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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。 

お諮りいたします。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。本日の特別委員会の調査でありますが、かねて

から、株式会社吉岡経営センターに委託をしておりました、病院のシミュレーションが、報告

書が提出されております。本日はその報告書の説明を受けることとなっております。資料につ

いては、先般の 24 日に皆さんの方に配布済みでございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君） それでは、株式会社吉岡経営センターに委託実施しておりました、

病院のシミュレーションについての報告をお願いいたします。 

病院側からの説明をお願いいたします。丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） おはようございます。まず、資料の確認をさせていただきたい

と思っています。シミュレーションの作成業務報告書で解説資料。そして、報告書。さらに資

料編の三部構成になっております。この３部について、お手元に確認をお願いいたします。今

回、このシミュレーション作成するにあたりまして、当初報告書と資料編が提出されてござい

ますが、なぜこのシミュレーションを行ったのかと。それと、私共の町内の中で、今後の経営

主体を考えていったときに、もう少し経営主体について論述がほしいということをお願いした

ところ、この解説資料というのが出されてございます。今日は、この解説資料をまず読ませて

いただいて、本年３月にまとめました経営分析結果で指摘をされている事項。それと、本編に

も記述がございますが、経営主体の話しについて若干の補足がございますので、まずそこを先

に説明をし、その後報告書、資料編と、こういう形で話しを進めていきたいと思います。かな

りボリューム的に大きくなっておりますので、若干説明に時間がかかるかと思いますが、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

それではまず、解説資料編の方でございます。１ページ目をお開きください。１番目としま

して、白老町立国民健康保険病院が目指すべき将来像。これは本年３月に提出されました診断

業務結果報告書についての、おさらいについて述べられてございます。町立病院が現状分析に

基づいて抱える課題。あるいは抽出された上で改善すべき事項がこの診断業務結果報告書に求

められています。これを踏まえて、今後私共の病院に求められている機能が、この報告書によ

って明らかになってきました。この診断報告書によって、病床の規模、診療体制のみならず、

今後の町立病院のあり方について検討が行われ検討がされております。まず、この経営診断報

告書の中では、取り組むべき課題としては、永続的な医療提供を前提にして、第一に経営改善
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を行うこと。すなわち、それがまず早期に計画を、具体案を立案をして実施することが重要で

あるという具合に、この報告書で とらえております。ここから、まず話しが出発してござい

ます。今回の業務診断結果報告書の中では、町立病院が求められる機能としまして、何点かが

あげられてあります。そのうちの大事な点について、何点か若干説明をさせていただきます。

まず、求められる機能と役割ですが、１番目としましては、地域のニーズに応じた医療提供が

必要であると。この中で、地域における一般病床の提供は、今後も確保しなければならないと。

さらに、一般病床は町立病院だけですので、地域内に入院受け入れが可能な医療機関が必要で

あるというふうに出されております。また、一次救急への取り組みは地域住民の安心するため

の重要な課題であるとも指摘をされてございます。その次に、療養病床のことについて指摘が

ございます。療養病床の利用率は高い数値で推移していることから、今後の老年人口割合の増

加という要素を加味して、あるいは亜急性期もしくは回復期の療養を担うべき一般病床とそれ

に付随する医療必要度が高く、病院での療養が必要な患者層に対応できる療養病床をそれぞれ

適正規模という形で確保すべきであるというふうに述べられてございます。それと、２番目と

しまして、医療提供の安全性、継続性、平等性の継続ということが出されてございます。 

２ページ目に移りまして、２ページ目の中で高度な専門性を必要とする医療サービスの需要

に対しては、町立病院内で完結するのではなく、地域センター病院である苫小牧市立総合病院

との連携により、機能充実を図る必要があるとも述べられてございます。小児科については、

常勤医師を確保したことによって、一定の安定性を得たとされてございます。地域住民にとっ

て、現状の診療科が維持されていくことが期待されており、同時に地域住民に対して、等しく

個々のニーズに応じた受療の機会を与えることは、政策医療を担う自治体病院の責務であると

も指摘を受けてございます。３番目としまして、町立病院が担うべき役割として、地域住民の

健康維持と増進ということがあげられております。地域住民の誰もが健康で暮らすことのでき

る保健医療体制構築に向けた取り組みの中では、生活習慣病の予防、疾病の早期発見および治

療、あるいは長期療養や介護が必要な患者への対応等、保健、医療、福祉の連携の要として、

医療提供を担う白老町立国保病院がその役割を果たさなければならない、このような指摘を受

けております。さらに、健康確保の部門で言いますと、町立病院が担う連携によるサービスの

提供の中心は、生活習慣病予備軍に対するハイリスクアプローチであると。検診での発見と要

治療状態に至る前の積極的な介入のために町立病院が必要であるというふうに位置付けられて

おります。また、今後高齢化の進展に伴い高齢者の介護予防政策も重視し、高齢者対象の健康

づくり教室や自立支援の推進を図ることが、これは町全体としても求められることであります

し、町立病院としてもその役割を担うことが求められているというふうにも話しを受けており

ます。４番目としまして、医療総合相談機能の拡充。これは、本年４月から、相談窓口を設置

しておりますが、町立病院で行われております地域医療のみならず、保健、介護領域との連携

によって、地域住民の健康づくりを図るための基盤として、まず相談業務を実施する。それと、

必要度に応じて、保健・医療・介護の各専門機関への総合的なコーディネーターを行うと共に、

逆に町立病院から保健・医療・福祉の各施策にいろんな情報を発信させていくと、反映させて
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いくということも必要になるということも、指摘を受けてございます。 

３ページ目でございます。医療の機能分担の必要性ということについて論述がございました。

地域医療圏域において、白老町立病院が担っているのは、医療サービスのうちメディカルケア、

診断、治療、看護である。いわゆる病院機能、診療業務であります。これは、今後も進む高齢

化社会に対応すべく、地域の医療・保健・介護の各分野において連続したサービスを提供する

ためには、十分な連携が必要であるというふうにも指摘を受けてございます。このため、３領

域において横断的な、また地域と生活に密着した全体のネットワーク構築が、全体に求められ

ている。町立病院としましては、これらを行っていくために、具体的な取り組みとしましては、

下のカッコの欄に上げている五つの点。町民の健康づくりのへの積極的参画。予防医療の充実。

在宅看護、介護、リハビリ支援。一次救急医療体制。地域開業医との連携および支援、これを

具体的な取り組みとしてやっていく必要があるというふうに指摘も受けてございます。それと、

３番目としまして、診療機能のほかに先ほど申し上げましたが、保健、介護領域との連携強化

というのが、当然必要になってきます。これは、前日のとおりでありますが、国も施策として

掲げられた疾病予防への取り組みへのベースとなるべく、医療・保健・介護が一体となって、

地域住民の健康維持、増進に取り組む地域包括ケアを推進する必要がある。これは、町全体の

施策としてやっていく必要があるとも指摘を受けてございます。 

４ページ目に入らせていただきます。皆様方が、いろいろな全国の病院等を見て来られて、

経営主体見て来ております。今回の報告書の中にも、経営主体について様々な論述がございま

す。経営主体を考え、経営改善に対する有効性というのが図っていくためには、経営主体をど

うしても運営主体を考えていかなければならない。この中で、若干の補足がこの解説の中で出

ております。自治体が運営する現在の運営方法の他に町立病院の経営改善および安定化を実現

するための選択として運営主体を検討するにあたっては、多方面からの制度検討が必要である

ことは言うまでもない。さらに、医療機関という高度に専門性を有する公共施設であるため、

他の文化的公共施設等に比して、特殊性を考慮したうえで適切性を判断することが求められる

だろうと、こういうような指摘がございます。自治体病院の経営悪化の主な要因として、何点

かを挙げてございます。１番目としましては、高水準の人件費。減価償却費の財政圧迫。病院

幹部における経営意識の欠如などが挙がられるが、本報告書、経営分析の報告書です、で列挙

した制度を採用すること。すなわち、経営主体の変更により、いずれも経営責任の明確化と組

織目標の共有、職員意識の変革を促す一定の効果はあると考えられる。しかし、経営に対する

管理能力の有無など、管理者の資質に依存する要素を縫合しており、また選択した制度により

病院経営の独立性が高まることにで、行政との一体性が弱体化する懸念もあると、こういうよ

うな指摘もあります。これらも総合的に判断し、各制度の効用については、メリット、デメリ

ットとして、後ほど述べますが、資料編の１の３にメリット、デメリットについては整理され

ています。この解説編におきましては、導入により期待される効果について若干の補足がされ

ております。経営主体の変更の主な要素でございますが、１番目といたしましては、地方公営

企業法の全部適用ということになります。これは、ご存知かと思いますが、町長から独立した
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組織として、広範な権限と責任を有する企業管理者を設置し、経営責任を明確化にすることが

可能となる。併せて、事業に関する運営方針等の意思決定の迅速化を図ることができる。その

結果、独自の給与体系構築できることから、職員の意識改革あるいは改善意欲等の発起にも効

果的だとされてございます。 

５ページ目に入ります。独立行政法人という手法もございます。独立行政法人については、

人権費コストが削減できる非公務員型を選択することによって、経営面の強化をより確実に図

ることが可能になるとされております。経営強化の点では、設置する理事会に経営に精通した

役員を選任するなど、民間手法導入を図ることができるほか、運営の基盤ともいえる診療体制

の維持のため、医師を含む医療職の継続的確保を第一義とする場合には、適切な運営主体とし

て活用できるであろうというふうに考えています。実際、大阪府立の病院、宮城県立子ども病

院については、既に政策医療を継続的かつ安定的に提供するために、本制度がより適切に判断

され行われた選択であるというふうに位置付けをしてございます。ただ、一方で国保病院に適

用するかどうかなどは、手続きの面、既存制度の調整は今後も必要であろうというふうになっ

ています。この点につきましては、本編の方に詳述がされてございます。次に、指定管理者制

度です。2003 年、地方自治法改正により、指定管理者制度が創設され、主要な主旨。これは、

行政コストの縮減と、競争原理導入の提供サービス向上を果たせることにあるということで、

導入がされております。従来は、外郭団体等が担ってきた管理委託制度について、民間業者の

参入を認め、競争原理の導入によって、サービス向上などの付加価値を生み出す手法として期

待をされております。この運営手法の主体については、自主運営あるいは外部による第三者委

託方式があり、様々な手法がございます。医療機関においても、当該制度への移行によって、

かなり採算性が向上したり、行政のスリム化が同時に進むのが可能だと考えられております。

６ページに入りまして、この指定管理者制度を利用することによって、近年この制度に移行し

ている自治体病院が多数ございますが、単年度黒字を実現するなど、一定の効果を認める医療

機関も少なくないが、いずれも評価を下す段階ではなく、今後も各指定業者の事業計画内容、

とりわけ医師の継続的確保等の検討など、活用の可能性を拡大すべく、具体的な運営状況の精

査と共に、制度の淘汰が進められている状況である。つまり、これはまだまだ、この医療機関

を運営する手法として、指定管理者制度は、十分に検討していかなければならない。それと、

もう少し評価がきちんと固まることについて、素志検討すべきであると、こんなことも指摘を

されております。 

こういうことを頭に入れながら、次の報告書の中身に移らさせていただきます。 

この報告書の中には、個別に試算等の具体的な細かい中身に入ってございませんが、まず町

立病院が果たすべく医療ニーズは何かということと、それと将来どうしていくのかと。さらに

は、まだ非常に段階的には早いかと思いますが、ある程度平面プランというものを考えないと

形成心も出てこないというようなこともあります。これは、あくまでも仮定ということで、必

ずしもこうなるということでもございませんけれども、一応の平面プラン案についても出てご

ざいます。あくまでも、吉岡さんの考え方だというふうに理解をしていただきたいと思います。  
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第一章、白老町立国民健康保健病院が向かうべき方向性。これは、表題の下に、四角書きに

掲げておりますが、これについてはもう一度読まさせていただきます。白老町立国民健康保健

病院が向かうべき方向性のねらいは、国の施策として示されている医療制度改革や外部的要因

の視点から、地方自治体病院の方向性を検討することにある。国の制度、特に医療制度がどう

なっていくのか。この辺が、地方自治体病院の方向性を検討するにあたって、やはり欠かせな

いというようは状況になってございます。それと、将来の選択として、提示されたものの中か

ら、何を検討していくのか。検討すべき要素と外部環境の変化あるいは内部環境等の問題等の

影響度を鑑み、経営安定化を前提とした病院の課題とあり方を抽出する目的があると。この章

が、こういう観点から作られているということについて、まずご理解をいただきたいと思いま

す。 

１ページ目に入ります。この辺は、前回の経営分析の若干の焼き直しという形になりますが、  

再度おさらいをするという意味で、もう一度この辺を整理していきたいと思います。まず、１

番目としましては、国の示す医療制度改革と地方自治体病院の方向性ということになります。

まず、一番影響度が大きいのは、療養病床削減と医療法人制度の転換期に、もう来ていますよ

ということでございます。これは、介護療養病床の廃止につきましてはご存知かと思いますが、

療養病床全体を再編する動きというのが、これは非常に加速をしてございます。これは、いわ

ゆる社会的入院と言われる医療必要度の低い患者層を医療から介護に移していくのだというこ

とを、これは意味をしてございます。病院再編をしていくだということを考えるにあたって、

今次４月１日の診療報酬改定、ここで導入されてきました療養病棟基本料における患者分類に

よる包括評価。これは、いわゆる社会的入院患者の排除していくための評価の手法ということ

になります。そして、今後も医療法の改正がどんどん行われていきます。次に出て来るのが、

今までの医療法人制度と若干違った、新しい法人分類として、社会医療法人制度というのが出

てきます。この社会医療法人制度ができることによって、公共性の高い医療サービスを提供す

る医療法人、これが社会医療法人なのですが、記の用件が何点か要求されてきます。１つはそ

の事業として救急、災害医療、へき地医療、小児救急、周産期医療、その他都道府県が必要と

する医療。実質は自治体病院がどれかこれかを担ってきたのでございますが、こういった機能

を持つ公的医療機関として社会医療法人が設立されていくと、こんな形になります。これから、

こういった制度が出て来るということは、皆さんの道新でもご承知かと思いますが、自治体病

院の広域化を促進し、次期医療計画策定に向けた医療連携の推進を主眼とした自治体病院再編

への取り組みになると。自治体病院を再編していこうという大きな流れの中で、こういった医

療法人制度も出てきているのだということについて、ご理解をしていただきたいと思っており

ます。 

２ページ目です。自治体病院のあり方についても若干の記述がございます。現在、市町村合

併により、同一自治体内の、例えばお近くで言いますと、新日高町には二つの静内と三石の町

立病院がございますが、こういったものも医療機関統合と、こういった形の中で同一自治体の

中の病院を集約していこうと、こういった動きもあるということです。それと一つは、研修医
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制度によって、医師派遣制度が実質崩壊してしまったこと。さらには、４月１日の診療報酬改

