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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７月１２日（水曜日） 

開  会     午後   １時３１分    

閉  会     午後   ４時０７分 

             

○議事日程  

調査事項    1.白老町立病院経営診断の結果報告について 

        2.医療制度改革の概要について（診療報酬の改正内容） 

                           

○出席委員（２０人） 
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  根 本 道 明 君      議   長   堀 部 登志雄 君       

             

○欠席委員（０名） 

                                          

○説明のため出席した者の職氏名 
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事 務 局 長       上坊寺 博 之 君 
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○ 開会の宣告 

○委員長（吉田和子君） これより白老町立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。 

                                           

○委員長（吉田和子君） 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。 

［「異議なし」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。今日の特別委員会の予定でございますが、町立病院

の経営診断の結果が出てございますので、それの結果報告を受けることがまず１点でございます。 

それと先日、お送りさせていただきました医療制度の改革の概要について、特に診療報酬の改定

につきましての説明を受ける予定でございます。それで、資料を１回確認させていただきたいと思

いますが。ちょっと前になっていますので期間がありますけど、診断結果報告書と同じく資料編と

いうのが既に皆さんのお手元に行っていると思いますけど一応確認をお願いいたします。それは前

段で使いたいと思います。それと１週間前に郵送で４種類の資料が行っています。１つにつきまし

ては、医療保険制度改革をめぐる状況というのが１枚です。もう一つは医療制度改革の基本的方向、

これも１枚ものでございます。それと、あと冊子になっております医療制度改革大綱及び資料と書

かれたものを送っていると思いますが、その部分を使いたいと思います。一応これの説明を受けま

して、最後に今後３月までの特別委員会の動きを協議していただく予定となっております。 

以上であります。 

○委員長（吉田和子君） では、白老町立国民健康保険病院の運営について調査に入ります。資料

については今、説明を受けましたけれども、最初に病院の経営診断結果について、町側からの説明

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） 本日はお招きいただきましてありがとうございました。 

病院の方でいろいろ自分達のことと思って、今、いろいろな形で取り組みを進めています。その

一体について、これからご説明をさせていただきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。

座らせていただきます。 

 まず、お手元の方に白老町立国民健康保険病院経営診断業務結果報告書というのがあろうかと思

いますが、この中身についてだいたい１時間ぐらい、ちょっと長い時間になりますが説明をさせて

いただきたいと思っております。 

 まず、何で経営診断を行ったのかという背景について若干の説明をさせていただきたいと思いま

す。一つは、平成１４年に前回の診療報酬の改定がございまして、平成１４年度の病院の医業収益

が相当ダウンしますと。また、入院、外来の患者数とも下がって参りました。その後、平成１５年、
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そして１６年度の中ぐらいまで段々と外来、あるいは入院の患者が増えてきていると。それで、１

６年の秋頃から自分達が、要するに病院の職員がもう少し頑張るとですね、この町立病院の経営に

ついてももう少し赤字幅が減らせるのではないだろうかと。そのためにはどんな取り組みをしてい

ったらいいのかということで内部的に検討が進みまして、平成１７年９月になりますが、この病院

経営診断を行うことによってですね、病院の現状がどうなっているのか。それと、この東胆振を含

めて、この医療圏の中でうちの町立病院がどんな状況にあるのか。医療状況はどうなっているのか。

国の制度はどうなっているのか。私たちの日々の業務の中で何か改善することはないだろうか。患

者様の意識の中で町立病院に対してどう思われているのか。その辺もやっぱり、きっちり現状を踏

まえて何か解決策を見つけていこうと。こういう形の中でコンサルタント会社にお願いしまして、

この診断業務をやっていただいております。 

結果は出ましたが、この結果をただ受け取って、はい、そうですかというのであれば、この診断

業務を行った意味は全くございません。現在、全部署の職員に対してですね、この結果報告書でも

って受けました指摘事項について、ひとり一人どうやって考えているのだと。こういう事実をどう

受け止めて行くのか。今後どうしたらいいのか。そういったことを全部署、全職員の課題として、

今、検討中であります。昨日も３回目の検討会議を開きまして、この報告書で指摘を受けている事

項について共通認識を持つということと、共通の課題をどうやってクリアしていくかということに

ついて、今、協議を進めています。７月中にはですね、この報告書を受けて病院として何をして行

かなきゃならないのか、その辺もきちんとまとめ込んで行きたいとこのような作業を進めているよ

うな状況にあります。 

 それでは、具体的な報告書の中身について説明をさせていただきたいと思います。報告書は５つ

の大きなタイトルからなっております。１つは現況・現状の調査分析ですね。これは東胆振圏にお

ける医療環境の現状について分析をしております。それと２番目としまして、白老町立国民健康保

険病院の現状と課題。今、組織体制含めて、どんなことが問題になっているのかと。この辺をつぶ

さに検証していただいています。３番目としまして、今後の病院の基本方向をどうしていったらい

いのか。この次に説明いたします医療制度改革もひっくるめてですね、町立病院が求められている

機能と役割はいったい何なのかと。それについても具体的な指摘を受けております。４番目としま

して、医療・保健・介護のネットワーク。保健・医療・福祉ということもありますが、病院の立場

で言うと介護もひっくるめて、このネットワークをどうやって構築をしていくのか。そして、この

中で医療が持つ機能分とはいったい何なのか。このことについて少し検討していただいております。

それともう一つは、最後５番目としては対応すべき環境の変化と検討課題。今後の厚生労働省、特

に国の動きであります、医療制度の動きというのが今後の病院の経営を考えていった時に決して無

視は出来ないと。むしろ、その中身について十分に承知をしていかないと、非常に経営がむずかし

くなる。こんな時代になっていますので、そういった点もひっくるめて病院の経営はどうあるべき

なのかということについて解析をしていただいています。 

 それでは１番目の現況と現状の調査分析について、ご説明に入っていきたいと思います。中表紙

のⅠというところでございます。この現況と現状の調査分析の中で言われているかと言いますと、
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この調査分析の狙いというのは、町立病院の診療圏である東胆振における人口、もしくは高齢化推

