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平成１８年白老町立国民健康保険病院の運営に関する調査特別委員会会議録 

 

平成１８年１１月１日（水曜日）  

  開 会 午前 １１時２５分 

  閉 会 午後  １時５８分 

 

○調査事項 

 「白老町立国民保険病院 経営診断結果報告書」指摘事項検討結果報告書について 

（町立病院） 

 

○出席委員（２０名） 

 委員長  吉 田 和 子 君     副委員長  熊 谷 雅 史 君 

 委 員  西 田 祐 子 君           宗 像   脩 君 

      大 渕 紀 夫 君           根 本 道 明 君 

      及 川   保 君           山 本 浩 平 君 

      土 屋 かづよ 君           近 藤   守 君 

      谷 内   勉 君           加 藤 正 恭 君 

      鈴 木 宏 征 君           小 西 秀 延 君 

      玉 井 昭 一 君           吉 田 正 利 君 

      氏 家 裕 治 君           斎 藤 征 信 君 

中 出   正 君     議  長  堀 部 登志雄 君 

  

○欠席委員（０名）  

  

○説明のため出席したものの職氏名 

 病  院  事  務  長     丸 山 伸 也 君 

  

○職務ため出席した者の職氏名 

 事    務    局   長     上坊寺 博 之 君 

 主         幹     中 村 英 二 君 
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◎開会の宣言 

○委員長（吉田和子君） これより、白老町立国民健康保険病院の運営に関する調査特別委員

会を開会いたします。 

お謀りいたします。本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第 16 条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたします。 

次に、本日の委員会の日程について、事務局から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ご苦労様です。平成 18 年３月に株式会社吉岡経営センターに

委託実施しました町立病院の経営診断業務におきまして、改善等の指摘された事項につきまし

て、病院内部で検討したという結果表が提出されております。 

本日は、それの報告を受けることとなってございます。資料につきましては、先月の 27 日

に配布、もしくは送らさせていただいていると思います。よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○委員長（吉田和子君） それでは、白老町立病院の経営診断に基づいて、指摘された事項の

改革の検討結果表について調査をいたします。 

病院側からの説明を願います。丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 今日はお招きいただきまして、ありがとうございます。いろい

ろ先般、議会の皆様方にいろいろな病院の視察をしていただいて、うちの町立病院のあり方に

ついていろいろ検討されていただいきましたことについて、深く感謝申し上げます。 

今日、これから病院の職員が全員で検討を行いました、本年３月に報告書が上がっておりま

す白老町立国民健康保険病院の経営診断業務結果報告書、これに基づいて自分達が何を全体の

認識としなければならないのか、どんな課題があるのか、それをどういう具合に解決していか

なければならないのか。これは病院全職員がまず集まって、一堂に会するというわけにはいき

ませんので、各部署ごとに様々な検討結果を加えていったと。その中身について、実はその検

討結果出ているわけなのですけれども、この報告書が完成する前に、取り組めるものは取り組

んできていますと、その中身はどんなものだったのかということについて、ご報告をさせてい

ただきたいと思っています。 

基本的に経営診断業務がなぜ行われたかということにつきましては、先般の議会の中で説明

いたしておりますが、私共病院のスタッフとしましては、よく議会の皆様あるいは町民の皆様

から職員の意識改革は一体どうなっているのだと、よくそういうお話を承ることがありますが、

我々病院を管理する立場の人間にとって、まず意識改革をしてもらうのではなくて、意識改革

をさせるのだと。ただ、意識改革をさせると言いましても、具体的にどうすれば良いのという

問題があるわけですから、今回この診断業務の中で、指摘をされた事項の中で、まず全体の認

識をしなければならないのはどういうことがあるのか、それの課題がどんなふうになっている
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のか、そういうものを整理して、次につなげていこうという形になります。特に、この診断業

務を行いました平成 17 年につきましては、先の９月の決算審査の中でもご説明しましたが、

赤字幅が若干少なくなってきていると。今回、18 年の４月の診療報酬改正、ちょっと別ではご

ざいますが、更に自分達が努力すれば、自分達が何かをすれば、もう少し経営状況も変ってく

るのではないかなと、こんなこともひっくるめまして全職員が集まって検討した結果というこ

とでございます。 

１ページでございますが、まず、この検討の経過について若干述べさせていただきたいと思

っています。診断業務につきましては、平成 17 年度に吉岡経営センターによって実施されて

おり、３月に報告書行っています。診断業務を行ったもの先ほど見ましたが、東胆振の診療圏

が当面する直面している医療と経営環境の変化に対応して、何を課題として捉えて、どう解決

していくかと、それを病院全体の問題として認識して、さらにその結果を持って病院全職員が

病院経営に責任を持って取り組むこと、このために行ったのでございます。診断業務は 17 年

の 11 月から実施されまして、18 年の３月に報告書が出されました。４月 20 日に病院運営審

議会、４月 26 日に議会民生常任委員会。さらには５月８日に病院職員全体に対して病院業務

の診断結果の中身について全職員に説明してございます。 

病院職員の対応でございますが、その後、病院職内の各部署の責任者、主に主任以上の者全

部集めまして、報告書に指摘を受けた事業について吉岡の方から説明を行いました。その中身

について、各部署に持ち帰っていただきまして、その時点からこの診断業務に対する検討が行

われました。各部署で検討された指摘事項ということですが、実はこの診断業務の中で約 74

点に渡って様々な事項が認識として求められるもの、あるいは改善等を求められる事項につい

て、74 項目を指摘受けてございます。 

その 74 項目の全てについて各部署で検討をし、それを一堂に持ってきまして、各部部署か

ら集められたものについて、更に例えば外科ではこういう事が出ていますよ、内科ではこうい

う事出ていますよ。そのことに対して、貴方の科はどう考えていますか。こういう形でもって

やりとりを行いました。これらの各部署において、共通認識の検討、確認等が行われまして、

最終的に今回結果を取りまとめるということが出来ました。 

この報告書の中身でございますが、まず病院職員全体の共通課題となった事項。そして、検

討課題について報告をしてございます。さらに特に指摘事項の内、病院機能評価に係る部分、

それと診療報酬請求、レセプトの請求と言っている部分ですが、これについては非常に大きな

課題ということでございますので、この２点につきましては、個別に改善方法等について、こ

の報告書の中で盛られてございます。 

ちなみに７ページをお開きいただきたいと思います。７ページから 24 ページまでが、経営

診断業務によって指摘を受けた 74 項目について、検討した結果について一覧表に取りまとめ

てございます。ここまで取りまとめるのに大体４回程度の会議を開いてございまして、74 項目

全てについて若干説明するというのはかなり時間がかかりますので、何点か特徴的な点につい

てお話をさせていただきたいと思います。 
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まず７ページの１番目でございますが、分類１の１の（１）というふうになっていますが、