定によって、看護師が確保。これはもう民間病院に完全に遅れをとっている。さらに、慢性的

に抱えてきた赤字を改めて認識をしていかなければならない。各医療機関における地域での存

在を問いながら、地方自治体病院のあり方の検討が続いている。まさに今、私共の病院の状況

と思います。こうした中で、町立国保病院としても、もう将来のあるべき姿をきちんと描かな

ければならない段階ということは、皆さん全ての認識であろうと、指摘をされてございます。

これは、経営分析の中にも出ております。地方自治体病院の将来像構築にあたっての検討要素

となるものは下の大きな１、２。自治体病院の存在意義。不採算医療と政策医療の兼ね合い。

財源と採算性の課題。そして、担うべき役割と今後何を求められているのか、ここが検討の要

素になっていくということになります。地方自治体病院の存続の選択肢について、かなりの部

分で記述がございます。まず一つは、担うべき機能として、厚労省が具体的に地方自治体病院

の方向性について出してきています。それに基づいて、都道府県が各地で出している方針の中、

二次保健医療機関。白老で言いますと、苫小牧を中心とする東胆振圏の中です。小規模自治体

が経営主体である医療機関については、統廃合あるいは１病棟程度。１病棟というのは 60 床

の単位でございます。もしくは診療所とする構想で、自治体病院を再構築するという都道府県

の大きな動きがあるということについては、ご理解をいただきたいと思っています。そして、

先ほど解説資料にもありましたが、経営形態です。経営形態についても、自治体病院の経営改

善を図るべく、経営管理システムに機能を活性化させ、管理者等の経営責任を明確化する手段

には、経営形態を変更する方法があり、これらは下記のとおり列挙できる。地方公営企業の全

部適用。地方独立行政法人制度。指定管理者制度を利用して経営形態を変えていくということ

になります。今、地域拠点病院を中心として、地域医療体制が再編をされております。小規模

市町村が抱える医療機関が現状のまま存続することは困難であることは否めない。これは、は

っきり指摘をされております。そういう状況を踏まえ、地域ニーズに答えうる健全な経営を実

現するべく、経営形態の変更を決断するにいたる事情は、地域住民の理解の下で決定される必

要があると。つまり、経営形態を変更するのであれば、十分に地域住民の理解を得てやる必要

があるというふうにも指摘を受けております。次は、イ、ロ，ハと出ておりますが、地方公営

企業法、例えば全部適用した場合の留意点というのはどういうものがあるのかということです。

これは、現在までの状況を踏まえた中で、問題点もやはり何点か指摘を受けていると、こうい

ったこともありますよということを念頭に入れながら、経営形態を考えていく必要があると。

解説編の中でメリットの部分についても述べてございますが、そういった状況もございます。

まず、地方公営企業法全部適用でございますが、病院事業管理者に任命されることにより、柔

軟な運営が可能になり、経営責任が明確化されると共に、経営の透明性は向上するが、経営の

自由度はそれほど大きくないというふうに、この報告書の中には、指摘を受けております。実

際に、全部適用に変更した病院の経営改善効果に対する評価は、今後一定の期間を経て、第三

者から行われるべき。また、この全適については、まだ十分は評価を得るだけ居の期間は経て

いない、こういうような、この本書における指摘でございます。地方独立行政法人ですが、特
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定、一般型の２種類に区分されるというふうになっています。仮に、町が公務員型を承認する

場合には、特定地方独立行政法人として存続することも可能である。職員の身分と給与におい

て差異が生じるものの、組織面、財務面において共通のメリットを有する。しかし、これに移

行するにあたっては、不良債権の解消が条件となっており、経営改善の手法としては最優先さ

れるべきものではないというふうな書き方になっています。また、国保直診施設、町立病院は

国保直診でございますが、地方独立行政法人化は、この経営主体変更によって、国保直診が維

持できるかは論議が分かれているということになっています。さらに、国保安定化計画市町村

として、指定を受けている白老町にとっては、この手法をとる場合は慎重な検討が必要である

というような指摘も受けてございます。指定管理者制度です。行政側より委任を受けた指定管

理者が運営責任者となって運営することになりますが、病院職員の身分が非公務員となること

が直接的な問題としてなってございます。制度導入には、綿密なシミュレーションに基づく、

行政と病院の協働が不可欠になります。かなり、細かい部分で指定管理者の運営方法について

協議を行う必要があると、こういったことも指摘を受けています。この制度の導入によって、

本州の医療機関において、単年度について、改善効果が現れている病院も見られております。

私共も何ヶ所かそういった病院を見て、そういうことも見られるという面もございます。指定

管理者に指定された管理者は、残念ながら全て 100％良いというわけではなくて、この制度に

基づいて、コストとサービス競争にさらされてしまうということになります。指定の継続は保

証されず、その都度契約更新に競争参入が迫られる。従って、収益に見通しがなければ、参入

しないばかりか、撤退も自由であるというような制度でもあります。病院事業については、こ

の事業の特殊性から、とりわけ市町村立機関における制度採用には今後の困難が伴うものと推

測されると。全国的には、地域医師会だとか、各種財団が委託を受けている例がありますが、

道内の場合、果たして手を挙げる民間団体がいるかどうか、今現状では予測が立たないという

ような指摘を受けてございます。なお、下の方にＰＦＩについて、若干述べてありますが、Ｐ

ＦＩは建物を建築するという手法でございます。これについては、この項では特に述べてござ

いません。いずれにしましても、経営主体を選択するにあたっては、自治体が負う行政責任、

住民への福祉へ資する結果を鑑みて、より慎重な検討が必要である。検討の上にも検討を重ね

てする必要があると。自治体病院の取り組みについては、今三つ上げましたが、こういった三

つのことについてなっております。また、繰り返しますが、この三つの経営主体につきまして

は、一長一短、それぞれ様々ありますので、地域事情に応じて求められる病院像を明らかにし

て、更に経営主体を検討していくべきであるというふうなものの見方になってございます。 

６ページになります。６ページにつきましては、町立国保病院の現状と課題について述べて

ございます。後ほど資料の中にも出てまいりますが、17 年度決算から 18 年度に移っていきま

す、今現在 18 年度動いていますが、今年の４月の診療報酬改定によって、17 年度決算、18 年

度決算、大幅な減少が見込まれます。さらにその中で、入院収益の落ち込みというのは、早期

に回復することは困難であると指摘を受けてございます。病床の稼働率と業務量に変化があり

ませんので、収入のみが減少するという状況にあっては、経営安定化に向け、具体的にかつ明
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確に目標を設定した施策が早急に求められる。とにかく早く手を打てと、こういうような指摘

でございます。自治体病院の経営改善のポイントは三点ございまして、まずは人材確保。医師、

看護師をどうやって確保していくのか。それと、地域ニーズに応じた医療を提供する。そして、

機能を明確にしていくこと。それと、地域完結型医療として、地域医療を連携をきちんと充実

をさせていくと、これが経営改善のポイントになってくるというふうな指摘を受けてございま

す。まず、人員の確保でございますが、最大の課題が医師の確保。これは、臨床研修医制度に

よって医師の派遣機能が医局から無くなってきているということになっています。その次に、

看護配置基準の見直しにより、とりわけ正看護師が少ない病院の場合、看護師数が増員できな

ければ、従前より低い評価をならざるを得ず、この点は白老町立病院も例外ではない。可能な

限り、上位の基準を取得することが収益に大きな影響を及ぼすため、早急にかつ確実に取り組

まなければならない課題だといえる。２番目としまして、建物、施設の老朽化について指摘が

あります。昭和 41 年 11 月古い方は竣工してございます。建物の老朽化は外来入院患者あるい

は家族にとって、快適性、利便性に欠けて、病院に対する満足度を引き下げる要因となってご

ざいます。従いまして、老朽化した建物の施設の改善というのは優先課題の一つとも言えると

いうことでございます。それと３番目、病院経営における基本的事項の欠如。かなり厳しい指

摘を実は受けてございます。組織において、将来ありたい姿を表現した経営理念およびこれに

基づく基本方針の策定は具体的な目標設定と経営計画策定に不可欠な要素である。医療機関に

とっての病院理念と基本方針は院内と患者、地域社会に向けて、自院の存在意義を主張するメ

ッセージであると共に、全職員が共有すべき将来像と認識されなければならない。これらが、

院内に浸透することによって、共通の目標に向け、全院的な取り組みを進めることができるの

であり、これを持たずして将来像を達成することは困難であるという、極めて厳しい指摘を受

けてございます。病院経営の中で、コスト削減に効果は確認できているものの、経営改善上最

優先で検討されるべき、診療報酬点数の加算、施設基準の実質状況の見直しに向けた取り組み

が成果をあげていないと指摘を受けています。今次４月の診療報酬改定によって、見直しされ

た入院基本料の上位取得や各種加算について、現状有している人材および機能を十分に活用の

できていない状況があるとも指摘を受けております。これらについて、早急な対応が可能であ

り、直ちに具体的な取り組みを開始する必要があるとも指摘を受けてございます。 

８ページ目に入ります。地域から求められている機能として、17 年、18 年町民の意識調査

が行われておりますが、17 年度の地域のまちづくりに関する町民意識調査、これを元に見てい

きますと、まず救急体制の充実が求められています。それと、高齢者総合対策の中で、住民の

健康、福祉の向上、こういったものも含めて出ておりますが、救急体制につきましては時間外、

夜間休日における一次救急の整備、充実が求められているというふうになってございます。特

にこの中では、高次な救急を望むのではなく、ちょっとしたものをまずきちんと診て欲しいと

いう救急のあり方というふうになっています。地域住民の最低限の安心を確保するため、初期

治療を提供する救急医療体制は、今後も維持されなければならないだろうとも指摘を受けてお

ります。それと、何点か地域から求められた機能がございます。まず一つは、一般病床の供給
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です。これは先にも指摘を受けておりますが、一般病床を持っているのは町立病院だけという

ような形になっています。高齢化社会が進む中で、自らが自家用車で通院したり、あるいは家

族サポートが可能な場合は、町外受診も継続できるというふうになりますが、近い将来、入院

と通院に伴う精神的、経済的負担の増大を今後高齢化の進展によって、推測するには難しくな

いと。また、夜間、休日の急性疾患や健康への不安が生じた際に、町内に入院可能な受け入れ

の病院があるという安心感は、住民福祉において重要な要素であるというふうにも位置付けら

れてございます。一般病床を有する医療機関は町内に必要だと。不可欠な存在であるというふ

うにも言われています。 

９ページ目です。小児科医療の維持でございますが、平成 17 年に常勤医小児科医師が確保

できておりますが、現状の小児科医療体制を将来に渡っても維持することに対するニーズはよ

り強くなるだろうと。さらに、この小児科につきましては、医師の継続的確保、あるいは必要

な人員の配置、医療体制の維持が、これは必要最小限求められているというふうなことになっ

てございます。次に、保健と福祉の連携でございます。町立病院が地域の求める機能としての

重要なファクターとなっております。高齢化が進む社会構造では、高齢者の保健・福祉に対す

るニーズも高くなる傾向にある。医療のみならず、保健・福祉介護サービスの必要性に応えて

いくことは、今後の地方自治体に託された使命とも言えるであろうというふうに指摘を受けて

おります。町立病院といたしましては、退院後の療養生活において、保健・福祉関連サービス

や生活支援、在宅療養支援等相談に対応する総合相談窓口としては、現在の総合相談室を拡充

し、今後の町立病院が担う機能に応じた医療提供に不可欠といえる地域医療連携室としての機

能を備えることが必要になると。高齢化がどんどん進んでくると、地域医療連携室には、必須

の条件となってくると。 

10 ページに入ります。選択肢の検討。整理とシミュレーション。この辺から、今回のシミュ

レーションの本番に入ってまいります。経営分析の報告書には、今年の３月だと思うのですが、

現在採用しうる選択肢としては、現状維持、規模縮小、廃止の３点というふうに述べてござい

ます。廃止につきましては、民間への譲渡も含むものでございますが、仮に民間が承継した場

合であっても、自治体として行政の関与が失われることにより、町内で唯一の一般病床を供給

する病院、診療所を除いてございますが、存続は経営戦略の方向性にゆだねられ、現在以上に

不安定とならざるを得ない可能性を含んでいると。財政上の課題以上に、地域住民の健康と安

全、安心感を守るべき病院は、地域ニーズに応えつつ存続させていく方向性を目指すべきであ

るというふうに指摘されています。しかし、病院運営と経営改善についての問題が山積してい

ることは看過できない状況にきている。ここでは、適切な規模を選定するための資料として、

想定する４パターンの整理とシミュレーションを提示する。主として、取得すべき施設基準と

医療法上求められる人員配置基準をベースに、病院として地域ニーズに応えうる機能を提供で

きることを第一義とするというようになっています。これから先、いろいろ検討していきます

が、まずは施設基準。それと、医療法上の人員配置基準、これが基本ベースになっているとい

うことについては、頭の中に入れておいていただきたい。現状維持です。現状維持につきまし
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ては、現行は 92 床となっています。今年４月１日の診療報酬改定にともなって、入院収入の

伸びにつきましては大きく回復できない、こういった状況につながっている。これは、看護師、

とりわけ慢性的に正看護師が不足しているためで、取得できる施設基準の評価が低いものにな

らざるを得ない状況がそのまま続いていると。近い将来、安定した人員を確保できる方策、な

いしは確実な採用確保の見通しを立てることは困難であるとも指摘を受けてございます。こう

いった要素を加味しながら、現状維持としてＡというパターンを設定してございます。このパ

ターンの中身については、また別途説明をいたします。総病床数は 92。一般、療養とも現行の

とおりでございます。２番目としまして、規模縮小でございます。これも、幾つかの選択がご

ざいます。経営改善の観点からは、適切な病床規模の判断ポイントになるのは、人員確保と高

い病床利用率。しかし、年齢層や疾病構造、地域ニーズの変化が著しい現在では、いずれも現

状病床数維持に向けての障害となっているが事実であるということになっています。様々に変

っていくニーズが激しいという状況の中で、これらの人員確保というのは、非常に難しくなっ

ていきますし、こういったものが現状維持というのは、非常に難しいというような指摘でござ

います。地域人口あるいは年代層予測や患者推計により、病床を削減し、適正な規模とするこ

とで上記２つの要素への対応が可能になるほか、病院が今後の方向性として打ち出している保

健・介護領域との連携機能も十分に果たせるとともに、経営の安定を図ることができるものと

考えられる。規模を縮小すると経営の安定化も考えうると、こんな中身になってございます。

病床の規模の検討にあたっては、次の２点について考えてございます。一つ目としましては、

病棟編成。現状の病棟再編成では、総病床数における療養病床数の割合が 17％余りとなってお

ります。一般に、療養病少数が総病床数の半数以上を占める場合には療養型病院と位置づけら

れますが、療養病床は削減の方向性が示されておりますし、一般病床を供給維持というという

観点もございますので、総病床数に対する療養病床比率は 30％を上限とすると、こんな基準で

考えてございます。従いまして、この病棟再編の中では、療養病床は 16 床を維持すると。一

般病床数の病床利用率は目標を 90％超えることを目標として、この療養 16 床を含む１病棟全

体で 60 床を最大規模、マックス 60 床とすると、こういうような病棟を確保するというふうな、

一つの選定でございます。２番目としまして、救急体制です。救急体制、若干の搬送件数につ

いては微増はしてございます。ただ、町立病院を経由せずに、管外に直接搬送されるケースの

割合が最近高まっております。これは、管外医療機関との機能分担が一定程度進んできたとい

うふうに推定されます。ですから、現状のレベル程度の一次給付をきちんと確保し、適切な転

送・転院基準とシステムを併せて整備することにより、患者数に鑑みて、救急機能をとりわけ

強化するべく、これは対応可能であるというふうに考えてございます。救急センター的機能を

備える場合について、いずれにせよ救急を持っているということは、入院可能な病床確保が必

要となりますが、現状程度であれば、そのためにベッドをわざわざ空けておくという必要は特

にないだろうということは考えています。四角の中に管外転送件数等の説明がございます。そ

れと、アスタリスクの下の方には、一次救急、二次救急、三次救急。こういった救急体制の役

割について記載がございます。それと、今度は診療科の観点になります。診療科の観点でござ
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いますが、現在標榜しているのは、内科、外科、小児科、そのほかにいろんな住民ニーズから

