用を図ることからも病院事業会計に

する必要のないものということができる。一般 おいて管理することが望ましく、平成14年度から

会計において当該土地を取得することについて 紋別病院、緑ヶ丘病院において有償としました。

検討する必要がある。 ＜平成14年度措置＞

(5) 事業外土地の処理について

事業外資産として計上されている「旧増毛病 事業外資産として管理している「旧増毛病院跡

院跡地」は、昭和56年に増毛病院が町に移管さ 地」については、平成13年度から増毛町に対し、

れて以来、無償貸与している。平成10年に増毛 有償により貸し付けることとしました。

町と当該土地の取扱いについて交渉し、検討し ＜平成13年度措置＞

ているが、早期解決が望まれる。

(6) 減価償却費の償却開始時点について

減価償却費の算定は、「地方公営企業の会計 減価償却費については、次の理由などから従前

規程の準則について」に従い資産の取得の翌年 どおり準則に従った計上方法としました。

度から実施している。このため、多額の設備投 ① 他の費用と異なり、数量的に把握できるも

資を行っても、当該資産の取得年度は減価償却 のではなく、期間損益の要請に基づく推定計

費が計上されないこととなる。 算によるものであること。

導入した設備を利用した収益は、当該資産の ② 月割りで行ったとしても、耐用年数終了後

利用開始時から計上されていることから、これ の翌年度に、必ず減価償却残余分を計上しな

に対応する費用としての減価償却費を計上する ければならないこと。

ことが、業績評価に資することは明らかであ ③ 固定資産の更新等恒常的に再投資が行われ

る。 ていることから、平準化が一定程度図られて

今後、財務システムの構築に合わせて、資産 いること。

の取得年度から月割りで減価償却費を算出でき ④ 全国的に同様の理由等から、減価償却費を

るように検討すべきである。 月割りで計上しているのは２県に過ぎず、経

営状況の比較が適切に行えないこと。