経営分析の診断報告書では、医療制度を取り巻く環境に大きな変化があるというふうに指摘を

受けてございます。これに対してポイントというのは、事務局、私の方で職員にこういうポイ

ントで考えてくださいという形でお話をしてございます。まず、こういった医療環境を取り巻

く環境に大きな変化があることを皆さん認識しているのか、理解しているのか、どうですかと、

その点のポイントについてまず検討してくださいと、こういうような形で行われてございます。

取りまとめの結果としましては、医療制度を取り巻く環境に大きな変化があるということを認

識しているということが病院職員全体で確認をされていると、こんな状況になってございます。 

こういう具合に全体認識と、もう一つは個別の担当科、担当局によって課題がございますの

で、それについて一応整理をしていったという形になります。例えば、８ページの９番。これ

も全体認識として確認した事項でございますが、９番には１の１の（５）で全体認識として、

現在の入院・外来患者動向は今後も継続していくという指摘がありました。このことについて、

まず職員が継続していくことについて理解、認識をしているのかということで、これがポイン

トとなってございます。その結果、現在の入院・外来患者動向は今後も継続していくものと考

えるということで、これが一つの認識になってございます。 

次の９ページでございますが、11 番の中に部署という所に栄養係、事務局というふうに入っ

ています。これが、個別に指摘を受けた所でございます。例えば、栄養担当部門は、診療部の

一部門として位置づける必要がある。組織体制の見直しが必要と、こういうような指摘を受け

てございまして、じゃあ皆さん、栄養担当部門の指摘がありますが、組織体制はどうあるべき

か、どのように考えていくか検討してくださいという結果が、取りまとめ結果として、栄養係

を診療部門の一部として位置づけるべきであると。また、技術診療部門として、薬局等の専門

部門の位置付けを行うべきであるというふうな検討結果がまとめられてございます。 

こういう具合に個別の課題等につきましして、例えば 12 番もそうでございますが、14 番も

そうでございますが、担当すべき部署等において、受けた結果等についてまとめられていると、

こんな具合になります。 

ずっと飛んでいただきまして、14 ページの 31 番、２の５の（１）でございますが、方向性

と経営方針の明示や研修と意識改革の必要性が指摘をされています。ポイントは管理者のイン

タビュー。これは、病院の管理者、管理職のインタビューでこういう指摘があるが皆さんはど

う認識、理解しているのかというふうにお話がありました。取りまとめ結果としては、指摘の

とおりと考えますと。特に研修は計画的に実施する必要があると。また、意識改革については

多くの職員が理解出来るように進めていく必要があるというふうに、全体認識としてまとめが

されてございます。 

あと２点ほど説明をさせていただきたいと思います。18 ページ、46 番、３の１の（３）。こ

の分類の３の１の（３）というのは、診断業務の報告書に出ている分類の番号であります。保

健・医療・福祉の連携として、医療提供を担う町立病院の果たす役割は大きいといえるという

指摘がございますが、これをどのように認識して考えているのかということでございます。最
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終的に病院の職員としては、指摘のとおりと考えると。町立病院の果たすべき役割は大きいも

のと考えると。３連携で果たされるような役割もありますよということが全体の認識になって

いくような形になっています。 

もう一点だけお話します。23 ページの 68 番。療養病床の取り扱いについては、十分な検討

が必要といえるという指摘を受けてございますが、これをどのように認識、理解、考えるのか

ということで検討しています。その結果、取りまとめとして、指摘についてはそのとおりと考

えると。特に療養病床については、介護療養病床の廃止など、制度改正の動向を踏まえ、また

公的病院の使命、町民の医療ニーズを十分に把握し、検討を進めていく必要があるという認識

でとりまとめが行われています。 

このように、何点か上げさせていただきましたが、74 項の全てについて、この部署はこのよ

うに考えています、この部署はこのように考えています。そのことに対する、例えば反対意見

があるのか、別な考えがあるのか、そういったこともフィードバック、フィードバックをしな

がら、話し合いを進めていってまとめたと、こういうような形になってございます。 

１ページに戻っていただきます。検討結果でございますが、まず共通認識の確認と検討事項

について整理をさせていただきました。74 項目の中で、特に全体認識として再確認しなければ

ならない事項について、あるいは検討しなければならない事項について整理をしてございます。 

まず、読み上げさせていただきますが、今回実施された経営診断において、白老町立病院を

取り巻く医療と経営環境の大きく変化していくことが病院職員全体の共通認識となりました。

18 年４月の診療報酬の改正や今後の予想されている保険制度の改正など考えると、地方自治体

の一病院として、単に医療のみ提供する機関では、町立病院が生き残っていけないのは明らか

であります。平成 18 年１月白老町は保健・医療・福祉政策化推進方針を策定いたしました。

この政策推進方針の中で、町立病院が果たす役割は、具体的に上げられています。今後、一層

厳しさを増す病院経営状況下にあっても、果たすべき役目はきちんと果たしていくのは今求め

られていると職員全体が強く意識した所でありますということで、まず、今回の共通認識とな

った事項につきましては、①から⑤番までございます。これは、さっきの 74 項目の中から整

理をしたものでございます。 

まず、全体の共通認識となった事項でございますが、①としましては、抜本的な医療制度改

革が進められており、その背景には少子高齢化、医療技術の進歩、国民意識の変化など医療環

境を取り巻く環境の大きな変化が今後予想され、町立病院のような小規模病院の経営に大きな

影響が出て来る。これが一つ全員の認識事項なったということです。 

２番目としまして、今後東胆振圏域では、現在の入院・外来患者の動向は今後も継続してい

くが、白老町においては高齢者の増加に伴う入院需要増、総人口の減少に伴う患者数の低下な

どの影響は回避出来ない。 

３番目としまして、地域への医療ニーズへの対応と安心に向けた体制が整いつつあり、地域

密着医療型の提供を主として今後高齢者医療重視と充実を図るべきであると。 

４番目として、職員の多くが病院の改築を含めた方向性と経営姿勢の明示を求めており、各
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種研修の実施と意識改革が必要だと、でございます。 

５番目としまして、患者様のアンケートにより、接遇、施設整備を含む様々な点で完全すべ

き事項があり、院内全体で取り組むべきと考えている。 

以上５点が、基本的な今後の病院を考えていくときの認識という形で整理をされてございま

す。 

それと、２番目としまして、全体の検討事項となった主な事項でございます。 

１番目としましては、看護師の雇用について、抜本的な雇用体制を検討し、実施しなければ

ならない。 

２番目、公衆衛生活動を積極的に展開し、医療資源を利用した様々な増収対策を検討し、実

施していかなければならない。 

３番目としまして、医療制度改革の動向を踏まえた上で、医療事業、町民要望等を十分に考

慮し、病床数の検討を行っていかなければならない。 

４番目として、職員の態度を含め、患者様にどのように満足していただくか、具体的な解決

を講じていかなければならない。 

５番目として、一般病床の提供は今後も確保すると考えるが、適正な病床数と再考する必要

があり、高度専門的な医療サービスを提供するため、自治体病院連携を進めていく必要がある

と。 

６番目としまして、保健、医療、福祉の３連携が引き続き果たすべき役割を果たしていく必

要がある。 

７番目としまして、総合相談窓口をスタッフの充実を図り、地域医療連携としてステップア

ップさせ、機能をさせていく必要があるということが、次の検討課題ということになってござ

います。 

それと、最初に説明しましたとおり、病院機能評価に係る検討結果でございますが、指摘事

項としまして後ろにも載ってございますが、ナンバー40、ナンバー69 に病院機能評価への取り

組みを通じて総合的なレベル向上を目指すことも選択肢の一つ等に上げられてございますので、

これらについて３ページに入りますが、全職員で検討を行いました。その結果、将来的に病院

機能評価を受審し、評価を取らなければならないものと考えると。つまり、病院機能評価につ

いては必要なものと。しかし、現時点では施設の老朽化、看護人員不足等の問題があり、これ

らを解決していかなければならないという現実があると。また、病院機能評価受審には多額の

経費と受審前に職員教育が必要となる。このため、病院機能評価とは何かから職員研修を始め

開始し、受審を取り組むための検討会を設け、活動を進めていく必要があると。病院機能評価

を取得する前段で、通常業務の範囲で職員研修を進めていかなければならない事項は多数ある

ものと考えられ、これらの研修に係る取り組みから進めていかなければならないと考えるとい

う具合に、病院機能評価についてはまとめがされてございます。 

それと、診療機能請求ですが、レセプト請求ですが、若干説明いたしますが、病院の売り上

げの関する請求書を出す、請求書業務なのです。ここをきちんと請求しないとお金が入ってこ
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ないと、こういうことになりますので、このレセプトの請求に係る業務というのは、非常に重