も新たに診療科についても検討が必要となるというふうに受けています。高度に専門的な治療

を要するケースについては、初期段階から対応可能な拠点病院との連携することによって、効

率化が図ることができる。内科一般と整形中心とする外科、小児科を中心とした体制を維持す

ることが相当であろうと。現状の診療科の体制を維持することが、まず妥当ではないかという

ふうな言い方をしてございます。潜在的な患者を含む患者層ですが、高齢化に伴って、眼科と

これは専門科の専門診療科のニーズが、今後とも予想されますが、入院を要する場合につきま

しては、拠点病院と連携することによって、対応する方がより一層住民の期待に応えられると

いうことでございますので、この点については、病院連携についてきちっとセットしていけば

十分ではないかと、こんな指摘でございます。従いまして、この今の病棟の規模縮小と、病床

削減という観点からパターンＢとして、総病床数が 68 床。24 床を削減し、現状の 73％。一般

病床が 52。療養病床については 16。それと、パターンＣとしまして、総病床数 56 床、36 ベ

ッドの削減。現状数の 60％。一般病床は 40、療養病床は 16 と。この中でパターンＡ，パター

ンＢ、パターンＣとまず三つのパターンについて出てきております。 

次に 14 ページに入ります。14 ページは有床診療所転換でございます。診療所には、有床お

よび無床の診療所の２種類が存在するが、国保病院が町内で唯一の一般病床を供給する病院で

あること。町内の他診療所においては、現在の白老町立国保病院が担っている役割を代可能な

機能を有しておらず、また今後代替機能を備えることも困難と推測されていることを考慮して、

無床診療所の選択肢は採用しない。診療所にあっては、現在一般病床の機能を振り返る部分が

無い、代替機能が無いということで、この報告所の中では、あくまでも有床診療所ということ

で検討してございます。入院機能を持つ有床診療所の場合、病床は一般、療養いずれにも利用

できるが、病院に比して入院基本料の評価は極めて低い。厚生労働省の示す医療機関の将来像

としては、入院医療は病院が担うべき機能とされており、この方向性は今後も継続すると思わ

れることから、人件費負担において若干の有利性はみられるものの、医師の確保や看護師の夜

勤体制など、入院機能を維持する限りは、その負担が大きく軽減することはない。よって、今

回のシミュレーションの中では、19 床の有床診療と。ここで、交付税の話が若干出てきます。

現在、交付されている交付税は、病院に関して病院１床あたりで算定されておりますが、診療

所については病床数に関わらず定額、１診療所いくらと。仮に、20 床規模の病院に交付される

金額と比較しても低額であるため、規模縮小によって得られるコストを削減分が吸収されてし

まう結果を招きかねない点も課題の一つ挙げられると。せっかくダウンサイジングをしたのだ

けれど、ダウンサイジングをしたコスト削減が、こういった面からせっかくの削減にならない、

こういったこともあるよということについて指摘をされております。パターンＤにつきまして

は、有床診療所 19 床となっています。つまり、シミュレーションを行うは、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ

の４つのタイプについて経営上のシミュレーションを行ってございます。 

15 ページです。これから出てくるのは、シミュレーションをする際の補足的な条件の話にな

ってまいります。まず、患者利用の推計ですが、外来患者の推移です。このシミュレーション
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の中では、推定人口増減率を考えていくと、年少人口率は今後減少の一途をたどると。これに

伴って、小児科外来も推定しなければならないよと。それともう一つは、入院患者でございま

すが、入院患者につきましては、年間患者数そのものは 6.7％減少になっておりますが、病床

利用率は 80％と高い水準を維持しています。これらも同様に、今後も人口減については考慮を

していかなければいけないというような形になります。こういた外来、入院患者の推移を基に、

将来の業務量の推計を実は出して算定してございます。これは、対前年度、15、16、17 の人

口増減に病床利用率の勘案をして定量的に将来業務の推計を算出しておりまして、これが後ほ

ど説明する資料の中に出てまいります。この業務量を基に、病棟再編および人員配置を検討す

る要素といたします。もう一つは患者単価。これは、診療報酬の改定、大きな制度改正に伴っ

て外部環境変化の大きな要因になることになりますので、これについては考慮をしていく必要

がございます。 

16 ページ、人件費になります。医療収益が 5.1％伸びているにも関わらず、給与費が医業費

に占める割合が増加をしていると。17 年度は、出張医師の減少と常勤医師の確保に伴う結果を

考慮しても、経営改善に向けた最重要課題であるということは、これは人件費の中では否めな

いというふうに指摘を受けてございます。まず、こういったものを含めて、各病床規模におけ

る必要とされている、これは現状ではなくて基準上の人員配置については資料に示されており

ます。施設基準等の取得でございますが、今年の７月現在の施設基準でございます。こういっ

たものを勘案しましても、入院基本料の実施等につきますが、同規模病院に比較しまして、施

設基準の取得状況というのは極めて少ないということです。人員的な問題は否めないことはあ

りますが、やはり経営安定化策としては積極的な算定を入れるようにしていく必要があるとい

うふうに考えてございます。こういった具体的なシミュレーションが今後資料の中で行われて

いきますが、今後の将来に関する提言についてまとめられてございます。 

○委員長（吉田和子君） ここで休憩を入れたいと思います。再開を 11 時５分といたしたい

と思います。 

休憩 １０時５５分 

  

再開 １１時０７分 

○委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。事務長、説明をよろ

しくお願いいたします。 

○病院事務長（丸山伸也君） 第２章に入ってまいります。今回のシミュレーションの策定に

あたって、将来に関する提言が何点か出されております。この章の目的でありますが、まずは

地方自治体病院として果たすべき役割と機能を踏まえて、前の章で提示した選択肢の検討要素

を把握してまいります。医療費総抑制の中で、診療報酬改定における報酬本体の引き下げ、こ

れは今後も予測されます。それと経営安定化と地域住民に対して良質なサービス提供する医療

機関として、一定の付与条件の下、収支予測等を実施して、あるべき姿を検討していかなけれ

ばならないと。地域密着型医療を実践する公的病院として、その使命を果たすべき求められて
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いる医療提供のあり方、または持つべき機能を模索することで、この章が構成されております。  

17 ページでございます。まず１番目としましては、経営基盤確立と求められる機能でござい

ます。病院経営の健全化対策として、国保直診の経営を安定化し、医業収支を改善することが

最大にして最重要課題であることは言うまでもない。このためには、診療報酬改定を通じて政

策的誘導が図られる病院機能の変化に対する体力と柔軟性を兼ね備える体制構築と保健・福

祉・介護の各分野との連携機能を活用して収支を安定させる方法などがあると考えられる。今

後は、介護保険業務への参加も検討的課題にあげられるであろうと。具体的には、収入面では、

病床利用率の向上と入院単価増への取り組みが従来に増して重要であるほか、支出面では業績

に見合った職員給与制度の導入などが将来の検討課題であると、このような指摘も受けてござ

います。経営基盤のための基本的な考え方としましては、１番目としましては、設置・運営主

体の点でございます。病院運営主体として、経営形態の変更に関わる選択については、各制度

のメリットと課題を十分に踏まえ、今後における様々な趨勢の中で、論議・検討されていくも

のと再認識すると。十分な検討が必要でありますというふうに言われております。それと、２

番目としましては、二次保健医療圏で一般的な医療が完結できる地域医療体制の構築というこ

とになります。これは、圏域に中核的な医療機関を担う病院を確保し、周辺の病院との連携の

下、数少ない医療資源を有効活用しながら、地域住民に適切な医療を提供できる体制を構築す

るとなっています。２番目としましては、医療機能の効率的な分担、それと入院患者の実績、

あるいは今後の施設整備の状況、各病院がアクセスを通じて考慮する必要があると。３番目と

しましては、保健・医療・福祉の３連携を実現すべく、関連組織の一体的な取り組みについて

推進する必要があるというふうに言っております。それと、町立病院を軸としまして、保健・

医療・福祉の一体的サービス提供の取り組みが促進していく必要があると、こういう指摘も受

けてございます。地域住民が安心して暮らせる地域社会を実現するため、住民と対面し、将来

にわたった健康づくりや地域包括ケア、保健・福祉・介護サービスを提供する町立病院を中心

としたネットワークを構築する。疾病を治療するのみの医療機関から、医療機能を中心とした

保健・介護機能の連携によって一元的なサービスの提供を展開する必要があるというふうな位

置づけをされてございます。２番目に入っていきますが、病床規模の検討です。地域ニーズと

担うべき医療機能。地域ニーズの中には、初期治療レベルに必要な救急体制、亜急性入院医療

に対応した機能対応。慢性期に対応した療養病床。地域における保健・医療・福祉の一体的サ

ービスの拠点機能、こういったものが求められておりますが、地域拠点病院の後方支援病院。

私どもの病院が後方支援病院として、回復期リハビリテーションと亜急性期に対応する機能を

担うほか、当面は現病院の機能を維持しつつ、将来的には在宅及び地域包括ケアを支援するた

めに院内一部施設の機能転換も考慮するということになっています。外来機能とのバランスで

す。近年の外来収入の増加は、職員の努力もありますが、医師が定着した小児科診療の要因が

大きいと推測できます。高度に専門性を必要としない症状疾患については、時間的及び経済的

に住民の負担が少ない町内で対応することが望ましい。外来機能の充実を図ることも重要な取

り組みながら、将来推計業務量の要因も勘案して、入院機能の活性化に関しては、人員配置お
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よび提供する医療サービスについて、外来とのバランスを考慮し、計画しなければならないと

いう指摘を受けてございます。施設・設備の課題です。機能に合致した施設整備を当然検討し

ていかなければならないということになりますが、一つはリハビリテーション療法室をどうす

るかということです。療養病床を現状のまま維持する場合、ならびに外来患者数を確保するた

めには、リハビリテーション部門の強化は不可決であると。また、外科で来院する患者の疾病

動向として、整形外科領域疾患の受療割合が高いことも要因もその一つである。回復期リハビ

リテーション期のケアを町立病院で受療する外来・入院患者へのインセンティブを強化するこ

とができ、地域ニーズ対応とさらには医業収入の向上の双方に資することが可能になりますと、

こういう指摘を受けてございます。２番目としましては、薬剤部門です。現在は院内処方によ

り提供している薬剤部門業務については、院外処方への移行を検討する余地がある。院外処方

に移行し、業務量の縮小に伴い、入院患者に対する服薬指導の推進により、入院収入の増加や

院内施設配備にも余裕が生まれ、将来的には保健・福祉・介護の密接な関連するサービスを提

供する際には対応がしやすくなるだろうと。院外処方におけるメリット・デメリットについて

は資料において整理をしてありますので、後ほど紹介いたします。ＩＴ化への取り組みです。

今次４月の診療報酬改定によって、新たに評価される項目として導入されていますが、病院機

能評価においても医師による指示出受と実施確認には厳格なルートと安全確保の徹底が重視さ

れております。これらのリスク回避に最も有効であるのは、電子カルテシステムであります。

この電子カルテの導入更にはオーダリングシステムについては、50 床規模の病院で約 7,000 万

程度の初期費用が必要であるというふうに指摘を受けてございます。病院建替計画の策定です

が、老朽化した建物・施設の課題については、前述したとおりでございます。現状では良好な

療養環境を提供することは困難であると認められます。地域の求められる役割を果たし、適切

な病床規模と機能を有する病院として、今後の存続を決断する場合には、病院建物の建て替え

を検討し、具体的な計画策定を経て、地域への説明及び理解を得ることが必要であるとも指摘

を受けてございます。 

22 ページです。収支予測シミュレーション。この辺が一番本番になろうかと思います。資料

３の２になって出てきますが、前述したように、適正な病床規模と編成の選択肢として提示し

たパターンＣ、56 床、一般 40 プラス療養 16 を採用し、病院の建替を実施した場合において、

推計人口などの周辺環境、現状の経営状況、患者数推移および将来業務量、人員計画等を踏ま

えて、資料のとおり収支を予測した。暫定的に平成 19 年度より新病床編成でスタートし、建

築費を 15 億円以内と設定し、全額を企業債による借り入れとする条件として実施したシミュ

レーションであるが、収入面での付与条件は下記のとおりである。なお、企業債の借り入れは、

年数均等額としましたが、償還期間の設定については予測数値が変動することについては承知

されたいとシミュレーションの中では出ています。シミュレーションの設定条件ですが、１番

目としましては、医業収入は毎年１％ダウンするという見込みでございます。今次改定同様、

今後も診療報酬改定により、２％程度の診療報酬本体引き下げが予測されておりますので、一

応毎年前年比で１％ずつ減少をしていくという設定でございます。それと、患者数の推計によ
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る修正ですが、病床減により将来業務量は縮小される一方、外来・入院共に患者数は実質数伸

びているも、15 年から 17 年における対前年度伸び率は鈍化しているため、これらの数値を考

慮した。一方、周辺地域の人口は減少を続けており、現在は伸びを示す患者数もその母数が縮

小するため、順調な患者増を継続することは困難であることは困難であることは明らかである

と。補助金の取り扱いですが、国、地方など各種補助金が資本的収入として計上される可能性

はあるが、今回は考慮をしておりません。医療制度と地方自治体の病院の施策はまだまだ明確

な計画が示されていないので、時期及び金額共に不明であるということですねで、これについ

ては収入を見込んでございません。本シミュレーションは、期待的要素をほぼ排除したため、

現実的な予測範囲であることを重視した。よって、予測した収支状況は厳しい結果となってい

るが、人員配置・給与の見直しを含む費用削減、診療報酬の加算の取得による患者単価アップ

と上方修正は可能であるとなっています。明確な病院理念と基本計画によって、適切な病床規

模を選択し、具体的な医業収入向上と費用削減、さらには病院経営に関する地域住民の理解に

よって、永続的に存続できる病院として、経営健全化に向けた収支構造の構築が求められる。

今回のシミュレーションの中では、このパターンＣを採用して、その収支がどうなっていくの

かということについて検討したということが、ここ書かれております。 

第３章につきましては、新病院平面プラン案でございます。この中身につきましては、まだ

まだ中身を云々という状況にはございませんが、あくまでも 15 億という建設費用を出すため

に、どんなことが必要なのかということもありますし、どんな病院で、どんな形状の病院であ

らねばならないのかというようなことも、この中で出てございます。23 ページに１から５まで

の新病院建て替えした場合のポイントが記載されてございます。このポイントに基づいて、25

ページのイニシャルコストの中で①直接工事費、外講工事、諸経費等も含めまして、病床数が

56 床、一般 40 で療養 16 床で施工面積が 5,400 から 5,500 ㎡位と。これについて、約 15 億と

いうことで試算をしたというような形になっています。ただ、病院を建て替えた場合も医療機

器等の更新等については、この考慮に入ってございません。これは、また別途ということにな

ります。 

それと 26 ページ。一応これだけの 5,500 ㎡の建物を建てた場合のランニングコストとして、

月額約 300 万程度かかるだろうというような、仮の資産も一応出しております。一応この部分

につきましては、こんな建物を建てた場合という程度の抑えをさせていただきたいと思います。

以上、これまでが報告書の本編の中身でございます。 

次に、資料編の中に入ってまいります。資料編の中には、今回の報告書あるいはシミュレー

ションを策定したときの基数字の基本的な考えあるいは数字等について記載をしてございます。

説明を要するページについて、説明をしていきたいと思います。ページ打ちはちょっとされて

ございませんが、資料の１の１、厚生労働省の描く療養病床再編イメージという形になってき

ます。先ほど本編の中、あるいは資料編の解説編の中で説明しましたが、介護保険適用の療養

病床が全廃になってきます。23 万床減ります。15 万床が 10 万床になってきますと。医療の部

分のイメージでございます。 
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次のページの資料の１の２。100 床あたりの総収支差額および医業収支差額。全国の病院の

実態の中から出した、標準的な 100 床あたりの数字でございます。 

次のページが医業収支差額。下の段が、医業費用・給与費。100 床あたりどうなっているか。 

その次のページが、医業収益・入院収入・外来収入の標準的なパターン。それと、６月１か

月の分の総収支差額からみた赤字・黒字病院の数の割合ということになります。これは全国の

状況から見た状況になっています。 

資料１の３。横版になります。この横版の中には、地方公営企業の全部適用。地方独立行政

法人の特定、一般。一番左は財務適用ですね。それと、右側の方にいきまして、地方公営企業

の全部適用した場合。あるいはＰＦＩを行った場合。あるいは、指定管理者の制度。この場合

のメリット、デメリットと、どういうあれがあるのかということについて、一覧表で取りまと

めてございます。 

次のページ。 資料１の４の１。経営収支状況です。これは、平成 15、16、17 と３年間分

の白老町立病院の状況でございます。 

１の４の３ですが、これは損益計算書を分析したものでございます。若干数字が違っており

ますので、ちょっと訂正をお願いいたします。付加価値及び労働分配率の推移で労働分配率の

欄ですが、平成 15 年度の欄。102.8 になっていますが、これを 102.6。平成 16 年、102.6 を

102.0。平成 17 年度、102％を 98.5 にお直しいただきたいと思います。転記したときに年度を

間違えたものと思われます。それと、この下の方に、平成 15 年 100 とした場合の様々な推移

データ、あるいは入院、外来患者の推移等について、実情について述べてございます。 

その次、資料１の４の４ですが、これは余剰予算の資本的収入、及び支出の状況となってご

ざいます。 

資料２の１の１。病棟再編パターンです。これが先ほどの報告書の中で、Ａが現状ならば、

Ｂは 68 床にした場合、Ｃは 56 床にした場合、Ｄは有床にした場合。収容規模が出てございま

す。現状ではＡプラン、これは現状の案ですが、一般につきましては、特別入院基本料という

形になってございます。Ｂプランにつきましては、10 対１をとった場合どうなるのか。必要な

医師及び看護師あるいは補助者の数について記載がございます。メリット、デメリット等につ

いて記載がございます。Ｄにつきましては、有床診療所にした場合の体制でございます。これ

らにつきまして、医療に関わる人員の必要数については出してございます。 

次のページでございますが、２の１の２。施設基準上の検討要素となります。これは、まず

一番左の段は、入院基本料が 10 対１、13 対１、15 対１の場合はどうなるのかと。それと、算

定可能な補助、看護単位がどうなっていくのかと。あるいは、平均在日数の縛りがどういうふ

うになっていくのかとなってございます。それと、真ん中の欄が、これは人数について積算を

行なっております。現状Ａの欄で、計で 58 になっていますが、ここは 51 に訂正してください。

後できちっと直しますので、ちょっとお待ちください。後で、訂正の数字出します。右の欄が

医療法上での下限数について積算をしてございます。こういった医療法上の必要な人員等につ

いて積算をしてございます。 



 18 

資料２の２の１。これは救急車の出動状況をもとについて、消防の救急月報から数字を出し

てございます。 

資料２の２の２。次のページでございます。これも消防の月報の中から拾った救急搬送の件

数でございます。15 年、16 年、１年間の年度ではございませんが、年度の中で出したもので

ございます。 

資料２の２の３。これはうちの病院から救急車を利用しまして、他の病院に転院させた状況

でございます。うちの病院から市立病院には１年間の間に 18 件。王子総合病院には 26 件。日

翔病院には５件。そのほか、苫小牧の脳神経外科、４件。全部で 64 件。一度うちの病院に入

った後、そこから次の高次病院につないでいったというような状況でございます。 

先ほどの２の１の２の、施設基準の検討予想。先ほどのＡの計の欄を、58 を 51 にしれくれ

という所ですが、実はこの表を作った時点ではこの表のとおりでございます。11 月１日現在で

あると 51 になるということで、この表はこの数字で正しいので、このままにしてください。

あとでまた、説明資料に 51 というのが出てくるのですが、それはまた説明いたします。 

２の３の１。診療科別利用患者数の推移。外来です。内科、外科、小児科について対前年度

比によって出してございます。ここの中で、外来については最終的に 0.9895。一番右の下の欄

の数字になるかと思います。 

それと次のページ、２の３の２。診療科別利用患者数の推移になります。これは入院です。

これは、内科、外科、小児科となっていますが、小児科は 17 年度、20 人の実績がございます

が、これについては特定の要素もあるということで、今回のシミュレーションの中には見込ん

でございません。療養病床につきましては、1.0207 というようになっています。トータルとし

ては、1.0238 という入院の状況が出てございます。 

次のページにいきます。資料２の３の３。将来業務の推計です。今の３つの数字をもとに、

外来そして入院の将来業務量を推計してございます。この是正係数をもとに、例えば年間の外

来の患者数について予測をしてございます。是正係数が外来で言いますと、一番真ん中の

0.9697 となりますので、約 0.03 ポイントずつ外来患者が減っていくだろうという、こんな推

計でございます。それと、入院につきましては、是正係数が 0.9426 となっていますので、一

般病床の減りが大きいというような状況の中で、トータルでは減っていきますよということに

なっています。注釈の欄です。注釈の欄はこのとおりでございまして、特に説明する事項はな

いかと思います。あくまでもこれは、シミュレーションを行う上での数値の元数字を集計しま

したという形になってございます。 

資料２の３の４。入院に関する指標でございます。一般病床の利用率ですが、15、16、17

の平均でいきますと 61％。それと、利用の病床ですが、ここは患者推計を行っております。老

年人口あるいは年少人口とも差によってどうなっていくであろうかと。これをこういう患者数

の取りましたよということになります。 

次のページ。資料２の４の１。人員配置シミュレーション、パターンＡからＤでございます。

付与条件は、一般病床が 85％。療養が 90％稼動とします。療養病床は 16 床でそのまま維持を
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していきます。一般病床は、看護師数が 10 対１。看護補助は、同じく 10 対１。ただ、Ａのパ

ターンの中では 15 対１で計算しています。療養病床につきましては、看護師が５対１。看護

補助者が５対１と。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄで計算をしまして、実質の人数等について、ここで推計を

していきます。仮にＣパターンで言いますと、現状では 58 名の人数を抱えておりますが、こ

のパターンでいくと、21 名の看護師および看護補助者数の減が考えられるというような形にな

ってございます。減につきましては、総体で 33 名の減が可能であるという形になってござい

ます。こういったものも数字に折り込みながら、検討しているということになります。 

資料２の４の２。職種別人員推移及び給与額でございます。これは、正職員の総支給額、そ

れと平均賃金を年収について出してございます。職種ごとでございます。 

資料３の１。これは、報告書の中で、病院の院外処方のメリット、デメリットについて、こ

ちらに書いてありますという形になってございますが、いずれにしてもここの部分については

院外処方も検討せざるを得ないということもはっきり言えると思ってございます。 

次でございます。本日、お手元の方に資料が、吉岡にお願いをしまして、現状に一番即した

形で、若干作り直しをさせていただいております。一応、このパターンＣ、３の２の１。次ペ

ージの３の２の２、パターンＡ。それと資料３の２の３、パターンＢ。それと、３の２の４、

パターンＤ。それと３の２の５、これは無床で診療した場合の一応収支の予測を、例えば理想

的な看護基準配置を元にやればどうなるのかという試算が、実はこれでございます。 

そして、新たにお届けしました資料につきましては、現状の正職員の人員を元に、Ｃをもう

一度試算し直したらどうなるのかと。例えば、こちらの方の資料の方の３の２の１でいきます

と、19 年度の欄でご説明しますと、職員数が 40 名と。これは、医師及び看護師の数をひっく

るめて、事務職を含めてございません。こういったものをひっくるめて、これはＡ、Ｂ、Ｃ、

Ｄのパターンでいって、特化させてやったときにどうなるのかというパターンでございます。

あくまでも今回のＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄでのパターンでの比較ということになります。 

それで、次にお手元の方に配布いたしました資料でございますが、パターンＣの 56 床病院。

これがこの今回の３の２の１に該当する資料になってございます。それと、病院経営状況の推

移表というのが２枚目、６６床というのがございますが、これは現状の建物のまま、２階、３

階の置いてあります一般病床を全部２階に集約しますよと。そして、50 床にしますと。３階を

16 床だけの、療養だけの病棟にした場合。この中身については、後で詳しく説明します。この

推移パターンを元に、一応吉岡さんの方にお願いをして、現状にあった人数、数字について出

させてございます。 

それと資料の３の２の６は、病院を建て替えたときに 15 億の、病院の起債を借りたらどう

なるだろうと。これは、条件としましては、５年据え置きの 30 年で償還するというパターン

でございますが、１年目から５年目までは年次で約4,500万の返還。そして、６年目以降は8,500

万の返還が出てくると。これについては、一応一覧表に載せてございます。 

次ページの３の２の７。これは、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄのパターンの中で、有床診療所。７億 5,000

万程度の建物を建てたときにどうなるのかと。このパターンで、これも５年据え置きで 30 年
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償還。１年目から５年目からは 2,250 万６年目以降は約 4,300 万程度の返還が出てくるという

ような形での、これは償還の表でございます。こういったものを、元数字にしてＣ、Ａ、Ｂ、

Ｄが作られている形になります。次の償還の表の後ろでございますが、一応これは吉岡さんの

方で、こんなパターンで建物を建てたらどうですかと。一部３階建てになりますが、１病棟体

制で 50 ベッドを持っていた場合と、こういう形で平面プラン案でございます。一応これは、

あくまでも参考までと。 

それと、最後の３枚でございますが、資料４の２の１。現建物のランニングコストついてで

す。これは、面積比の光熱費等について出てございます。これも一応参考までということで整

理をさせていただきたいと思います。それでは、追加して提出させていただきました資料につ

いて若干の説明をさせていただきます。詳しい中身につきましては、うちの次長が詳しいので、

これは条件設定を現状に即した形の中で、少しやらさせて。大きな点について、私の方から何

点か説明をさせていただきます。まず、一番左の欄から見ていただきたいのですが、病床につ

きましては、例えば 19 年度の欄を見ていただきますと、66 床のパターンですね、上の方のパ

ターンです。これは先ほど条件を言いましたが、一般病床を全部２階に集約します。そして、

３階は療養病床にしただけということになります。これは建て替えをしないで、現建物をその

まま使うということです。現建物をそのまま使って、何とかうまい方法はないかということで

ございます。それと、もう一つは臨時職員のヘルパーさんだとか、臨時の看護師さんはある程

度整理をして、今いる現有の正職員でどれだけ賄えるのかと、こういったことの要素も含んで

ございます。19 年度の項目を見ていただきたいと思いますが、一番上の病床数が 18 年度の見

込み 92 から 66 になってございます。これはずっと 66 のままでいくというようなパターンで

のシミュレーションになります。それと、医業外収益の中で他会計補助金という項目がござい

ます。これは、一応現状で２億円の繰出金をいただくという前提になっています。親会計も大

変厳しい状況ですが、シミュレーションとしては２億円そのままいただきますと、こういう形

になります。それと、医業費用の方に移ってまいりますが、ここの部分では、平成 19 年度と

18 年度の差でございますが、給与費は 3,000 万ほどしか下がってございません。これはそうい

った状況の中で、現行の職員ままというような形になってございます。それと、19 年ずっと下

の方にいきますと医業収支。医業収支で言いますと、医業収益から医業収支を引きますと、３

億 2,000 万の赤字になります。さらに、経常収支で言いますと、１億 3,000 万の赤字が、もう

19 年度で予測される。この傾向はずっと続いていくと思います。それと、19 年度には、企業

債ひっくるめて出していただきますが、これはそのままでしましても、一番下の欄をちょっと

見ていただきたいと思います。これは、実質町の繰り出しになる部分でございます。この計画

では、今年度並みに２億3,000万は何とか出していただけると。ただし、交付税で来る分が8,000

万程度しかございませんので、一般財源として１億 5,000 万の持出しになってくると、こうい

うような状況になってございます。経常収支は下の２段目になりますが、大体１億から１億

3,000 万位が、ずっと毎年赤字が続いている。これは、ですから２階、３階の今の病棟のまま

でいくと、こういう見通しになると。この場合、一般病床数が減ってまいりますので、これに
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つきましては入院制限がどうしても発生せざるを得ないと、こういう状況も生まれてまいりま

す。 

２ページ目の方でございます。これは、病院に 15 億をかけて全部建て替えた場合の試算で

ございます。先ほどのＣパターンの中での要素を組んで、さらに現有の正職員をある程度引っ

張っていかなければならないという事情もございますので、そういったものもひっくるめての

話になります。この場合、他会計補助金としましては、同様に２億円の補助金をいただくとい

うような形になってございます。これを行いましても、医業収支については 19 年度１億 2,700

万のマイナスになります。それともう一つは、この段階の中で企業債として一応 15 億円を建

て替え費用。これは、仮に 19 年度１年間でやったという場合の試算でございます。これを建

設改良費として 10 億支出をしていきますよと。このあと最終的に資産の医業外費用の中で改

築分の減価償却費あるいは医業外の利息分を 20 年度から約 4,500 万。これも５年間だけです

ので、次に 26 年から負担金の償還が始まってくると。これを合わせていきますと、一番下の

欄を見ていただきたいのでありますが、平成 19 年度からは１億 5,000 万程度の持ち出しがや

っぱりずっと続いてきます。さらに 26 年度からは、償還が始まりますと、約２億近い償還が

できる。さらには、経常収支としまして、2,500 万位の赤字が続いていくと。これが一番、現

実の実態にあった姿になってこうかというようなことでございます。 

○病院事務次長（日野戸謙一君） まず、この表をちょっと概要だけ、再度ダブるかも分かり

ませんけれどもご説明いたしますが、まず一枚目。これにつきましては、事務長が申し上げま

したように、今現時点 92 床、病床数あるわけですね。これ、２階と３階に一般の病床が分か

れています。３階にはさらに療養病床ですね。長期入院する患者の病床が 16 床あるわけです。

そういうことで、今現在、こういう診療報酬が改定になって、結局看護師さんが 13 対１の割

合で看護比率、あと夜間の一人頭勤務時間を 72 時間以内にしなさいと、こういう制限がある

わけです。そのために、じゃあどうしたら良いのかということを、今これで検討しているわけ

ですが、その場合に３階にある一般病床も今の２階の病床に全部下ろしてしまって、そして２

階が全部で 50 床あるわけです。一般病床を２階全部 50 床にして、３階が 16 床、療養病床残

しておくと、こういう形でやろうかというのが、今のここの 66 床ということでございます。

それで、入院患者の、19 年度 60 人というふうに見込んでおりますが、この内訳としましては、

大体実績を見まして話しておりますが、一般の入院患者が１日あたり 45 人。それから、療養

の方で、３階の方大体 15 人と。こうすることによって、13 対１という、今現状の看護師の数

で何とかやっていけるのではないだろうかと。こんなことで今これを試算していただきました。

それから、外来の患者につきましては、19 年度以降、約 0.8％位ずつ伸びております。吉岡さ

んの一番最初に出てきているやつについては、減少している計画でございましたけれども、こ

れは確かに、年少人口は減りますけれども、逆に高齢化になってくるだろうと。病院はやはり

高齢者の受診率も高くなるだろうというような予測のもとに、逆に約 0.8％の増とこういうこ

とで、外来の人数を見込みました。人数的にはそういうことでございます。費用の方に関しま

しては、今３階の一般病床を２階にするということで、看護部門の人員も余剰が出るだろうと
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いうことで、ここの給与費ですけども、看護部門で 10 名の減ということで、約 2,500 万位減

額をしております。そういう中で、ややこれで実態にあっていくのではないかということで、

これを計算しておりました。あとの費用の面につきましては、事務長が申し上げたとおりでご

ざいます。あと２枚目の方です。この 56 床につきましては、吉岡さんの当初のＣパターンの

シミュレーション。この 56 床ということでの考え方をそのまま持って来ております。費用の

方では、給与費の方でございますが、新しく建設するという、こういう形の中でいくと、先ほ

ど申し上げました、２階、３階に療養病床を残しているということではなく、ワンフロアーで

全てを賄うと、こういうような形になりますと、さらに余剰人員が出るだろうということで、

先ほどこちらの資料の説明ございましたが、21 人減になるだろうということでございますが、

今現時点での私の方の試算でいきますと、医師１名減という考え方と、看護部門 23 ぐらいを

減少すると、そういうことによって 18 年度の決算見込みからしますと、大体 7,000 万位の減

少と。やはりこの位をしていかなければ、なかなか採算が合っていかないだろうというような

考えで、これを作っていただきました。後は事務長が申し上げたとおりでございます。 

○病院事務長（丸山伸也君） 一応、出てきた資料及び追加で出してきた資料等について。56

床の今現有の２階、３階を整理しようということでございます。基本的には、今回の報告書の

中でも言われております、看護基準をやっぱり少しでも上げて、増収しないことにはどうにも

ならないだろうと。それを上げるために苦肉の策として、実は考えてございます。現在、一般

病床が特別入院料なっていますが、これを何とか 13 対 1 に上げたいと。13 対１に上げるため

に、看護師も集約をして、単価を上げて、なおかつ職員についても過剰に出る分については多

少の整理はやむを得ないと、こういう判断でございます。それと、もう１つ補足になりますが、

療養病床につきましては、現時点では人員の問題もひっくるめまして、なかなか満度な、患者

さん入院状況、身体状況によって高い点数が取れる状況ではないということですので、これに

つきましては、現状のとおりでやっていこうと、こんな考えで一応セットをさせていただいて

おります。一応いずれにしましても、この今回のシミュレーションの中で求められている病院

のあり方、あるいは方向性等も含めまして、このＣパターンでどうなのだということが、一つ

の考え方になろうかと思っておりますので、この点についてはまた私どもの方も検討をしてい

きたいと考えてございます。一応これで説明の方については終わらせていただきたいと思いま

す。 

○委員長（吉田和子君） ありがとうございました。ただ今、説明がありましたけれども、質

疑があると思いますけれども、昼食の時間になりましたので、休憩をして 13 時より開会をい

たしまして質疑を受けたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

休憩 午前１１時５８分 

  