要なポイントになってございます。ナンバー22 に様々に指摘がされてございます。現状分析結

果によっては、カルテルールの記載の徹底だとか、請求漏れ、算定誤り、機会損失。これらに

ついて指摘がございまして、改善が求められています。上記の指摘事項について、全職員で検

討を行いました。これが、次のように集約がされてございます。今後とも診療報酬請求業務の

ついては、ますます専門性と制度が要求されるものと考えられる。レセプト請求についても、

単に維持係の担当であると済ますのではなく、担当医師及び他の医療従事者との協力も不可欠

である。このため、早急に診療報酬請求に係る院内連携体制を構築すべきです。また、ケアレ

スミスを少しでも無くするため、病院全体のシステムとして、オーダリングシステムの導入は

不可欠である。さらに、うちのレセプトの請求業務ですが、実は民間委託をしてございまして、

そこの業者の方にも腕を上げるための様々な解決を図ってくれというようなことでお願いをし

ました所、５ページ、６ページに受託業者の方から報告が出されております。報告書の主な内

容につきましては、研修計画の作成と実施、それと内部監査。自分達のやっている業務がきち

んと行われているかどうか、それは受託者自身の監査によると。それと、提案がございまして、

院内システム構築に係る提案がございました。それは、１から４番までですが、基本的な医療

スタッフとの連携について、もう一度徹底をしていただきたい、このような内容です。 

それと、その他としましては、維持業務実施のための検討会議の実施等についても受託者自

身で考えると、こんな内容でございます。 

４番目としまして、何点か具体的な対応検討内容について行っております。平成 18 年８月

現在ですが、町立病院の今後の経営に関する今検討が実は行われておりまして、多分、本日経

営シミュレーションの結果等が届くのではないかと思っていますが、そういった病床数の検討

及び経営に直結する事項につきまして、これらの検討結果を見て、個別的に、具体的に対応を

検討したいということで、この報告書はまとめてございます。それ以外の部分について、出来

ることについて何点か検討をしてございます。 

まず、看護師の雇用対策ですが、１番、２番については、従来も行っていますが、ハローワ

ーク等の募集広告等によって行うと。 

それと、３番目としまして、やはり職員全体で看護師の雇用対策についてきちっと考える必

要があるだろうと。例えば、雇用対策を行うにあっても、どんなことがネックになっていくの

か、何を解決すれば良いのか、そんなことも具体的に検討する必要があります。例としまして

は、この取りまとめで出てきたのは、看護職員のための院内保育を実施したらどうかとか、看

護業務のプリセプター制度。これはどういうことかと言いますと、例えば新人の看護師さんが

入ってきたときに、一人前の看護師さんに育て上げるために、専任インストラクターと言いま

すか、経験の豊かな看護師さんにその新人さんをお任せして、１年ないし２年程度の日数をか

けて一人前に育てていくと、こんな制度の導入も必要ではないかと、こんな事も出てきており

まして、それらのことも総合的に検討していくということになります。それと、各種研修の実

施でございます。接遇に係る研修でございますが、やっぱり接遇の部分で言うと、非常に患者
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等のアンケートにも指摘がございました。それで、今年の６月既に職員１名を道が行います接

遇指導者講習、これは接遇を行うための指導者、インストラクターの養成の講習に派遣をして

ございます。既に、全職員を対象に伝達講習を実施しております。さらに、まだまだ全ての職

員が受けているわけではございませんので、今後も接遇の伝達講習を行って、向上に努めてい

きたいと考えております。また、なかなか日勤、夜勤等、勤務等が特に看護師さんの部分では、

不定期な部分もございますので、特に各部署の責任者が中心になって、積極的にいろんな研修

に接遇も含めてなんですが、そういったものにも取り組みましょうということでの考え合わせ

が行われております。また、医師、当然病院というのは看護師以下、事務職以下のあるいは嘱

託もありますので、お医者様を含めた職員全体の改善を図って、具体的な接遇改善活動を行っ

ていきたいなというふうに考えてございます。 

それと、維持業務の能力向上に関わる研修でございますが、維持業務の能力改善研修につい

ては、受託者において５ページ、６ページの計画書が提出されておりますので、我々としまし

ては、この計画が着実に実施されているかどうかをチェックしていくと。そのことによって、

維持業務全体能力の向上を図っていきたいなと思ってございます。総合相談窓口のスタッフの

充実ですが、今年４月にスタッフが配属をされまして、さきの議会でも報告をさせていただき

ましたが、非常に大きな成果が出ているというふうに医師も言っております。ただ、今の医療

制度改革等の流れを見ていきますと、当然在宅あるいは医療の必要の無いものが介護に、施設

に移していくと、これは明らかに国の方針でございますので、ますます在院日数の短縮、それ

と在宅復帰が圧力的に求められていくことになりますので、いずれ、今でもアップアップして

いるのですが、多分業務過多になってくるだろうなと思います。ですから、出来れば社会福祉

士等の増員等をぜひ検討していきたいなと。実現するかどうかは別にしましても、町長部局の

方には増員をお願いしていきたいなと思っています。 

それと、病院機能評価の受審でございますが、病院機能評価受審は施設の設備の整備という

のは、これは非常に重要なのですが、さらに人の問題だというふうに認識をしています。現在、

将来的な病院経営が検討されておりますので、その結論の方向性によって具体的な取り組みを

検討したいということですが、ただ先ほど申し上げましたとおり、個別に今やっている事業の

中でも取り組んでいけることがありますので、そういったものについては取り組むと。ただ、

次の面で言いますと、オーダリングシステムあるいは電子カルテ等の実施については、これは

多額の経費を要しますので、具体的な将来性の方向が定まった時点で、どう具体的に取り組ん

でいくかと、こういうことも検討していく。いずれにしましても、オーダリングシステムや電

子カルテというのは、将来的には導入は避けていかれないと、こういうような認識ではござい

ますが、ぜひその点もひっくるめて一定の方向性が早く出していただきたいなというのが、職

員の行き渡る状況でございます。以上、そういう中身でございますが、先ほど説明しましたと

おり、まず看護師等の雇用体策等につきましては、看護師長を中心に事務長が事務局長になっ

て、特に看護師会の集まりひっくるめて具体的な検討をしていただくと。どういう具合に進め

ていったら良いのかということについては、まだちょっと方向性が出ておりませんが、具体的
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なアイデア等も募集する。あるいは、より上の資格を得るために何かお手伝いをすることはな

いかをひっくるめて、そんなこともぜひ検討していきたいなと思ってございます。それともう

一つ、病院機能評価ですが、これにつきましては薬局長を中心にして、お勉強会を立ち上げて

いこうということになってございます。病院機能評価、実は今バージョンファイブというふう

になってございまして、これが非常に難しいそうです。もう一つポイントになるのは、病院機

能評価を受けた後、それで終わりということでは実はないということで、それの機能再評価を

受けていくことも、これは非常に大変だというふうに聞いてございますので、どんな具合に大

変なのかということについて、必要なのかということも含めて、ぜひそういった担当の中で検

討していきたいと、勉強していきたいと考えてございます。 

以上、雑駁でございますが、中身についてはこんな中身になってございます。 

○委員長（吉田和子君） ただ今、病院事務長から説明をいただきました。 

 質疑を受けたいと思います。質疑のございます方どうぞ。ありませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） １つだけお伺いしたいと思います。今回このような検討の経緯という