再開 午後 １時００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。それでは、先ほど説明を

受けましたので、質問を受けてまいりたいと思います。質問のございます方どうぞ。 
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９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 説明を受けましたけれども、２、３ちょっと考え方を聞かせていただ

きたいと思います。せっかくシミュレーションを組んでもらっても、健全経営という、一つの

方針が抜けているのではないかと思うのですね、この資料全部見ても。それで、ともかく収支

をプラマイ、とんとん並びに黒にする時点まで、施設は現状で改修、それから繰り入れはゼロ

という考え方の中で、そのような基本的な考え方を持ってシミュレーションしないと、ただこ

れは想定に基づいて検討するにも、これなかなか判断が難しいと思うのだけれど、その点の考

え方についてどう捉えていたのか、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） シミュレーションの想定の中で、議員おっしゃるとおり、本当

にプラマイゼロができるのかできないのかひっくるめて、やはり検討すべきだという考えは持

っていました。ただ、現状でうちの町立病院が政策医療、一時救急の部分、小児科等の不採算

を抱えていると、こういう状況がありますので、基本的には現行のいただいている繰り出し基

準に基づいて、一般会計から 補助金をいただいた場合、それで収支が合うのか合わないのか、

まずきちんと出してみようということで、計算をしてございます。残念ながら、例えば人件費

をここまで抑制します。経費をここまで抑制しますという形での、今回シミュレーションはそ

こまで出ていません。今後の論議としては、そこの部分が一番重要なポイントになっていくと

いうふうに考えてございます。今回たまたまあくまでも現有の人員等で現行どおりのいった場

合どうなっていくのだという、そこをまずきちんと出してみたと。それをＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの型

の中で計算をしてみたと、こういう位置づけでございます。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 主旨は分かります。でも、現況そのように病院の経営がこのような状

態になっているということは、常識的に判断できているわけですから、今一歩進んでそれを展

開して、やはり黒に持っていくということが絶対条件なわけですね、現在。ですから、私は今

このような状況というのは計算しなくたって、既に分かっている状況でございますから、今ほ

しいのは、どの時点でどのような手法を取ったら病院経営がプラスになるのだということが、

今一番重要ではないかと思うのですね。ですから、そういうふうな意味で、例えば病院建設を

改築しなくても改修で、最大限どの程度改修したらやれるのか、あるいは病院の施設の中で、

どの程度改修して、経費をかけたらどうなるかという、人件費の問題もありますけれども、そ

のような中で、例えばこの最後の資料２枚いただきましたけれども、この２枚目のＣパターン

で、これが一番現実的なパターンだと思うのですけども、そのような形の中で組んだときにど

うなるかという判断がやっぱり欲しかったような気がするのですけれども、その点はいかがで

ございましょうか。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 基本的な話は今、事務長から申し上げたとおりなのですが、このＣ

パターンの 56 床というのは、今回の経営診断の中では、一番効率が良いということでの一つ
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のパターンでございます。それで、先ほども資料でご説明いたしましたけれども、ここでまず

１つは、町の持ち出しの関係なのですけれども、議員の方からもそういうこと繰り出さないで

という話しありましたけれども、ここの表で説明させていただきたいのですが、国税算定、こ

れは当然病床減りますから、8,000 万に減ります。この１億 5,000 万を繰り出すという中身は、

いわゆる一時救急の部分ですとか、小児科を持っているとか、要は政策的に医療を提供してい

る部分で、１億 3,000 万 ルール分、これを出しますよと。プラス基準どおりに建物を建設し

た場合の利子分、利子補給半分と、これは決められたルールでございますので、最低限の支出

をして、基本的な支出をして、何とか 1,000 万台位の赤字で終わりますよと。ですから、問題

はここから、例えば政策的に提供している医療を辞めるとか、例えば給与を削減するという意

味では、先ほどのも出てきましたけれども、全部適用するとか、そういう努力をしていけば、

これは当然改善できることになるわけです。そこまで全部はできませんので、基本的なパター

ンとして、こういうシミュレーションをしたと。これを参考に、今後今、議員がおっしゃって

いるような黒字に転換するために、どういうようなことをしていくかということは、これから

の検討になるというふうに思っております。そういうことで、これはあくまでも１つの試算と

いうことでご理解をいただければと、このように思います。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 概略、分かります。それで、そのような見解でいったときに、今後病

院経営のこのシミュレーションもそうでございますけれども、黒字体制に持っていくという一

つの基本理念の中で進めたときに、どのような方法を取るかということについては、これから

検討するということでございますね。今のお話で、既に病院内部では、要するに病院内部の内

部改革の委員会、その他の流れの中で見たときに、それを今までやってきた流れの中でとった

ときに、例えばこのシミュレーションから見て、どこに手を打ったら良いのかという考え方も

既に、これをもとにしてすぐできるという判断でよろしいのでしょうか。 

○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） まず今回、今年４月１日の診療報酬改定の問題が大きな課題に

なっています。これをまずクリアしないことには、正直言って病院の前途はないと、会計上。

ただ、それも今の施設の中でもって、どこまで対応できるのかと。これについては、はっきり

言って限界があると。すなわち上の方の表で、66 床でやったパターンが、これがおそらく現実

的に今病院として最大限努力してできるパターンになってくる。それでも、約１億 3,000 万近

い赤字が出てくる。こういうような状況になっています。ですから、この次やっぱりきちっと

考えていかなければならないのは、例えば職員の給与の問題もそうですけれども、経営主体を

どうしていくのか、どこまでの医療になっていくのか、この辺はやっぱり住民、あるいは議会

の皆さんのコンセンサスをきちっと得ながら、じゃあここまでのことをきちっとしたらどうな

のだというのが、次の段階になろうかと、事務としては考えてございます。 

○委員長（吉田和子君） １番、小西委員。 

○委員（小西秀延君） 今後の病院の形態を考えるときに、今答弁あった経営主体がどうなっ
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ていくかという非常に大きなキーポイントになっていくのかと思ったのですけど、それを見る

のに、今回ある程度シミュレーションで見えてくるのかなという感覚で私はいたのですよ。こ

の今日いただきました 66 床のシミュレーションが、例えば経営主体を全適でやった場合、ま

た独立行政法人でやった場合、また指定管理者制度でやった場合というような形で、全国の平

均を取って、ある程度こういう形でシミュレーションできるような形というのは、今後取れな

いものなのか、現在もやっていけないものなのかどうなのかという点が１点。 

○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、経営主体ごとに、例えば 66 床の部分についてシミュレー

ションはどうかということになるかと思いますが、正直言いまして、経営主体をどういう具合

に捉えていくか、その条件設定が一律にできるのかできないのか、こういう問題もございます。

それで、ある程度の条件設定をして、例えば独法にした場合はこういう形でどうなるのか、指

定管理者に当てた場合には、これこれこういう条件をして、そういったある程度の差が、おそ

らく同一の条件というのはかなり難しいかなと思っています。ただ、逆に言うと私どもの方の

目標を設定して、これで本当にできないのかというやり方は可能かと思いますが、いずれにし

ても同一条件で比較してみるというのは、ちょっとかなり技術的に難しいかなというふうに思

っています。まだやってもいませんけども、ちょっとそういう気がしてございます。かなり条

件設定に手間を取るかなと感じています。 

○委員長（吉田和子君） １番、小西委員。 

○委員（小西秀延君） お考えの中では、ちょっと条件設定が非常に難しいかなとは、今お聞

きして大体分かるのですが、ある程度の範囲の中でやってみようとかいうお考えはございます

か、今後。 

○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） それは、必要に応じてやることは十分できると思いますので、

その今後の論議の中で、やるとすれば検討していきたいと思います。決してやれないという意

味ではございません。 

○委員長（吉田和子君） ほかに質疑のございます方、どうぞ。４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 確認なのですが、１つずつ確認していきたいのですが。今日いただい

た資料の２枚目なのですが、この中で平成 18 年から 19 年の所の、19 年の医業費用の材料費

なのですが、こういう大きく減るという要素、考え方を教えていただきたいのですが、平成 18

年度は４億 700 万。平成 19 年度は２億 3,000 万と１億 7,000 万位一気に減っているのですが、

この考え方をまず教えて欲しいのですが。１枚目の所を見ますと、66 床で４億 700 万と同じ

なのですが、66 床にしたときに３億 9,200 万ですか。1,000 万位しか減っていませんよね。そ

れが突然ここであと 10 床減らしたら、１億 7,000 万位減ったという、ここの中身を教えてほ

しいのですが。 

○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） 吉岡さんに計算をしてもらってお考えを聞いたのですが、一つ
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は入院、外来の材料に関しましては、吉岡さんが持っている係数を持って当てはめているとい

う形になってございます。それで 56 床パターンの場合は、係数を当てはめていくとこういう

形になっていくということで、表の数字とは若干かい離が大きいというような状況になってい

ます。ここの部分では、実質私どもの感じとしましても、もう少し数字は上がるのかなという

感じはしていますが、シミュレーションの中では２億 3,500 万という数字で聞いてございます。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 全体の差し引きですから、ここの数字が１億 7,000 万ですから、もし

１億違ったとしてもここに出てくるマイナスというのは非常に大きいのですよね。差し引きし

ますと。入院の病床数に対する入院の数が、その係数があるとかないとかという話しになって

しまったらどうにも話しにならないですが、66 のときは 60 ですよね。56 のときは 50 ですか

ら、ここでも 10 床しか違っていないですよ。それが、今現在 62 ぐらいになっているのですか。  

○委員長（吉田和子君） 日野戸病院事務次長。 

○病院事務次長（日野戸謙一君）今現在、52 床前後で推移しています、今現時点では。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 今 52 ですから、１年通して 60。これ見て見込みは 64 ですよね。64

で４億かかると。50 になったら２億 3,500 万というこの数字が、いくら係数と言ったってコン

ピューターってあまりにも差がありすぎるのですよね。やっぱりこういうの、もう少しシビア

に数字出していかないと、収入と支出の中で比較するときに、どれ位マイナスが出るかという

のは、そういうものはすごく大きな問題。１千万という話しなら良いですが、１億 7,000 万と

いう話しになりますと、最後のところになりますと、一般財源持ち出しでかなり変わってきま

すよね。やっぱり、こういうのはシビアに考えた方が、比較して数字の中でこれだけ違うと、

ちょっとどうなのかなというふうに考えました。それはもう１回精査していただきたいと思う。 

○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） ちょっと、確認はしていなかったのですが、要素としては院外

薬局作った場合の薬剤費の持ち出しの部分が減っている可能性があります。ちょっとこれは確

認させていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） それと、私たちは新聞の報道でしかまだ知り得ていないのですが、９

月から医大からの派遣のお医者さんが来なくなったとう話が新聞報道で聞いています。一つ助

役に聞きたいのですが、議会でいろいろやっている、今までやっている、こういう形になった

という部分では、やはり医大からの派遣がなくなったということに対しては、非常に議会とし

ても検討する中では大きなことですよね。新聞報道では出ましたけれども、議会とか町民にこ

ういう町が知らせているという部分ではないですよね。議会報告でもその部分は無かったです

し、ここら辺はなぜこういうことになっているのかということを一つ。何か、もっと変わる要

素というのですか、今お願いしているので、派遣がされるようになるかもしれないとか、そう

いう要素があって、そういうことをまだこちらの方に伝えていないのか、議会にも伝えていな
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いのか、そこら辺を一つ教えてほしいのですが。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 道新の記事で報道された部分だと思うのですけれど、実は火曜日の

午後の２時間分なのですね。その手当てがつかなくなったということで、派遣できなくなりま

したと。病院の中では、常勤医の中でこれは十分可能だということで、あまり患者さんに迷惑

のかかるようなことではなかったものですから、手当てできる部分でしたから、そういう形で

正式のコメントをしたり、新聞社に対して発表したりということはしてございませんでした。

ただ、取材の中でそういう話しがあったということで、取材は受けたことはありますけれども、

私どもの対応としては、十分対応できることですからと、２時間の話ですということで、お話

しはさせていただいたのですが、実はああいうふうに見出しが中身に比べて見出しが大きくな

ったものですから、ちょっと私どももびっくりしたのですけれども、そういうこともきちっと

議会に報告しなさいということでは、言われれば確かに何らかの形で報告すべきだったなとい

うふうには思っています。町民の皆さんの関心ごとではありますので、今後十分注意して対応

したいと思いますが、私が報告受けたのは影響なくできるということなものですから。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） ああいう報道が出たら、内容が分からないものですから、やはり町民

だって議会だって、あの新聞の内容でしか、来なくなったらと言ったら、全く来なくなった話

しなのかという、そういう中身ではなかったわけですから、２時間だとかという、そういう話

しではなかったわけですから、どういう状況だということが全く伝わって来ないのですよ。で

すから、ああいう報道出たときに、こういう状況だからという話しぐらいはしておいてくれた

方が、もっともっと逆に私たちが、ああいう報道出たのだけれども、これは今の２時間位の話

しでそんなに不安になることはありませんよと、今の通常の業務の中でやっていけますからと

いうことを、私たちからも話しができたのですが、全くあれの中身というのがこちらの方に知

らせてくれないものですから、今まで来た先生が全部来なくなってしまったのかと逆に思って

しまいますよね、あの報道の中身が。そこら辺、やはり気をつけて、あの報道出た後でもいい

ですから、ああいう報道出たのだけれども、中身はこうだよぐらいは教えていただいた方が良

かったかなというふうに思います。それともう一つ。今、シミュレーションをして、私たちも

勉強してどうしたら良いかということを考えてはいるのですが、やはり救急だとか、この間の

院長の講話の中にも出たのですが、先生方の労働時間とか、そういうのが非常に救急や何かを

含めて、次の日また診療をするという、そういう流れの中では非常に大変な時代。ここだけの

話しではなくて、全体がそうだという話しもしていましたけれども。そうなると、やはりうち

の先生も、小児科もそうなのですが、高齢化になってきますと、段々と当直して次の日また診

療やるという、そういう流れというのは大変になってきますよね。どうしても一次の救急医療

として、診る所は診ないと駄目なのですが、ここら辺の救急の報告で見ると、これはすごく町

民からの要望というのですか、ニーズも多いので、これは維持していかなければならないとい

うのだけれども、一方はお医者さんの確保が難しいとか、そういう中では非常に、これは維持
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していくことは絶対に必要なのだけれども、難しい部分だと僕は思うのですよ。そこら辺、白

老の場合ですと、苫小牧とか登別とか大きな病院が近いですし、救急で搬送しますと 15 分と

か 10 分の中で救急車で搬送できますよね。そうしますと、今の救急のあり方、24 時間やるの

ではなくて、日中は救急受けるのだけれども、夜間の場合は直接二次救急医療というのですか、

そういう所に搬送していただくとか、何かそういう考え方を持っても良いのではないかと思う

のですが、そういう考え方というのはあるのか無いのか、もしあったら、全くお考えが無けれ

ば良いのですが。 

○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） これは、政策医療の一番根本なる部分なので、病院の事務長が