事をご説明いただいたのですけども、事務長から見まして、病院職員皆さんの意識の改革はど

のように進んだというふうにお感じでしょうか。その辺だけ一つ、お伺いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まずポイント、一番最初に言いましたが、なかなか意識改革を

させるという意味で、土台になるものが今まで正直言って無かったと。今回、土台になるベー

スを整理したということで、ようやく意識改革のスタート台に立ったのかなというのが正直な

とこです。ただ去年５月に私、病院に来まして、あいさつ１つだけお話をさせていただければ、

なかなか病院のスタッフが、例えば内科、外来の待合のとこを通るときに、あいさつ一つもし

ないで行くと。職員同士でもあいさつが無いという状況がありましたけれども、そういうこと

も少しずつ改善されてきています。積極的に患者様におはようございます、こんにちはのあい

さつをするような職員も出てきていますので、具体的に今どう変っているのかと言われると、

ちょっと答えきれない面がございますが、少しずつ良い方向性にはなってきているのではない

かと、そういうことも期待したいですし、ぜひそうあってほしいということで、私たち管理職

一同は、そういった意味でさらに意識改革をしていただくというとあれですけど、させるとい

う方向で頑張っていきたいと思っています。 

○委員長（吉田和子君） 11 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今回は、指摘事項の検討結果の報告書ということで、病院側で多分職

員の方々がいろいろな部分で検討した結果だとそう受け止めれば、ここで何も言う必要は無い

かもしれない。けど、ちょっと僕思うのです。僕たちも今まで３班に分かれていろんな地域の

病院を視察させてもらいながら考えていかななければならないのは、今１点病院という部分で

しか目を向けていませんけれども、白老町全体のことを考えたときに、じゃあ果たして 18 ペ

ージにもありますけれども、保健・医療・福祉の連携。これは町立病院じゃないと出来ないの

かという話にもなってきますし、取りまとめの結果としては、指摘のとおりと考えて、町立病
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院の果たすべき役割は大きいと書いていますけれども、確かに大きいかもしれないけれども、

じゃあ町立病院じゃないと出来ないことなのかとか、また白老町の財政状況考えたときに、例

えば確かにオーダリングシステム、電子カルテ、今いろいろな病院で実施はしているけれども、

この動向変化についてはすごく大きな病院内でも様々な問題を抱えながら移行していっている

というのが、指摘を受けていますよね。現在の、例えば看護師さんの雇用対策についても、確

かにいろいろな設備だとか変えることによって看護師さんは来るかもしれない。でも、利用率

を上げることが、それで看護師さんを確保しましたよ、お医者さん確保しましたよ、じゃあ今

の利用者は本当にそれでもって、皆さんの努力の中で上げていけるのかどうか。そういった所

まで職員の方々が意識をして、この報告書になって出てきているのかどうか、その辺の考え方

は、事務長としてはどうとらえているかどうか、お伺いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 今、お話あった点につきまして、端的に言うともっと数値目標

を出して、例えば極端なことを言うと赤字幅をいくら位まで下げるだとか、病床の利用率をど

うするだとかという目標を立てれば良かったのかと思いますが、ただ如何せんまず主眼とした

のは、共通認識として土台を持たせると。それについて全体の全職員、こういった問題がある

ことについて検討させていくと。そういったことちょっと主眼に置いたものですから、例えば

赤字縮減だとか、病床の両立をどうするかという所までは、実は論議は深まっていません。そ

れは、これからの課題になるのは間違いないと思います。 

○委員長（吉田和子君） 11 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 病院長の言うこともすごく分かるし、病院側が今改善しようとしてい

ることも良く分かるのです。ただ、これを何年かけてやるのか。それだけの体力が町にあるの

かということも、一つ念頭に置かなければならない部分じゃないかなと、僕は思っているので

す。ですから、確かにいろいろなことをこれからの課題意識として持つのは大変必要なことだ

と思うけれども、果たしてそれを何年かけてやるのかとか。僕は、多分この意識改革をやって

いるということに関しては、即効性を持つような結果になって出て来るとは思えないでいる一

人なのです。ですから、これを何年かけてやろうとしているのか、その辺も病院長はどう考え

ていらっしゃるのかなと。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） この検討結果報告書にも実は書いてございますが、病院の方向

性が存続あるいは廃止、診療所等ひっくるめて、まだ方向性がはっきりしていないと。先ほど

言いましたオーダリングシステムにしましても、電子カルテにしましても、本当に経営の方向

性が一定に固まらないことには、皆さん例えば深夜業務が終わった後の、いろんな諸会議をひ

っくるめて、なかなかそこまで本腰を入れて検討していただけるのかと、こういう事情も無い

わけではないです。ですから、町長にお願いしているのは、とにかく早く方向性を出してほし

いと。そうすると、方向性がはっきりすると、例えば何年間の間で持って、これだけのことを

やっていこうとか、何年間の間に施設整備はこうやっていこうとか、そういった方向性も決ま
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りますし、もっと言うと例えば、仮に存続するということになったら、今ある医療機械をどう

していこうとか。例えばもっとＣＴも性能の良いものを上げて、もっとお金の取れる機械を入

れていこうとか、そういった方向性が逆に決まってくるわけです。ですから、確かに何年間で

どうのこうのと求められますが、私たちだけでは判断出来ない問題も、病院のスタッフの中に

あるということについても、ぜひご理解をしていただきたいと、このように思います。 

○委員長（吉田和子君） 11 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕が、これが一番の最終的に言いたいことなのだけれども、どこの町

にしても、例えば町立病院を町立病院として残す。それからもう一つは、公設で民営化させる

だとか。民設で民営化するとかという、そういったいろんな議論が短期間に深まるときという

のがあるのですよ。これは、一番大きな要因として合併というものがあって、そして職員の意

識がこれじゃ自分達の職場はどうなるのだって、すごく大きな意識改革に変ってきている。短

期間で変ってきている。それが、僕たちが多分見てきた病院の結果だと思うのです。だから、

僕たちがこうやって議論することも大切だし、結果報告を聞くのも大切なのだけども、本当に

そういった面では事務長、今おっしゃるとおり、例えば町の方向性が決まらなければ何も始ま

らないのだと、かもしれないけれども、それについては事務長も今回はいろんな町を見て来ら

れて、いろんな多分感想を持っていると思いますけれども、最後にそこの点についてちょっと

どういうお考え方しているか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 正直言って、どう答えたら良いのかなというのがありますが、

病院の方向性に関しましては、ずっと何年も赤字の、どうするのだどうするのだと、延々とし

て続いて来たという状況があるのですね。そういう状況の中で、じゃあ自分達が何をしなけれ

ばならないかと。確かにいろんな話が出てきた時点では皆さん方いろんなこと考えたと思うの

ですよ。ただ、残念な事に、その方向性自身が病院職員全体の認識になってこなかったと。そ

れは、事務長もひっくるめてのことかと思うのですが。ですから、今回の経営診断を受けて、

言い訳がましいかもしれませんけれども、この指摘事項の検討結果をやっぱり皆で全体認識ひ

っくるめて、とにかくみんなでもって考えましょうとなったことを、もし出来れば評価してい

ただけるのであれば、評価していただきたいなと。ただ、やはりそうは言っても、私の立場か

ら言うと、こういう厳しい現実にはやっぱりみんなに認識をさせなければならないと思ってい

ますし、そのことで職員全体も意識変ってもらわなければならないと考えています。そういっ

たことで、私の出来る範囲からでも、一つずつ取り組んでいきたいと考えています。 

○委員長（吉田和子君） 休憩にいたします。 

再開を１時 15 分といたしたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

休憩 午後 ０時０８分 

  