できるできないという話しはできませんけども。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 政策医療ということで、一次救急医療の関係は、院長のこれは十分

理解していただいている話しですし、必要性については。ここでも指摘されているとおりなの

ですが、ただ先ほども吉田委員の方からもお話ありましたけれども、やはりここの所にどうし

ても医師を確保するということでは、今６人の常勤医で、そういったことの救急含めて２名を

確保している体制で、８名体制になっています。そういったことで、そこの部分はかなり大き

い部分ですし、金銭的にも大きいですけれども、ドクターの負担ということも大きいと思って

います。そういう意味では院長先生はじめ、常勤医の皆さんには頑張っていただいているなと

思っているのですが、これ今言ったように政策医療の基本でありますし、町民から求められて

いる部分だと思うのです。二次救急が必要な方は、すぐ転送していますので、まず町立病院で

診る部分は診るというような形をとっているというのは基本だと思っている。ただ、そういう

ことを考えていきますと、町内にも民間の病院がありますから、そこと連携してできないのか

なというのは、私も思っているのですけど、ただ民間の病院も、多分先生も一杯一杯でやられ

ているので、なかなか現実の問題としては難しいなという面はあるのですが、いずれにしても

将来的にはそういう所との連携ということも視野に考えていかなければ、今そういっても医師

に確保というのは大変ですから、町内全体でその辺をどう一次救急体制を確保していくかとい

うのは、今後の課題だというふうに思っております。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 町民の今の町立病院のニーズの問題なのですが、高いと。今後もやっ

てみて、一番高いのは、療養病床だとか、最期白老町立病院でお亡くなりになる人が最近多い

のでよすね。やはり、最期の場所としての病院のある価値というのですか、そういう部分とし

て非常にあると思うのですよ。ただ、一方国民健康保険だけの話しだけなのですが、町立病院

にかかる人が 13％ですか。100 人いると 13 人。あとの 87 人は他の病院にかかるわけですね。

ここら辺、何とか改善して、少しでもかかる患者さんが多くなるということ。シミュレーショ

ン見ても、増やす要素というのですか、そこら辺のことを全然要素として考えていないという

か、このままだという感じの数字が多いのですよね。やはり、そこの努力というのか、そうい
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う部分はどういうふうに考えているのかと思うのですよ。もう少し何か町立病院にまず、風邪

ひいた、本当に一次的な病気については町立病院にかかっていただくという、何かそういう流

れをどこかで作っていくというのでしょうか。そういう努力というのは、元々要するに患者さ

ん増えれば採算が取れるというのか、経営としてやはり収入ですよね。今は、支出のことばか

り考えている。やはり、収入増やさないと駄目だと思うので。収入を増やすための考え方とい

うのですか、何かこれだけでは足りないというか、シミュレーションの中では、こうやって収

入を増やしていくべきだみたいな所が何か少ないような気がするのですが。ここら辺の議論と

いうのが、もしあれば。 

○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） 議論というか、考え方はまず一つ説明をしたいと思うのですが、

実は外来のお医者さんの数なのですが、これも医療基準がありまして、今いる現有の数で無制

限に患者さんを増やすという状況にはなりません。それで、我々の方向性としては、まず一つ

は客単価と言っては失礼なのですけれども、外来患者一人当たりの単価をどうやって上げられ

るか、まず考えましょうというのが一つの増収方法です。それともう一つ、今回の報告書の中

にも書いてありましたが、いろんな診療科をどうするのだと。場合によっては確保ができれば、

地域の機関病院の応援を得ながら、あるいは医大、北大等の薬部の病院の応援を得ながら、専

門科を必要とするお医者さんをどうやって受けることができるのか、その辺も今度はポイント

になってきます。そうなると、今の施設で外来十分に機能できるのかできないのかということ

になると、かなり今状況的には難しいだろうなと。もし、患者数を増やして、収益を増やすと

思ったら、一つはそういった専門科を標榜するお医者さんをとにかく確保してやっていく以外

に、ちょっとないだろうなと。現状見ましても、内科、外科とも正直言いまして待ち時間相当

ございまして、もうそろそろ外来をこれ以上２割、３割増やすというのは状況には医師的には

ならないのかなと、こんな状況にも考えています。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） お医者さんがやれる範囲というのは分かるのだけれども、本当に月曜

日から金曜日まで、本当にそういう状況なのかどうかというのは、見てお分かりのとおりだと

思うのですが、それは一つの考え方かもしれないけれども、やはりこれだけ町民の方がいて、

それだけ患者さんがいるわけですから、まず風邪だとか一次的な病気であれば、もし苫小牧行

くのであれば、白老でまず診てくださいという、そういう何か努力というのは、先生が大変だ

というのは分かるのだけれども、何かそこでは違うのかなというような気もするのですよ。や

やはり、企業訪問して、企業の健診に白老の町立病院を使ってくださいとか、そういう努力も

していますよね。そういう流れの中では、一次的な病気についてはまず町内でというようなこ

とがもっともっとあっても、僕たちもやってきたのですが、なかなかそういうわけにはぱっと

はいかないのですが、これ町挙げて少しそういうこと何か良い方法はないかということは思っ

ているのですが、今、丸山事務長の話聞くと、もう手一杯だからこれ以上は無理だという話と

は、何か違うような気がするので。そういう努力はすればもう満杯になってしまって、これ以
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上は無理なのかなという話しとは違うような気がするのですが。そうすると、このシミュレー

ションでやっても、いくら頑張ってもプラスにならないですよね。 

○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） お答えになっているか、ちょっと分からないのですが、議員お

っしゃるとおり先生ごとによって、多少のばらつきがあるのは事実です。ですが、その辺を院

長先生筆頭にして、ある程度全体的な底上げをすることによって、鈴木委員が言われたような

部分で経営改善というのは、まだまだ十分見込めると考えています。看護師、他の医療スタッ

フもいろいろ頑張っていますけれども、もう一段ぜひ理事者の方にもお願いをして、先生方に

頑張っていただくように、そういった働きかけをするような形で努力していきたいと、こうい

うように考えています。 

○委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 一番最初の吉田正利委員の質問とバッティングすると思うのですけど

も、経営コンサルタントにこういったものを依頼するということは、どうやったら今まで赤字

になっている部分を改善できるか、プラスの状況に持っていける所まで調査していただいて、

こういうパターンと、こういうパターンとこういうことをやれば、こうなりますよといったも

のが、私も出てくると思っていたのですね。この前、議員全員で研修に行きました。行った所、

それぞれいろいろあったと思うのですけれども、やはりいろいろな思い切った改革をして黒字

になっていっている所。あるいは、近い将来的には黒字になるだろうというような所を見させ

ていただいたわけなのですけれども、今日この時点でこういったような、まだその部分にはま

だこれからですよというような資料で、どうしても一般会計の繰り出し金がさほど変わらない、

多少は減っていますけども、２億 3,000 万ですとか、ものによってはほとんど変わらないよう

な。こういったものが今の時点出てくるのがやはり不思議なのですよね。なぜ、今日の時点で

こういったこととこういったことも考えられると。こうやれば黒字になりますよといったもの

が出てこないのかという、ちょっとやはり吉田委員と同じなのですけれども疑問なのですよ。

逆に言えば、いつになったらそういったものを我々議員の方に提示できるのか。そこまで経営

コンサルタントに依頼していると、私は思っているのですけども、その辺のとこについては、

どうなのですか。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） この経営シミュレーションは、町長が年度中に、今後の町立病院の

運営のあり方の一定の方向性を出しますという中で、じゃあどういう方法をとれば一番町立病

院として望ましいかと。これは、患者さんのニーズ、それから町立病院の役割、それから財政

質度も考えての話しなのですが、そういうことから一定の、要するにどういう形にすればどう

いう形になるかというシミュレーションをお願いした話しなのです。黒字にするためのシミュ

レーションを出せと言えば、これは出ると思います。先ほど言ったように、政策的な医療の提

供もしないとか、職員を削減していけば、人件費を削減するとか、それは出ると思うのですよ。

ただ、現実の問題として、一番効率の良い形をまずシミュレーションしてみて、何回も同じ答
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えになるのですけれども、現状、今の病院スタッフ、医師、看護師、それから職員かかえてい

ますから、整理対象ということは次の話しにして、指定管理者制度で運営するといかというこ

とは、全適だとかということは次の話しとして、現状でやってどれだけ努力したらこういう数

字になりますというのがＣパターンの 56 床なのですよ。一定の繰り出し、ルールの繰り出し

をして収支均衡こういうふうに図られていきますと。ですから、これを黒字にするということ

になれば、これからの話しなのですけれども、先ほど何回も言っていますが、給与下げる、人

件費の圧縮ですとか、例えば診療科目をどうするとか、そういうことをしていけば数字は改善

されると思います。ですから、そこの所はこれからなのです。これで本当に果たして病院経営、

それからうちの方の繰り出しも、これでいっても１億 5,000 万出していかなくてはならない話

しですから、交付税のほかに。これだけ出せるのかという問題もあります。ですから、これか

らの財政運営を考えながら、どういう医療を提供していけるかと。これは住民ニーズにあった

医療提供ということも含めてです。それをこれから考えていきましょうということで出したと

いう数字ですから、どうすれば黒字になるかということは、それを出せと言われれば出せると

いうふうに思います。先ほどの出ています、最初に出てきたＣパターンで黒字になりますので。

それは、職員を３億 9,800 万で抑えていますから、人件費。それは、職員を整理しての話しで

す。それは、今の段階では現実的ではないので、１つの条件でやるとそれば、こういう数字に

なりますと、こういうことを出していると。１つのパターンの数字としてご理解をいただきた

いと思うのです。これからその肉付けはしていって、町長はどういう形で、この病院の今後の

運営をどうしていくかということの結論を、一定の方向性を出すという、こういうことで、ご

理解をいただけないかなと思います。 

○委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 話しは分からないわけではないのですけれども、僕も同じようなこと

何度も言うようなことになりますけれど、肉付けされたようなものが、我々が判断材料できる

ようなものが、じゃあいつ頃提出できるのかということを、先ほど申し上げたのですけれども、

教えていただきたいと思うのです。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） それは、予定どおり３月いっぱいまでに、町長は一定の方向性を出

すということですから、どういう形で今後の町立病院を考えていきますよという、町長の判断

は年度内に出すという予定でおります。 

○委員長（吉田和子君） ３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 私はそういう意味ではなくて、町長の方向性出したら、もうそれがい

わゆる理事者の考え出てくるわけですよね。今日みたいに全員協議会というか、この特別委員

会でこういうことやっているのですけれども、先ほども申し上げたように、肉付けしていろい

ろなことを考えて、贅肉をもっと落とした段階であれば、もうちょっとこうですよというもの

の資料が提出できるのは、いつですかということを聞いているのです。議会の方にと言うこと

です。 
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○委員長（吉田和子君） 暫時、休憩をいたします。 

休憩 午後 １時３９分 

  

再開 午後 １時４２分 

○委員長（吉田和子君） 休憩を閉じて、委員会を戻したいと思います。今の、山本委員の、

いつ出すのかということから、今の記録に残りませんので、休憩の間の続きということで、も

う一度。３番、山本委員。 

○委員（山本浩平君） これから、いろいろな手法を考えた中での考え方の資料は、いつ頃ま

で議会の方にお示しいただけますでしょうか。 

○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） 経営主体の判断別にして、例えば人件費をこうすればこうなる。

材料費をこうすればこうなる。こういったものをひっくるめて、一定の町からの繰り出し金は

いただくという、条件はある程度を設定して、ここをこうすればプラマイゼロになりますとい

う資料は、概ね２週間程度で議会の後半ぐらいまでには、何とか作ってお渡しをしたいと思っ

ております。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ちょっと僕、違うような気がしているのだけど。一つはじゃあ、どこ

までの分析をお願いしているのですか。まずこれが第１点。どこまで、どんな中身のシミュレ

ーションをお願いしたのかということが、まず第１点。今の助役さんのお話しでいきますと、

そういう経営主体のことを、町長は考えないで結論を出すということですか。そのことを考え

て結論を出すのであれば、今もやらなかったら間に合わないのではないですか。議員や町民や

役場の職員の皆さん方が、きちっと議論をして方向性出すのに、今まだ経営主体に関するシミ

ュレーションが出ていないということが、そのことを考慮してやるとしたら、間に合うのです

か、そういう形で。僕はやっぱり、それは違うと思う。吉岡さんにどこまで中身頼んでいるの

ですか。それと、間に合うかどうか。町長の判断が間に合うかどうか。そこだけはっきり答弁

してください。 

○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、吉岡にお願いした分につきましては、町が、うちの町が

どんな医療を求められているのか。町立病院として果たすべき役割はどこにあるのか。それを

満足するために、どれだけの病院の規模が必要なのか。運営に必要な医師だとか看護師とか医

療人員の数は何人必要なのか。医療基準法では何人必要なのだ。それをやったときに、どれだ

けの建物がいて、どの程度の入院患者を診て、どの程度の収益を上げなければならないのか。

そして、人件費はここまでにしなければならないのではないかと、こういうものを抑えて、今

回出していただいております。 

○委員（大渕紀夫君） 最終ですね。 

○病院事務長（丸山伸也君） そうです。 
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○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 町長が運営主体をどう考えているかということを、検討しないで間

に合うのかと、こういうご質問だと思うのですが、当然ここにも出てきていますけども、その

ことは頭に入れています。ただ、今回はあくまでも、公設、公営を前提と言ったらおかしいの

ですけども、現状で何とかできないかということが主になっています、考え方として。その後、

経営主体の話は、私としては次の話しだと思っているのですよ。まず、自分の所で改善して、

最大限の努力をして、どういう主旨になっていくかと。何とかやれないかと、効率的な町立病

院の運営を。そういうことを前提に組み立てているということをご理解いただきたいと思いま

す。その一方で、全部適用でありますとか、指定管理者ということについては、これでもいか

ないのであれば次のことになっていくというふうに思いますので、そういうご理解をいただき

たいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ちょっと認識の違いが、私はあると思うのですよ。公的な病院の果た

す役割というのは我々十分理解をしております。議員の皆さんも理解をしていると思うのです。

現状をどう変革をするかという立場なのですよ。現時点ではもうそこまで行っているのですよ。

そこまで行った議論ではないですよ、今の。ですから私が言っているのは、公的な病院の果た

す役割というのは十分理解しています。理解した上に立ってそれをどうするかという議論をし

ているのです、今。ですから、今の状況だと、吉岡さんに頼んでいるのが、今の現状から出発

して、現状の中で解決できる範囲のものの分析だけですよね、今の状況では。私、これだった

ら、町長初めからそういうことで判断できると思いますか。私は、今のことも必要です。これ、

必要ないと言っているのではないです、必要だと思います。同時に、ここの所をここまで行か

なければ駄目だというものが無かったら、シミュレーションとは言わないのではないですか。

私は今の所が必要ないとは言ってないですよ。これは、とっても必要ですし良いと思うのです。

だけど、これではいけないという部分が、解決する手立てが出ていない。そういうことが依頼

されていなかったり、出ていないとしたら、何のためのシミュレーションかというふうになら

ないかということが、皆さん言っていることだと思うのですよ。それともう一つは、時間が間

に合わないということですよ。12 月です。助役、今ここまでだと言うでしょう。これから経営

主体考えるのだということなわけでしょう。それは、おかしい。そうではないとしたら、経営

主体はどういうふうに考えて、どういうシミュレーションがあるのですか。それをこれから頼

まなかったら駄目なのでしょう。そんな悠長なことで、時間との関係で間に合いますかという

ことを言っているのです。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） ここまで出れば、先ほどから言っていますけれども、給与をどうす