再開 午後 １時１６分 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。質疑のございます方。 
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13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 経営診断が出て、そして、それを全職員で意思統一が出来たと。これ

は、町民が一番目に見えない所ですので、そういう基盤が出来たということは、本当に歓迎し

たいなと、改革の所についたということで、大きく評価したいなというふうに私は思います。

今回、視察に行って来て、その中でもかなり多くのことを勉強してきましたので、それと絡み

合わせたりして見てみますと、まず一つは診断の結果について、みんな検討した結果、指摘の

とおりという形で全面的に受け入れながらやられていると。例えば、経営の方針が明示されな

ければならないのだとか、これから先々３連携をきちっとうやっていかなければならないと、

病院の役割は大きいのだと、こういうようなことが書かれているのですけども、そういう中の

中心、こういうことを進めていく中心というのはやはり病院側、特にお医者さん、院長の姿勢

なのだろうな。そういうことを、３連携自体進めていくのには病院関係のお医者さんの決意が

無ければ進んでいかないことは明らかなわけで、中心にならなければならないわけですから。

院長さんが果たすべき役割、お医者さんの果たしていく役割、そういうことまできちっと確認

出来た上でやっていこうという体制になれたのかどうなのか、一つその辺伺いたいなと思いま

す。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） この検討結果の報告については、私と師長と薬局長と副師長が

二人、このメンバーが集まりまして、実は院長の所へ行って、これこれこういう報告書でまと

めたいとお話をしました。当然、これがやる事については、医局側の同意と言いますか、意思

を確認しないことには、全て絵に描いた餅にすることも十分あるわけですね。その点を院長に

申し上げまして、とにかくみんなできちっと考えてまとめてきたのだから、この中身について

は医局の皆さんも、ぜひ院長をはじめとして理解をしていただきたいと。それと当然、お医者

さん方の中にも、このことの１点１点の中で当然協力してもらわなければならないことがたく

さんありますと。例えば、レセプトの点検もカルテをもう一回きちっと見直す。これは、お医

者さんでなければ出来ない所もありますので、そういったものについてもきちっとしていただ

きたいと。そられも含めて、お医者さん側の接遇の問題もいろいろあろうかと思いますので、

その点についても、ぜひ協力とお願いをしたいということでお話をしました所、院長先生から

快諾をいただいて、既にレセプトの面では７月の請求分から各担当のお医者さんが全員カルテ

のチェックとレセプトのチェックをすると、こういう形で具体的に動いています。当然、全て

の中身について、まず我々医療スタッフも含めて、事務職のひっくるめて当然やらなければな

らないこともありますが、それらもひっくるめて院長の了解をいただいて、ご協力もいただい

たと、こんな状況でございます。 

○委員長（吉田和子君） 13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） うれしい話だと思うのです。本当に医局の方の総意でそういう方向で

進められていくということは、すごく大事なことだと思いますので。 

ただ、視察に行ったときも、やはり現在の医療取り巻く情勢からどうやって生きていかなけ
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ればならないか。特色ある病院を作っていかなければならないかということで、皆さんかなり

の努力をされているというのが良く分かる。白老の場合、情勢も良く分かったと。それで、地

域密着型の医療を進めていかなければならないと、こういうふうに言われますよね。そのため

に在院日数なんかも減らしながらでも、地域に密着した形でいくとなればやはり在宅医療とか

何かもという形も、本当にこれを考えていかなければならないだろう。 

また、ずっと見ていますと、自治体病院の連携だとか、そういうようなことまで含めていく

と、これからの病院の方向付け、お医者さんならお医者さん、職員なら職員なりにどんな病院

を作っていこうと願うのか。そういうものまで含まれて、この検討というのはされたのかどう

なのか。もちろん、どういう病院作るかは、これは町の仕事なのだろうと思いますけれども。 

しかし、病院側は病院側として、どういう病院にしていきながら、生き残っていけるのかと

いう、その辺のイメージがなければ、やはり駄目だと思いますし、やはりお医者さんの決意み

たいなものというのが、すごく土台にあるのだろうと。というようなことで、そういう体制と

言いますか、そういうふうなイメージを持たれながら話が進んできているのかどうなのか、そ

のあたりはいかがなものでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 今回、経営診断業務の報告書の中に、今後うちの病院が目指し

ていかなければならない方向性について、きちんと実は書き込みがあります。それをクリアし

ていくために、今様々な指摘事項がある中で、それをどうやって解決していけば目指す方向に

いくのかという観点で話はさせていただいております。従いまして、この診断業務の結果報告

書の中で、例えば３連携の問題、地域医療の問題、それと医療ニーズの問題、これらついて当

然、ここに盛られている指摘どおりというふうに検討結果あると思いますが、その通りのイメ

ージでやっぱりいくべきだという形で、そういう記載にはなっていませんが、当然そういうイ

メージでのお話し合いになっております。 

○委員長（吉田和子君） 13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） この前見に行ったときに、経営診断を受けて、それを忠実に目標の数

値を上げて、それで一つずつクリアをしていって、クリアをしていきながらでも、なおかつ良

くなっていった中でも、さらに経営診断を受けながら進めてきたというのがありました。そし

て、新たな改善をしていくのだと。あくまでも、診断というのがものすごく大事な要素になる

のかなというふうに思うのですけども、もう一つ考えなければならないのは、そういう病院の

努力が町の患者さんとの接点というのを本当に考えていって、病院がこれだけ努力をしていて、

町民もそれを認めて信頼がそこの中から出て来るという、そういう関係というのはぜひ作らな

ければならないだろうと。そういうことが、この体制の中に入っているかどうなのか、町民と

の接点、どんなふうに考えられているのか、そこだけ伺いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 今回の経営診断の業務の中でも患者さんのアンケート。これは

はっきり出ています。かなり厳しいことが言われています。まず、そのことを理解、全職員の
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認識を持ってもらおうということで、まず認識はしています。次、やっぱり病院職員はこう変

ったのだなと言えるものを、どう見せていいけるのか。非常にことばで言えるのは簡単ですけ

が、実際、態度でもって本当に現われてくるのか。最近、ご意見箱等の中身を聞いていますと、

お叱りのことばは言えませんが、やはり外部の人の評価というのはどんなふうになっているの

か、これもちょっと気にしながら、具体的にどう取り組みをしていかなくてはならないかとい

うことも含めて、今度全体の経営の改善ひっくるめて病院の共通の課題としてやっていく必要

があるのかなと。そうしますと、今回この検討結果の報告書を出しましたが、検討の結果、全

体の認識になって課題を出したのだけど、当然問われてくるのは、じゃあその後どうなってい

るのということも議会の皆さんからも、町民の皆さんからも多分問われると思っています。そ

のことにやはりきっちり答えていけるように、ただやりっぱなしではなくて、答えていけるよ

うに私達が一生懸命やっていかなければならないなと。実はこれこれこれだけの研修やりまし

たと。これだけこれだけのことをやりましたと。やっぱりそれくらい言えるように、ぜひ努力

をしていきたいというふうに考えています。 

○委員長（吉田和子君） 他に。９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 先ほど、事務長の報告の中で２、３気にかかることございますので、

その点から１つ聞いていきたいと思います。 

まず一つ、この検討結果でございますが、これは吉岡経営センターの指摘事項 74 点に対す

る病院内部の３回ないし４回の部内会議において対応策を講じたという判断でよろしゅうござ

いますね。その結果、この検討結果を書いているのでございますが、私はやはり病院改革でご

ざいますから、やはり診断結果に基づいて病院内部で、この診断結果に基づく対応ということ

になると、通常管理サイクルからいきますと、ＰＤＣＡ。プランニングあって、どのようにい

つまで改革するかという計画を組まなければいけないと思うのですが、この結果見ますと、認

識しますとかあるいは認めるとか。言うなれば、ご自身の内部の問題を外部から見ているよう

にしか取れないのでございます。まず一つ、それが気になります。 

それからもう一つ、先ほどのお話の中で、方針がまだ出ていないので、それがひっかかるよ

うなお話をちょっとされましたが、私は病院改革そのもの、白老町の場合はいろいろ問題ある

かもしれません。それから、内部的にも懸命にやっていることは十分承知した中でお話申し上

げますが、やはりこれらを踏まえて進めていくとすれば、現状の病院をどうするかということ

を全員で考えたときに、方針はともかく現状をどのようにするかということを、やはり段階的

に見たとき、方針が出なければという感覚がちょっと気になるのでございます。この２点につ

いて、どのようにお考えか、１つお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 内部から 74 項目の検討結果を見ていると、外から見て自分達

が主体でなくて、誰か他所の人のことを見ているように印象を受けると、こういうお話かと思

いますが、決して私たちはそうは実は思っていません。出てきた表現そのものが認識している

とか、理解しているとかいうことばでございますが、ここに至るまでの間、やはり先ほどお話
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しましたが、例えば担当するセクションによって、考え方相当開きが実はありました。それを、

まず一つの病院全体の認識にしていこうという作業というのが、これは非常に時間がかかりま

した。確か６月の議会くらいに何とか７月か８月にまとめておきたいのだけどと、私お話させ

ていただいたかと思うのですが、そこの部分に非常に時間もかけて内部浸透も図っていたとい

う、そういう事情もあるということも、ぜひご理解をしていただきたいなと思っています。決

して私共の方が傍観者的に自分のことではなくて、人のことだというよう感じではやってござ

いません。それだけは、ご理解していただきたいと。 

それともう一つ、病院改革の方針そのものが、病院関係者がもっとはっきり出すべきではな

いかなというお問い合わせかなと思うのですが、ここの中で一番整理されたのが、地域医療ニ

ーズに合った自治体病院のあり方はどうなのかということについても当然出てきています。そ

れが、最終的には経営診断の報告書の中に出ている方向性と実は一致をしてございます。です

から、私共の病院のスタッフの考え方としましては、今回の病院診断業務の出てきた中身につ

いて、方向性について、やはりそれは踏襲していくべきだと、こういうような基本的な考え方

で、最終的にはまとまってございます。決して方針が全く無いというような状況ではございま

せんので、今回の検討結果ということだったものですから、この中には入ってございませんが、

認識としては経営診断業務の中で整理されたことというふうに理解をしてございます。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） ともかく、そのような内容ならよろしいのですが、もう一歩突っ込ん

だ検討結果そのものが行動に移せる、アクションに起こせる、そのような計画は次の段階なの

でしょうか。今も既に進んでいるのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 先ほど説明しましたとおり、個別の事案については看護業務だ

とか病院機能評価については既にスタートをしております。あとまだ、この中でも具体的に動

いていかなければならないのは何点かございますので、それについても順次立ち上げして健闘

していきたいと、このように考えてございます。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 大体分かりました。私、一番気になるのは、もし事務長がこれらの今

まで検討した結果の中で、町の理事者との間で例えば大詰めの方針に近いような考え方がまだ

そこに開きがあるのであれば、私はどんどん事務長のレベルで町の理事者と接触をすることが

大事ではないかと思うのですが、今そのような考えについてはどうなっているでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 事務長のレベルでは、この経営分析の結果についても一応お話

はさせていただいております。ただ問題は、先ほどお話させていただいたようにお医者さん、

特に院長がどのようにお考えになっているか、この辺の要素、ファクターというのは非常に大

きいものがあるというふうに考えてございます。それで町長の方には、ぜひ一度きちっと町長

と院長と１対１で地域医療のあり方について、どれ位協力していただけるのかも含めて、言い
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方あれですけど、腹を割った話をしていただけませんかということで、お願いはしてございま

す。多分近々そういったお話が、町長と院長の間であるのではないかというふうには理解をし

てございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 共通の認識の確認と検討事項とありますね。検討結果ですね、１ペー

ジ目なのですけども。これ、ちょっと私、何点か気になる所あるのです。言葉じりを捉まえて

申し上げるのは、いかがなものかなというのはあるのですけども、ちょっと違う捉え方してい

るのですよ。保健・医療・福祉・３連携の推進は、白老町は平成 18 年１月に白老町はそうい

う方針を出したと。それで、町立病院の果たすべき役割はこれであると。今後、一層厳しさを

増す病院経営状況下であっても、このことについてはきちっとやっていかなくては駄目だとい

うことなのですけれども、取り方によっては、こういった３連携の大義名分があるから町立病

院はどんな状態であっても残るのだよと。そんなようなふうにも捉えられるのですよ。本当に

職員一人一人が改革の意識を持って、これについて臨んでいくという、そういう気持ちという

のか、それが何か感じられないのですね。その点についてお伺いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 決して３連携があるから、病院が残っていけます何ていうふう

には私も考えていませんし、職員の全部とは言いませんが 99％は考えております。ただ、これ

から先、病院の方向性がどうなるか、これからいろんな議会や町民の皆さん方のいろんな論議

あると思いますが、まず基本的に、この３連携の部分で言いますと、果たすべき役割はどんな

状況であっても、きちっとやりましょうと、こういう意思のあらわれなのです。決して３連携

があるから、病院側が残っていけますと、そんな生易しいものではないということについては、

職員にきっちりお話はしてございます。どんな状況であっても、自分たちがやらなければなら

ないことがあるでしょうと。特に今回、新聞紙上でもいろんなお話が議会の皆さんもされてい

るとか載りますね。先般開かれました、病院の運営会議の席上も、職員に一応お話をしたのは、

どんなことがあっても、どんな状況であっても、町立病院が開いている以上は、地域医療をき

ちっと守っていかなければならない大事な使命があるのだから、まず皆さんそこの部分できち

っと力を合わせていきましょうということで、院長先生ともお話ししましたし、私の方からも

お話させていただきました。そういう状況の中で、やらなければならないことはきちっとやる

のだという意味合いだというふうに、ぜひご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） その点は分かりました。ただ、先ほど吉田委員が指摘されたこと、全

く私同感なのですね。やっぱり気になるのが、病院の方向性や経営方針が明示されていない中

で、将来展望が持てないという、これ全体の認識の取りまとめ結果で出ていますね。どうも、

町民のために、この病院は本当に地域医療のために必要なのだという思いが本当にあるのかど

うなのか。また、自分達の職場が無くなってしまうのだという、そういう危機感があれば、私

こういうような答えというか、まとめにはなってこないと思うのですよ。どうしてもこの辺は
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ひっかかりますので、再度吉田委員が質問しましたけれども、この点について、もう一度お答

えをいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 山本委員の言われたような厳しい指摘もあると。これは帰って、

今日になりますが、以後医局含めて、そういう厳しい指摘もありますという雰囲気については、

意見もありますということについては、ぜひ伝えていきたいと思っています。当然私も、そう

いう指摘を真摯に受け止めてきちっともっと危機感を持って、先ほど言われていますように病

院の改革について、どうやっているのだというものは、出来るだけ見えるような形で何とかや

っていきたいと、こういう決意だけで申し訳ないのですけども、そういう考えでおりますので、

何とかご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質問のございます方どうぞ。14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の件含めまして、理解は出来るのですよ。問題は、事務長言われま