るか、給与費をどこまで抑えるかですとか、原材料費抑えるかとか、それは別に吉岡に頼まな

くたって内部検討できるのですよ。ですから、これはあくまで一つのパターンとして出してい

ただいたと。この中で、どういう軽減をしていくかということは、これから詰めるのです。そ
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れから、確かに時間、時間とおっしゃいますけれども、これは本当に町長も重要な問題で、あ

らゆる角度から検討したいと町長も言っているのですよ、これは。それで、先日の病院の院長

の話の中でもありましたけれども、単純にここだけで結論を出すというのは難しいと思うので

すね。これからの医療制度改革。それから、療養病床の再編の問題もあります。それで、あそ

こでは 25 万床、15 万床に療養型減らしますという中で、療養型の病床については、老健だと

か有料の老人ホームに転換できますと、こう言っているわけです。そうしたときに、わが町で

は今、92 床をどうするかと言っていますけれども、これとて例えば、今回議員さんと一緒に視

察に行かせていただいてもらって、すごく勉強になりました。確かに病院だけでは駄目だなと、

そういった包括医療という点では、中間施設も必要だなと随分思いました。そういう中で、今

療養の再編ももしかたら、平成 22 年までに道の整備方針が固まると言っています。一般病床

から老健への転用も認められるかもしれません。ですから、そこまで病床を持っていなければ

ならないという問題もあるのです。いろんな問題あるのです。そういうことも、総合的に判断

していかなければならないのですよ。だから、たまたま今、３月までと言いましたけれども、

そのときにはもう病床減らすと言えないかもしれません。言えないかもしれませんけれども、

一定の方向性は出していきたいと、こう考えているのですよ。そういうことも、１つのシミュ

レーションからどこをどうしていけば効率的な病院経営。また、さっきから言っているように、

町民のニーズに答える病院経営ができるかということを見極めていきたいということなのです

よ、言っていることは。ですから、ほかのことは何も考えていないということではなくて、そ

ういうことを考えていきたいということを申し上げているのです。 

○委員長（吉田和子君） 14 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 助役言っていることは分かりますよ。それから、さっきから言ってい

るように公的病院の果たす役割何かもベースとしてきちっと出さなければ駄目だということも、

僕はよく分かります。ただ、例えば今、助役そうやって言ったけど、独立行政法人のことを内

部でできますか。シミュレーション出せますか、独立行政法人のことで。経営がプラスになっ

ていくというのは、人件費だけではないですよ。今言われたように、総体的な今の医療情勢か

ら始まって、今の経営パターンだけであって、指定管理者だってたくさんありますよ。独立行

政法人だって、公務員型と非公務員型があるわけですよ。そういう中で、それを内部検討だけ

で絶対できません。僕はできないと思いますよ。そういうことで言うと、私言っているのは、

今のスピードで判断をするときに間違ってはいけないわけですよ、３月に。ですから、それを

伸ばすとか、包括して基本的なことしかやらないよというならは別ですよ。だけど、根本的な

方針を出す、それは単なるベッド数の方針を出すだけではないでしょう。経営主体までですよ

ね。そうすれば、私言っているのは、今のスピードで間に合うのということを言っているので

すよ。もちろん、長隆さんに頼めば３ヶ月でできるかもしれません、はっきり言って。だけど、

今のスピードで例えば、この報告書も出ています。３月に評価をして、９月に出された報告書

の中に、職員の皆さん何と言っているかと言ったら、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となっているのですよ。内部改革が、これで行なわれていくと
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思いますか。今、そこが問われているのですよ。私たち言っているのは、そういうもう一歩高

い段階での議論や分析や方向付けや情報公開がもっともっとされないと、今のままでいったら

本当に禍根を残すような３月の結論になりはしないのかという、そういう意味なのですよ。今、

そういうことが出てこなかったら、我々いつ判断するのですか。僕は本当にそういう思うので

すよ。だから、そういうことが病院の内部改革と同時に進んでいかなければいけない中身なの

です。そうでないと、例えば独立行政法人だったり指定管理者になったら、どうするかって議

論になるでしょう、今言われたように。だから、そういうことが議論できる場じゃなければ駄

目ではないですか。そういうことを言っているのですよ。そこの所での情報含めた、これだけ

では全然議論にならないのではないのかと言っているのです。そこちゃんとしないと、お正月

返上でも頑張らなくてはできなくなりますよ。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） その辺、先ほどからお話しさせていただいていますけれども、確か

に独法の問題も我々だけで判断もできない問題もあります。ですから、それは専門家にお願い

することは、当然これからもしなければなりませんけれども、我々も病院のこれの検討会議持

っていまして、私も座長になってやっておりますので、私と政策推進室と町民課と健康福祉課、

課長メンバーになっているのですが、そこでこの内容詰めますので、詰めることしていますし、

今までも検討はしてきています。そういう中で、先ほどから求められている資料につきまして

は、専門家の意見も当然聞かなければできませんけれども、まとめて早い段階で議会の方にも

提示させていただきたいと思います。そういう中で、次の議論は進めさせていただきたいなと、

このように思います。 

○委員長（吉田和子君） 18 番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 吉岡さんのシミュレーションと今日出されたこれ。これは町で作った

ものですね。 

○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） この表を作ってもらったのは、細かい条件を出して、これで数

値を出してくれというふうにお願いをしています。ですから、条件を出したのはうちです。 

○委員（加藤正恭君） 条件というのは。 

○病院事務長（丸山伸也君） 例えば、現有の人員で、人件費をどうするとか、そういった。 

○委員長（吉田和子君） 手を挙げて発言をしてください。18 番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 両方比べてみますと、19 年度で吉岡さんの人件費は３億 9,800 万。こ

ういうふうになってシミュレーションを作っているのです。こちらの方は、ほとんど現在と変

わらない。ただ変わっているのは、ベッド数は 56 床になったということなだけのことで。ど

っちの方が本当と言ったらおかしいけれども、考え方として、こちらは３つのタイプを入れな

い考え方ですね、そのあたりどうですか。 

○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） 吉岡さんの人件費の出し方。これは、私どもの考え方と、また
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違うのですが、実は吉岡さんの考え方というのは、専門的な用語で言うと、限界利益に対する

労働分配率という数字、係数をもって算出をしていると。40 人の体制で、この金額、この給与

費でやらないと、こうならないよと、これが吉岡さんの出しているＣ、Ａ、Ｂ、Ｄのパターン

になっています。これでやると、確かに再計算してもらった数字と全く合わないというのが、

これはこちらの 66。パターンＣ56 と。追加で出した方については現在の人件費を元に人員設定

にすれば、この数字になるでしょうと。この数字を入れて、この計算をしてくだいということ

で、出してもらった数字との、そういった差が出てきます。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） さっきの議論に戻るのですが、これでやれば黒字になっていくので

すよ。先ほどの議論になっているのはこうなのですよ。ただ、私たちは議会に提出したとして

も、例えば職員これだけ削れるのと。どういう方法でやるのと。これは、議論は横に置いてあ

るのですよ。横に置いてあるものですから、これじゃ数字じゃないでしょうと。ですから、先

ほどから出ている話の中でいけば、こうやればいけますよと言いたいのですけど、そうはなら

ないので、新たに今の現有の職員の正職員は確保した中で、臨時さんだとかパートさんだとか

申し訳ないけども削減して、一番効率の良い形にしたのが、さっきの 56 床のＣパターンなの

ですよ。条件設定をそういう分で、人件費だけを入れ替えたと、そういうことでご理解をいた

だきたいと思うのです。ですから、これでいけば本当に、こういう形でやるといったら、先ほ

どから話題になっていますけれども、指定管理者とか全適して給与を下げるとか、そういう形

にしなければならないし、そういう形でやればこういう数字になるということなのです。 

○委員長（吉田和子君） 18 番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） そうすると、今日出した数値は、人員は 40 ではないのですね。58 名

で。 

○委員長（吉田和子君） 日野戸事務次長。 

○病院事務次長（日野戸謙一君） この人員は、51 名で計算しております。現有の人員という

ことで計算されています。これ、時期的な算定の時期がありますので、この人員のずれが出て

きておりますけども、これが一番の新しい人員ということで、今現状の正確な人員数で計算し

ております。そういうことで指示しています。 

○委員長（吉田和子君） 18 番、加藤委員よろしいですか。 

○委員（加藤正恭君） よく分からないのですよ。51 名の数値で、このままずっと人件費が推

移すると。吉岡さんの方は 56 床で 40 名ですよと。それで、人件費が３億 9,800 万と。これが

妥当な数字だと私は思うのですよ。理論的にも僕はそういうふうになると思うのだけれども、

今のままで 51 人の職員で今までどおりの人件費を払ってやっていったのでは、ペイしないと

いうことは十分承知しているのでしょう。だから、何らかの手を打たなければ駄目だというの

で、この病院改革が、私はスタートしているのだと思うのですが、現状のままでやるのなら、

何もこうやって特別委員会作っていろんな議論する必要ないのですよ。だから、それを減らす

なり、何か改革をするようなシミュレーションでなければ、我々はとってもじゃないけど、今
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までのままで良いのだったら、何も議論する必要ないのですよ。このまま赤字をしても、２億

何千万出していっても何という事ないと。そうではなくて、それを幾らかでも減らしていこう

ではないかと。そのためにはどういう方法があるかということでの議論をやっていると思うの

だけれども。そういう考え方に立っていないのですか。どんなものでしょう。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） これから、そこの所の検討に入るのですが、ですからこのシミュレ

ーション２つのもの出てきました、人件費の３億 9,000 万で抑えれば、持ち出ししなくても黒

字になっていきますよと。これは理想ですよね。だから、そこで、それだけ出したのでは本当

にこんなに簡単にいくのかと、何回もしつこいですけども、なりますよね。これは理想です。

一つは、これに近づけるためにどういうことをしていけば良いかということを、これから検討

しなければならないのです。もう一つはくどいようですけれども、今の人員を抱えなければな

らないですから、現実の問題として公設公営でいく場合には。まず、前提要件ですよ。今のま

まで、人員を抱えて、ベッド数を減らして、看護基準を上げて、報酬を取って、経営改善をし

ていくという前提なのですけども、職員は抱えなければならないですから、５億 2,000 万とい

う数字はここでカウントしているのです。一方では４億 9,000 万です。この差はそういうこと

を考えないで、整理した場合は、人件費これだけでやれば、黒字になりますよという数字と、

現在の職員の持ったままでやった場合の数字なのですよ、この違いは。ですから、それはどう

いう努力をするのだというのは、これからじゃ、乱暴な言い方ですけども、全部適用して給与

費をここまで下げれば、こういう数値になりますと。ですから、一方ではそういうことにはな

らないでしょうという意見もありますよね。ですから、それは職員を抱えたままやれば、こう

いう数字になりますということを両方出させていただいているのです。 

○委員長（吉田和子君） 18 番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） そうすると、吉岡さんに頼んだ主旨というのは、何らかの改善するた

めに頼んだわけでしょう。こういうふうにしたら、こうなりますよと、こういう人数でこうな

りますよとかいう数値が出てきているのですが、出たにも関わらず旧態依然として、今までの

ままの 51 名で病院を経営するということを基本に考えて、これからどうするかということを

考えるのでしょうけれども、何でこういうものを出さなければならないのか、ちょっと分から

ない。 

○委員長（吉田和子君） 暫時、休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０６分 

  

再開 午後 ２時２０分 

○委員長（吉田和子君） それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。ほかに、質疑の

ございます方、どうぞ。11 番、氏家委員 

○委員（氏家裕治君） 多分、いろいろな部分の話しは、大体出てきているのではないかと思

います。条件は多分、事務長から吉岡さんの方に出されていると思うのだけれど、例えば町立
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病院の中にある薬剤部、薬局。これを、外に出す。院外薬局の報告もどこかに書いていました

よね。そういったものも、こういったシミュレーションに入っていかないとならないのではな

いかと、僕は思うのだよね。仮に 1,000 万かもしれない、人件費から考えたら。でも、在庫を

抱えないという部分から、本当に無駄な経費というのは、それ以上のものありますよね。そう

いったものも、ちゃんとこういったものに組み入れていかないと、果たして本当に公設公営に

こだわるわけではないです。できるのか、できないのかとか、そういった判断材料になってこ

ないと思うのですよね。中途半端すぎると言ったら変なのだけども。１つの公設公営の中の資

料で出すのであれば、そこまで切り離すものは切り離してみて、ここまでだったら何とか努力

できるというものを。後はそれこそ、看護師さんとか先生方の意識改革だとかいろんなものは

当然必要になってくると思いますけれども、それを抜きにしては語れないものだと思いますけ

れども、その辺についての話しというのは、どうなのでしょう。 

○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） ご指摘のとおり、このベースでは正直言って何も手を付けてい

ないと言われてもそのとおりですので、改善できる余地というのは、今言われたような院外薬

局のような、まだまだ様々あると思います。この中にはっきり見えてきませんけれども、ちょ

っと前にも話ししたことあると思うのですけども、例えばレントゲンをどうしていくのか、Ｃ

Ｔスキャンをどうしていくのか。この報告書の中にも書いてありますけれども、加算の部分を

どうやって取っていくのか。これは収入を増やす部分ですね。この部分は入っていませんので、

こういった部分もひっくるめて言われた条件。現状を抑えて、今後どう対策をとっていくのか、

これは十分シミュレーションしていく必要がありますし、やっていかなければならないと思っ

ております。もしできるものは、やっぱり早くやっていきたいというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） 11 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 話し分かりました。今日みたいな議論の場の中で、そういったものが

入って、まだほかにあるやという部分では議論出るかもしれないけれども、何も入らない中で、

これでどうでしょうという話しを出されたとしても、数字的にはこうなるのですねという程度

のものでしかないという。今、言われたとおり、こういうこともあるのです。レントゲンの部

分もあるのです、ＣＴの部分もあるのですという、そういったものも全部ひっくるめてやはり

考えないと、前の段階でも経営診断だとかいろいろな部分でも、進んできているわけです。だ

から、そういったものが無いと先に進んだ議論というのはできなくなってしまう。先ほども同

僚議員も言われたとおり、本当に 12 月の中である程度の結論を出しながら、３月までにしっ

かりした方向性というのが出していけないような気がしてならないのです。その辺は、片手間

と言ってしまったら悪いのかもしれないけれども、本当にそういった出せる材料があるのであ

れば全部出してみて、それに向かって職員が努力していくだとか、行政がそれに対してどうな

のかとか、議会がどうなのかという考え方をぶつけ合わないと、僕は話しが進まないような気

がしてならないのです。答えはもらいましたから、そういった部分では、早急にそういったも

のを立ち上げていくのが必要だと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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○委員長（吉田和子君） ほかに、質疑のございます方、どうぞ。５番、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 私は、一般会計から持ち出しするのであれば、廃止した方が言いと思

っているのは事実なのですけども、その理由としては、地方の病院に診てもらうと、今までも

診てもらっているけども委ねると。これはお願いの仕方で、どんなことでもやれると思う。そ

れから、今言われているように、医師不足、看護師不足。不足するものいっぱいある。大変な

状況になってきている。お金ばかりではなく、もちろんお金もそうだし。そういう状況から、

それが一番良いと思う、まず。それから、仮に存続するとして、給与を削減すると、さっきか

ら言っているけれども、このとおりやるとは言ってない。だけれども、収入を増やすというこ

との方が、僕は段階的には大変ではないと思う。なぜかというと、例えば民間で病院があるよ

と。生田医院は約 6,000 人診ていると。藤田病院は約 4,500 人診ているのだと。二つの病院が

これ位ずつ診ているのだと。人数的に言ったら、一目瞭然分かる。今、常勤で医師が６人いる

と。臨時も入れたら８人もいると。それで、１万人しか診ないと、１万人弱。これをどうやっ

て、宣伝はできないまでも、宣伝の仕方はいろんな形であるわけだから、それをやれば、１万

5,000 人に増やすということは可能だと僕は思うのですよ、患者を。その辺のことを詰めるべ

きであって、給与を少しは削減するのは良いけれども、３割も４割も下げるなんていうことは

難しいわけだから、間違いなく。それは、あまりにも働いている人をしゃにむに奴隷のように

使うみたいな格好になるわけだから。それを考えれば、やはり患者を増やす。他所に行ってい

る患者を地元で診るのだというふうなやり方は、何ぼでもあると思う。もちろん、町民も考え

なければならない、職員も考えなければならないと思うのです、みんな町民だけれど。皆がそ

れに一致団結したら、僕はできると思うのですよ。そのことを求めることの方が先ではないの

かと思う。この辺については、どうですか。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 前段の繰り出しするくらいなら、やめるべきだという話しは、それ