したように、具体的に形としてあらわれてくるもの、それは無理なこと言うのではなくて、具

体的にあらわれて見えることが今、非常に必要ではないかなと。それはやっぱり、申し分けな

いですけど、下の方というか職員の方にそこまで要求するのは無理ですから、やっぱり各部門

の幹部の方がどのように感じていらっしゃるのかというあたりが、とても大切だなと思ってい

るのですよ。そこの意識がもちろん今変っているのだと思うのですけども、形としてあらわれ

る。 

例えば、私、森主査が来られたときも質問したのですけれども。例えば今、一生懸命やられ

ているとは言っても、いろいろ上がる問題というのは、例えば准看護師さんの問題なのですよ。

これは、彼女たちに問題があるとかではなくて、上がるのは全部そういうことで上がっていま

すよね。各病院、みんなそうです。ですから、そういう所で言えば、今年なら今年、来年なら

来年、准看護師さん１人、正看護師さんの試験を受けますよというようなことで、具体的に努

力される方が出たと。こうなりますと、やっぱり我々の見方、おっ、やる気あるのかなと映る

わけです。それだけではなくて、改革たくさんやられていると思うのだけど、ただ、そういう

ふうなことが見えないと我々の理解としては進まないのですよ。ここは、本当に分かってほし

いのです。町民の皆さんも我々もそこは同じなのです。ですから、方向性が出ないと駄目だと

いうことは、実は病院関係者の方からも同じことを幹部の方から、私直接聞きました。それは

そうだと思うのだけれど、そこで必要なのは、改革を進める具体的なものが、その前に出ない

と駄目だなと。今、山本委員が言ったことと同じかもしれないけども、そこら辺をやっぱり幹

部の方々と議論されて、例えばさっき看護師さんのこと言いましたけども、１つ１つの部署で

そういうことが、１つか２つ位出るような取り組みが無理なのかどうか、そのあたりはどうで

すか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 無理なのか無理でないのか  別にして、もうやらなければなら

ないと思っています。その辺の取り組みも実はさせています。 
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例えば、端的な話をさせていただきますと、看護師の研修なんかも実は 17 年度は苫小牧の

看護師協会の研修に当時の師長が行かれているぐらいだけだったのです。今年 18 年度の予算

のときもそうだったのですが、もう研修については少し考えてくれということで話をしまして、

来年の３月までに准看護師もひっくるめてですけども、14 件。正看合わせて 20 名の看護師を

研修に実は派遣する予定になっています。もう既に行ってきた者もあります。例えば、どんな

研修があるかということで説明しますと、接遇の指導の研修者、これ正看の方に行ってもらい

ます。10 月に准看護師さん２名に行っていただいたのですが、社会に対応出来る准看護師とい

う研修が実はございまして、社会の動向を知り、役割と責任を確認、職場に活かすというよう

な研修だとか、これから先では 11 月の 11 日に正看護師に行ってもらいますが、患者家族への

無理難題への対応から学ぶということで、そういった研修だとか、インシデント、いろんなア

クシデントひっくるめて、要因の分析の対応策についても一応勉強に行っていただくと。そん

なことも考えながら、そういったものもきちんとやっていこうというふうに考えています。 

もう一つは、さっき説明いたしましたが、レセプトの請求についてもお医者さん方に全部お

手伝いをいただいて、正直言いまして成果上がっています。そんなことも、これは１ヶ月だけ

の数字なのですけども、これが何ヶ月か連続して同じようにレセプトの返戻率が下がってくる

ということになると、それも一つ成果として誇っていけるにではないかなと思っています。そ

んなこともひっくるめて、具体的にまず出来ることから一つずつやっていきたいなと思ってい

ます。 

それともう一つは、看護師さんにお願いしているのですが、先ほど大渕委員言われたとおり、

准看護師さんの中で積極的に意欲を持って正看護師に上がろうという方がいれば、当然応援も

していきますし、逆に私共の方から何かちょっと検討して、例えば代休が出せるだとか、義務

免が出せるだとか、もし財政的な状況が許せば、旅費、日当、試験料くらい出せれば、そうい

った形の中で一人でも二人でも上のステップ、何とか目指していただけるように、そんな方法

もあるのか無いのか、これについてももっと具体的に検討させていただきたいなというふうに

考えています。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そこは分かりました。やはり必要なのはそういう状況の中で、継続的

な改革方行。そして、その結果が我々もよく理解出来て、ある意味、ある部分では議会が応援

団にもなれるというようになっていくためには、その状況が分からなければいけない。我々が

理解出来なくてはいけないと、こうなるわけです。そういうことが分からないで我々見ている

部分があるかと思います。ですから、継続的な改革方法、もちろんこれもそうなのでしょうけ

ども、きちっと出して、さっきありましたけども、外部評価システムをきちっと確立すると。

そういうものが常時毎月というのは不可能かもしれませんけど、我々が今分かるような、特別

委員会作っているわけですから、議会の側も。我々は我々でやっぱり本当に真剣勝負で視察に

も行き、やっているわけですから、そういうことが分かるような仕組みが作れれば、ぜひ作っ

てほしいというふうに思うのです。例えば、オーダリングシステムなんかというのは、高いけ
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れども、値段より以上の効果が上がるのであれば、やっぱり僕は考えた方が良いと思うのです

よ。それを、方向出るまで考えるのか、本当に必要だったら、方向出なくてもやるのかという。

そういうやっぱり姿勢が必要ではないのかなというふうに思っているのですけども、どうです

か。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 大渕委員おっしゃるとおりだと思っています。端的に言います

とオーダリングはやればやったなりの当然効果が出て来ると思います。ただ、そのためには、

やっぱり多額な投資をしなければならないと。投資をするということは、我々もそうなのです

けども、我々も努力することが大事なのですけども、やっぱり理事者にも理解をしてもらわな

ければなりませんし、当然それだけの予算を使うわけですから、議会の皆さんあるいは町民の

皆さんにも当然理解をしていただけなければならないと。ただ、私たちはこれだけのことをか

んがえて、これだけのことを取り組みして、これだけの勉強をしたのだから、それでこれだけ

の効果があるのだから、やっぱりきちんと入れてくださいと。やっぱりそれを言えるように、

今回病院機能の評価をひっくるめて、ぜひ内部で取り組んでいきたいという考えでおります。

ぜひ言われたとおりのことをやっていきたいと思っています。それと、もう一つは外部評価の

システム。私もほかの病院見に行って、外部評価きちんと受けて自分達の何処が悪いのか、何

処が至らないのか、やっぱりきっちり見てもらおうとか。ただ、それも多額の経費をかけてと

いうことになると、この病院の問題もありますから、そうではなくて今回経営分析があるわけ

ですから、経営分析の中で自分たちでも出来る手法を、例えば病院審議会の委員の皆さんに採

点してもらうとか、そういう方法でもあるのではないかとか思っていますので、それもぜひ外

部評価のシステムについても、検討していきたいと思っています。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質問のございます方どうぞ。７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） すみませんけれども、今回の検討の経過についての発表にあたりまし

て、今日は担当助役の方も見えていませんし、政策推進室の方も見えていませんけれども、こ

れにはどのような係わりを持っていらっしゃったのでしょうか。と言いますのは、内部の検討

委員会の報告ということはありますけれども、先ほどからいっぱい質問がありましたように、

やはり病院自身がどれだけ変っていくかということが、非常に大事なことだと思うのです。そ

の変り方のしようによっては、病院の行く方向性がいろいろたくさん選択出来る可能性はある

と思うのですよね。やはり、変り方が少なければ選択するのも数が減ってしまう。やっぱり、

大きな変り方をすることによって、いろいろな選択肢もある中で、そういう理事者方とか政策

推進室の方が今回見えていませんけれども、どういうような形になっているのでしょうか。そ

の辺が、私にしてみたら、せっかく説明してくださるのありがたいのですけれども、何かちょ

っとこれで良かったのかなという思いがあるものですから、その辺だけ聞いてみたいなと思い

ます。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 今回、助役も政策推進室も来てないということなのですが、私
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の方から今回のこの検討結果をまとめるに至った病院内でどんな取り組みをしたのかもひっく

るめて、まず説明をして来いと、こういうようなお話でございました。 

もう一つは、当然この内容につきましては、当然理事者の方には中身について説明はしてご

ざいます。私の立場では助役ではないものですから、理事者としてはどうなのだということに

ついては、ちょっとお話出来ませんけれども、基本的には私共の事務長と助役との考え方には

かい離は無いというふうに考えてございます。少なくても今、皆様方のいろんなお話を受けて、

指摘を受けたことについては、これは当然助役の方にも持って帰って、こういうお話でござい

ましたと、これこれこういうふうにしなければ駄目だという、厳しい指摘も受けたと、こうい

うことも助役に、もしくは助役共々町長の方にもお伝えをして、今後一層病院の方として取り

組んでいきたいと、こういうふうにお話はしたいと思ってございます。 

○委員長（吉田和子君） ７番、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 分かりました。やはり、私一番言いたかったのは、もし事務長がここ

にお一人だけ見えられて私たち議会に説明をされるのであれば、やはり事務長という立場だけ

ではなくて、ある程度町長の方から大きな委任をされると言うのですか、そういうものをきち

っといただかなければ、病院内部だけで、事務長の立場だけで意識改革をしていこうというの

は無理ではないかなと思うのです。やはり、お医者さんとの関係もありますし、その辺を私は

非常に心配しております。きちっとした形で責任をいただく、そういう形の中でなければ意識

改革も出来ないし、また病院全体の危機管理意識も向上しないのではないかと思っております。

このような考え方でおりますので、ぜひお考えをありましたら、お願いいたします。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 今、ご指摘のあったとおり、事務長だけで出来るものというの

は、正直言ってそんなに幅が大きいものではないと考えます。もう一つは何回も申しますとお

り、院長の基本的なお考えについても、これはやっぱり理事者ときっちりすり合わせをしてい

ただいて、理事者も院長もこういう考えで、こういう方向性で、こうやりたいというものをき

っちり持っていただいて、それに基づいて具体的に事務長、こういうことしなさいと。私は私

の判断で出来る分野というのは、今回こういう形で検討報告書まとめて、院内にそういうシス

テムひっくるめて作って、一つの考えをまとめていくということが、まず一番最初、私の使命

だと思っていますし、そこの部分についてはお前やれよということで理事者から賜っている部

分ですので、それ以上のものにつきましては、今日こういうお話がありましたことについても、

きちっと理事者の方にもお話をしますので、また理事者の判断を別の場面でお伺いいただくよ

うな形を取っていただければなというふうに思っております。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質問ございませんか。 

私、一点聞いて良いでしょうか。病院機能評価受審の対応ということで、経営診断の中では、

いろんな総括をして患者アンケートの分析から、総括として院内全体の改善の取り組みが求め

られるであろうということから、個別意見に指摘されるような医療の質やサービスに係る部分

に関しては、その機能評価受審への取り組みを通じて、総合的なレベルの向上を目指すことも
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選択肢の一つとなるというふうにあるのですが、この結果報告の中で、どういうことなのか理

解良く出来ないのですが、将来的には病院機能評価を受審し、評価を取らなければならないも

のと考えると。しかし、現時点では施設の老朽化、看護人員の不足等の問題があり、これらを

解決していかなければならないという現実がある。また、病院機能評価受審には、多額の経費

と受審前に職員教育が必要となる。このため、まず病院機能評価とは何かから職員研修を開始

し、受審を取り組むための検討会を設け、活動を進めていく必要があると。病院機能評価を取

得する前段で、通常業務の範囲で職員研修を進めていかなければならない事項は多数あるもの

と考えられる。これらの研修実施に係る取り組みから進めていかなければならないというふう

にあるのですが、私はこの病院機能評価、この評価をする人たちも専門家ですから、病院を一

目見ていろんな中で評価が出て来るのですが、私はここまで受けるための努力ではないと思う

のですね。私は町民からの評価を受けるかが一番大事だと思うのですね。ですから、この評価

を受けるために研修をするとか、そういうことではなくて、町民が何を希望して、何のニーズ

を求めているのか、どういったことが悪いかというのはアンケートに出てきているわけですよ

ね。ですから先ほど事務長がおっしゃったように、果たしてこういうこと、専門家にお金をか

けてやる必要があるのか。本当に町民の方々から、それから審議会のメンバーから１日病院に

居てもらって、その評価を受けるとか、そういった、このために研修を、すごくその辺がちょ

っと逆さまかなって。評価受けるのは良いけど、普段経営診断を受けて、努力したことの評価

が診断した結果をみんなでこういうふうにやろうということをまとめた。それをやっていく時

点で、町民の評価はどうなったのか。自分達の努力したことはどういうふうに見えているのか

ということを、そういう審議会のメンバーに評価してもらうことが大事であって、これを取る

ための研修をやるとか、事前に何のためにそれを取るためにこういう研修が必要だとか、勉強

会が必要だとか、何か逆転しているような感じがして、何かちょっとすきっと入ってこなかっ

たのですけど、私の取り方の違いなのか、教えていただければと思います。 

丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 誤解を招くような表現もあるのかなという気もしないではない

です。基本的に、病院機能評価の中身については、主だったメンバーについては、病院機能評

価というのはこういうものだよということについては、ある程度の理解はされてございます。

病院機能評価も先ほどバージョンファイブと申し上げましたけども、年々かなり厳しくなって

きているのも事実です。それともう一つは、病院機能評価を維持していくことの方がもっと難

しいというような時代にも実はなってございます。それで、病院機能評価をまず底上げするた

めには、病院機能評価というのはこういうものなのだよと。最終的に病院として認められるた

めには、最低限これだけのレベルが必要なのですよというとこから、まず全体認識をまず作っ

ていこうやいうことです。 

それと、先ほど言われましたとおり外部評価システム、今作れというようなお話ございまし

たが、吉田委員長の言われた話と全く同じ話だと。指摘には内容的には全く同じ話ということ

になりますので、あくまでも病院機能評価はこうだけれども、そこの部分の患者の評価だとか、
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町民の評価だとか、じゃあ実際自分達が提供している医療の評価はどうなっているのか、それ

については、きちっとまた別にやっていきたいと考えています。 

○委員長（吉田和子君） ほかによろしいでしょうか。ありませんか。９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） ５ページの医療保険経理研究所の報告がございますが、これは吉岡さ

んとの関連についてはどうなのでございましょうか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） この医療保険経理研究所というのは、釧路に本社のある会社で

ございまして、吉岡とは系列関係とか、資本関係とかそういうこと全くございません。時期的

にはいつか分からないのですけども、うちの方の維持業務と窓口業務、レセプト請求、業務委

託をしていただいている会社でございます。 

○委員長（吉田和子君） ほかにございませんか。質問が無いものと思います。 

本日の特別委員会の調査はこの程度にとどめたいと思います。 

これをもって、本日の特別委員会を閉会いたします。どうも、ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 １時５８分）  