はこれからの議論の話だと思うのですが、おっしゃっている患者さんを増やす努力と言います

か、来ていただく努力。これは、今現在もしなければならない努力だというふうに思っている

のです。それで、私も医局会議も出させていただいて、話させていただいているのですが、院

長先生はじめ、それはできる限りの中で努力していただいて、少しずつ入院患者も外来患者も

増えてきています、状況的には。ただ、診療報酬の改定や何かで下がってきていますし、ここ

では吉岡のシミュレーションも実は診療報酬も１％ずつ下げていったり、僕はこうならないと

思うのですけれども、人口が減るから患者も減るようなシミュレーションにしているのですけ

れども、これは当然高齢者増えてきますから、病療率も増えてきますし、病院患者というのは

減らないと思うのですね。そういうふうに最低限の所で見ているから、こうなっていきますけ

ども、そういう努力をして、改善してくという方法は当然のことだというふうに思います。た

だ病床数も減らし、スタッフも減らしていって、どこまでできるかなということはありますけ

れども、ただ民間の病院から見ると、やはり患者さんは少ないというのは当然実績としてある

わけですから、そういう努力はこれからもそうですし、今現在もやらなければならない緊急の
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課題だと思っておりますので、そういう努力は院長もしていますけれども、私ども理事者とし

ても、そういう機会あるごとに、医局会議等出させていただいて、そういうお願いをしたいと

いうふうに考えています。 

○委員長（吉田和子君） 13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤正信君） 今の、玉井委員の観点が同じになるかもしれませんけども。今回のシ

ミュレーションは、今の国の方針から言って、こういうふうになりますよと。その中で、数字

的に言うと、それを黒字にするにはどうしたらいいかという、このやりくりをやっているよう

な気がするのですよね。実際には、国保病院の役割として、やはり国保の加入している患者さ

んにできるだけ応援してもらわなかったら、ここは切り抜けられない。今の財政的な事情から

言って、やはりここの役場だけで頑張れば、何とかなるというものではなくて、１つのまちづ

くりの観点から言ったら、町民の協力というものが絶対なければならない。その観点から言え

ば、国保の患者さんそれぞれ病院を選ぶのは勝手かもしれないけれども、今の十数％の利用率

というのを、30 に上げるということが、いかに大事かということだろうと思うのですよ。実際

には、そのためには、病院の評判というものを、私たちの病院なのだと思ってくれるような内

部改革というものを、町民に信頼を受けるような、そういう内部改革を進めていかなかったら、

絶対上がらない数字だと思うのですけども。やはり、そこの所が努力目標であって、その数値

を国保加入者の量をぐっと倍化するような、そういうことが一番求められるのではないかと。

それが、役場と町民の間で一緒になってまちを作っていくのだという、そういう運動と言いま

すか、そういうのがすごく大事なことであって。じゃあ、人口が少なくなるから患者が減るの

ではなくて、この分析の中にもあるように、高齢化しているわけだから、患者はいるのだよと

言っているわけですよね。そのいる患者をどうやってつかむかという議論はどこでやれば良い

のか。本当に、これからすくっていく道、底が一番のポイントではないかと思うのですけども、

そのあたりの考え方、教えてほしいのですが。 

○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） いかに、患者さんに選択してもらえる病院。これはやはり重要

なポイントであるのははっきりしています。一つは医療スタッフの問題。医者も含めて看護師

の対応の問題。これは、絶対欠かせないポイントだと思っています。ですから、この町立病院

に来ることによって、プラスアルファの価値がこれだけあるのですよと。例えば、高次医療に

つなげていくときに、うちの病院から次の高次病院にきちんとつないでいきますよと。高次病

院から帰ってきたときに、うちで受けて在宅や介護施設に帰ってきますと、こういったシステ

ムを作ることが、プラスアルファの価値をまずきちんと作ること。それと何回も、どの場面で

もみんなに言われていますが、やはり接遇を含めた基本的なサービスの問題はやっぱりきちん

と徹底しておくこと。今回、私も病院いろいろ見てきましたが、やっぱりうちの病院とは大き

な差があるなと。挨拶一つとっても、歴然とした差があるなと、つくづく感じてきております。

そういったことも含めて、やはり接遇をきちんとやっていく。それともう一つは、入院患者さ

んのアメニティーがやはりあまりにも悪すぎると。それともう一つは、経営の面でから言うと、
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２病棟、３病棟体制というのは、これはどうやったってどうしようもない赤字を作る元凶にも

なっていますので、施設の改築を含めて、設備の更新もひっくるめて、きちんと患者のニーズ

に合った医療を、最低限の医療だけれども、提供できるような体制を作っていく、これがもう

基本でしかないなというふうに考えてございます。 

○委員長（吉田和子君） 13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤正信君） そのとおりだろうと思うのですが、その中で一つ。苫小牧の市立病院

が立派にできた。２次医療を賄うと、こういう関係から言って、どうしたって広域的に連携し

なければならないという、これから生きていけないという条件というのはあるのでしょうけど

も、そういうことが今判断を求められている下工作と言いますか、そういう連携をしていく準

備というのが進められているのかどうなのか。そのあたりはどうなのでしょうか。 

○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） あくまでも事務レベルでは、連携をきちんとやっていきたいと

いうことで話しは進めています。それが一つと、もう一つ、うちの総合相談窓口。これができ

ておりまして、実はここと市立病院との地域医療推進室と連携室と密接に関わりあっておりま

す。ですから、現実問題としては、患者さんそのものに対する病院間のいろんなやり取りにつ

いては、現実にもう動いています。もう一つ、次に求められるのは、高次医療を含めた医師、

あるいは医療スタッフとのいろんな協定含めて、そういったものも事務レベルではこういう具

合にやりたいなということについては、話しは進めております。ただ、これは公式に市と町と、

あるいは市立病院と町立病院という形ではまだ動いてはございませんが、検討はしてございま

す。 

○委員長（吉田和子君） 13 番、斎藤委員。 

○委員（斎藤正信君） あと１点だけ聞いておきたいのですが。連携という中で、公立病院と

民間の診療所との関係というのは全く狙いが違うわけですけども、そういう民間の医療機関と

の連携という形がありうるのか、それはできないものなのか、そういう関係ではどんなふうに

抑えられていますか。 

○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） ３連携の推進方針の中でもはっきり書いているのは、かかりつ

け医制度というのは、これはきちんとやっていこうということです。これは、私どもの病院と

いうか、町全体の医療を考えていったときに、町内の民間の医療機関さんときちんと連携する

ということは、非常に重要なポイントになってくると思います。端的な例であげますと、例え

ば老健さんと患者さんをどうやってスムーズに移行させるか。また、老健さんでどうしても処

置しきれない一般病床へ転床する必要がある患者さんをスムーズに受け入れていくか。これは、

まさしく病診連携と言いますが、ここの部分ではやっていかないと、逆にうちではできない。

先ほどちょっと話しが出ましたが、町立病院に老健施設もと、そういう考えの基なのです。で

すから、一般病床にしましても、例えば他の個人の開業医さんからも常に受け入れできるよう

に態勢を整えて、更にうちに入ってきた患者さんを、更に次の高次医療機関につないでいく、
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こういったものもかかりつけ医制度という名前の中で、きちんと仕組み付けをしていかないと、

私どもも持ちませんし、町民全体の健康も守っていけないと、こんなふうに考えています。ぜ

ひ、やらなければならないことだと思っています。 

○委員長（吉田和子君） ほかに、質疑のございます方、どうぞ。２番、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） シミュレーションの中にも指摘があったのですけれども、診療科目の

話しです。現状の小児科が増設されたことによって、外来の増加傾向が見られるというふうに

書かれていますけれども、内科医療を中心に今の現状の体制を維持する方が望ましいというシ

ミュレーションのお答えだったですけども、他の指摘の部分で介護事業だとか、他の事業にも

やはり関わるべきではないかという項目も実はあるわけですよね。その辺の所もやはり 60 床

の中でどう展開をしながら、また相談室の活用を含めて、それからリハビリ科、このことをす

ると医業収入も上がるわけですよね。その辺の所はどんなふうに考えながら、今後のことに盛

り込んでいくつもりなのか、ちょっとその点をまず１点。もう１点は、北海道のセンター、病

院のセンター化、要するに集約化。この辺の進捗状況というのは、我々の国保病院の今後の運

営にある方について影響する部分が、今の時点であるのかどうか、あったら教えてください。

以上です。 

○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） 今回のシミュレーション、吉岡に追加でやってもらった中には、

例えばリハビリの部分、実は加算は入っていません。それともう一つ、私もそうだったのです

けれども、いろいろなあちこちの病院の中で、訪問看護センターを持っておられて、更に訪問

看護センタープラス地域医療連携室という形の中で、地域の中でもきちんと介護とも連携をし

て、院外ベッドみたいな形で長期入院者を無くすことによって、医業収益をきちんと上げてい

ると、こういう事例もはっきりあります。これはもう参考にしない手はないだろうと思ってい

ます。ただ、問題は訪問看護をどうやってうちの病院の中に取り込めるのか。取り込めないま

でも、例えばどこかの訪問介護センターときちっと連携を取れる、こういった手法も考える必

要があると思っています。ですからもう一つは、３連携の方針の中にも出ていますが、総合相

談機能を地域連携機能に格上げをしていくことが、一つは経営の安定につながるし、医療制度

改革の中で地域連携クリティカルパスという言葉が聞いたことがあるのですが、ひとりの患者

さんを医療、介護、在宅。これをきちんと回すような仕組み立てをやっぱり町立病院の立場か

ら作っていかないと無理だろうなと。逆にそこが町立病院として生き残っていく一つのポイン

トになっていくだろうなと思いっています。それともう一つ、センターの集約化構想の話しで

す。正直言って、詳細が全然漏れてきません。道は６つの圏域に分けて、集約をするというこ

とになっています。東胆振の圏域の中では、苫小牧保健所が中心になって、苫小牧市の医師会

と各市町村の担当の方とお話しをしているというふうに聞いていますが、正直言いまして中身

について全然聞こえてきません。この間、保健所に行ったついでに聞いてみたのですが、なか

なか担当者からも具体的な話し、どこまで行っているのかとかというふうには聞こえてきませ

ん。ただ、来年の７月までにある程度の素案を出すと言っていますので、その中で具体的な方
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法が出てくると思われます。もう一つは予想される予測なのですが、影響の範囲なのですが、

これは多分苫小牧市立病院を自治体病院の中核として、東胆振、日高もひっくるめて病院の自

治体化と言いますか、病院の整理もひっくるめて、道はかなり厳しいことも言ってくるのでは

ないかなと思っています。そのときにうちの病床数も含めて、一定の論議をしなければならな

い可能性もあるのではないかなと思っています。ただ、不確定の要素がありますので、今この

段階で影響どうということについては、ちょっと論じる状況にございません。 

○委員長（吉田和子君） ほかに、質問のございます方、どうぞ。簡単なこと、２点ぐらい伺

ってよろしいでしょうか。今、熊谷委員から質問がありましたけれども、院外ベッドという考

え方で、今公立病院としてのシミュレーションは出ていますけれども、この中で院外ベッドと

して持てる数というのは、どれくらいというふうに、その医業収入というのは結構あるはずな

のですよ。それで、どれくらいのものを持てるかという判断をされているかということと、検

診事業も３連携の中では重要だというふうにはありますけれども、この検診事業を今 1,000 万

掛けて待機している所とか控え室を作るということになっているのですが、この検診事業によ

る収益みたいなものは、今後病院の公にしろ何にしろ、どのように見込まれているのか、その

２点についてお伺いしたいと思います。丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 院外ベッドということになりますと、正直言いまして、まずス

タッフの確保の問題から始まってきます。既存のいきいきにあります訪問看護ステーション使

っている部分では、実は町立病院としてはそんなにメリットはございません。ですから、本当

に収益のことを考えていくのであれば、確保できる正看護師の数。事業所として、どれくらい

の規模を持ってやっていくか、それをまず決めなければちょっと算定な難しいと思っています。

それと、もう一つは検診も含めて医業外の収益の部分で、医業収入どれだけ見込むか。これも

正直言って、いくらまで見込めますというような状況になってございません。しかし、これも

ある程度目標を立てて、例えば国保の人間ドックはどうする、企業検診はどこまでやろう。あ

るいは、単価をここまで一人アップさせてもらうと、こういったものを目標を設定しながらや

っていく必要があると思っています。今ここの状況の中で、簡単に幾ら幾らまで増収できると

いう数字は、ちょっと持ち合わせてございません。 

○委員長（吉田和子君） 相談窓口がありますので、介護支援室というような形のものにそれ

は運んでいけないのか。訪問看護が無理であれば、そういった方法も今後考えられるでしょう

し、やはり先ほどおっしゃった検診に対しても、きちっとした目標を明確に、お金を掛けて作

るわけですから、目標を明確にしてやってもらえればというふうに思います。ほかに、ござい

ませんか。11 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほど聞けば良かったのですけども、例えば運営主体のことについて、

お伺いしておきたいのです。例えば、独立法人にしても、指定管理者にしても、情報の収集と

言いますか、得ておかないと、こちらの思惑の中で物事を進んで行くかといったら、こういう

大事な大きな問題ですから、そうはいかないような気がしてならないのですね。今から例えば

各苫小牧だとか、室蘭だとか、近隣の大きな市がありますけども、そういった病院で、言葉で
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は上手く言えないのかもしれないけれども、日翔さんだとか王子さんだとかほかにも大きない

ろんな中規模の病院ありますよね。そういった所のいろんな情報交換みたいなものというのは

何かされていらっしゃるのかどうか、聞いておきたいのですが。 

○委員長（吉田和子君） 三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君） 現在の所、全くそういういった動きをしてございません。ただ、こ

れからいろいろと方向性によっては、そういった情報交換とか必要だというふうに思いますが、

ただこういうことは非常にデリケートな問題ですし、医局の問題もありますし、まだ方針が出

ない中でなかなか動くとうのも難しいのかなという気はいたしておりますが。現在の所、全く

無いということでご理解をしていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 11 番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は、確かにデリケートな問題で、あまり表立って出て来るような話

ではないのかもしれません。ただ、方向性が決まって、さあどうするとなったときに指定管理

だ、独立法人だとなったときに、それから２年３年かけてこういった問題をやるというのは、

僕はどうかなと思うのです。これは表ざたにしなくても何しなくてもいいですけども、まちと

してそういった取り組みを頭に置きながら、平行して情報収集だけは進めていかなければいけ

ない。これは企業誘致や何でも同じですよ。そういった物事の考えで進んでいかないと、いざ

と言ったときに、それから２年３年の議論を繰り返しながら、やっと決まりましたという話し

では、僕はもう遅いような気がしてならないです。その辺については、多分これから考えてい

かれるという話しは聞きましたので、ぜひそういった形の中でやはり前向きに捉えながら、い

ろんな地域の情報だけは白老町としては持っておくべきだと思うのですよね。私も議員になる

前ですから、町立病院をある民間の病院の方が前にどうこうという話があったという話しも聞

いています。詳しい話しは聞いていませんけれども、ただそういったものもそのときにはでき

なかったかもしれないけども、今後そういったものも選択肢の一つとしてもしあるのであれば、

そういった情報収集は、これからしていかなくてはいけないだろうなと、そう思っていますの

で。今、助役の方から答え聞いていますので。 

○委員長（吉田和子君） ほかに、質問ございませんか。質疑が無いものと思われます。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

を終了いたします。どうも、ご苦労さまでした。 

（閉会 午後２時４９分） 