移および受療率、要するに病院を受ける件数ですね、受療率から、この病院の存在あるいは病院が

どう成長して行くのか。それにとって与える影響がどんなものになっているのかということについ

て分析をしております。これを行うことによって、今後の病院の経営のあり方についてヒントにな

ると。どこか病院として、何かこのことについてやって行けば、病院がきちんと行くと。そういっ

たこともひっくるめてヒントにしようというような形になっております。 

 １ページをお開きください。１ページ目には国の医療の政策と将来予測が出ております。この中で

述べられていることは後ほど説明いたしますが、抜本的医療制度改革が現在進行しております。そ

の背景には少子高齢化、経済の低迷、医療技術の進歩、国民の意識の変化など医療制度を取り巻く

環境に大きな変化があると。うちの病院も間違いなく、この大きな変化の中に飲み込まれていると

いうようなことであります。そして、もう一つは医療制度改革の国の狙いですが、今後、高齢化が

進むことによって医療費をどうやって増やさないようにしていくか。医療費の伸びを抑制していく

かと。それを主眼として医療制度改革が次々と打たれていくというような状況になっているという

認識を持ってございます。国は２０２５年、今から１９年後で医療費の総額を４８兆円にすると。

４８兆円で頭打ちにするという方針を示しております。このためにですね、今後２０年間に渡って

８兆円の医療費を削減していくという動きをどんどん進めて行きます。今回、平成１８年の診療報

酬制度の改革もまさにこの流れに乗ったような状況になっております。こういった国の医療費の伸

びを抑制していくということで基本方針がありますので、今後２００６年１０月、今年の１０月か

ら高齢者の負担割合が変わって参ります。中身については別途、説明をいたします。これは間違い

なく病院を受ける、受診率の抑制につながっていくと。特に２００８年度、２年後に控えておりま

す新たな高齢者医療制度、このことによって医療費の抑制と保険制度全体の見直しが行われていく

という、こういうような状況で進んでいると。こういうような状況にあるということについてご理

解をしていただきたいと思います。 

 ２ページです。東胆振圏における人口と高齢化率の推移でございます。平成４２年、今から２４

年後は総人口が１４．７％減少するという人口の統計が出ています。平成４２年には白老町の総人

口が３０％以上減少すると。さらに、０歳から１４歳、１５歳から５４歳の人口がいずれも半分程

度の割合まで、現状から見ると半分程度になります。逆に６５歳以上の人口は３０％増加すると。

こういうことが人口の統計の中からわかっているということになっています。総人口が減って、ま

すます高齢化は進行していくと。こういうことが下の表から読み取ることができます。 

３ページになります。人口の問題ですが、これは北海道、日本全部もひっくるめてですが、総人

口は緩やかな減少傾向へ移行するが、高齢者人口割合は増加し、現在の若年層人口はよりその割合

を減じるため、医療負担もしくは医療保険制度において保険料を負担する層が少なくなると。こう

いった意味で、大きな影響を与えているというような状況になってくるという現状があるというこ

とです。 

 ４ページになります。東胆振圏における医療供給の状況です。この中で言われていることは、東

胆振圏の病床数は、基準病床数、これは東胆振圏の中で２,１１０床になっております。これよりも
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３３９床超過していると。つまり、ベッドは多い地域だというようなことになっています。ただ、

他の二次医療圏を見ますと、特に大都市、札幌圏、石狩圏ですね、こういったところが、病床が超

過しているというようなことになっています。ただ、３３９床超過していると言いますが、札幌の

ような飽和状態にはまだ、この医療圏は至っていないというような状況になってございます。いず

れにせよ、多いという状況については変わりないということです。 

５ページになります。ここには既存病床１床当たりの人口、これは１６年１０月１日現在ですが、

参考までに札幌は１床当たりの人口が６５．５人。東胆振では８８．７人。全体的に見ますと６７

床ぐらいですから、比較的ベッド１床に対する人口は多いと。全道的に見ると病床数はそんなに多

くはないというような状況にあるということです、東胆振はですね。 

 ６ページになります。これは診療科目を調査した結果でございます。東胆振圏の人で、東胆振圏

の医療機関を受診した人は、入院は８０％、外来で９２％。この数字から言うと、東胆振圏全体で

はほぼ医療ニーズに満足した医療の提供が行われていると。東胆振全体を見ると、ほぼ病床数も診

療科目もひっくるめて、どこも満遍なく需要は満たされたと。こういうような状況になっていると

いうことが言われております。 

 ８ページになります。ここでは病床数が出ております。東胆振圏域の全病床数は３,３１６床あり

ます。その内訳につきましては、上の表で出ておりますが、上の表の圏域合計というところを見て

いただきたいと思いますが、圏域では１９病院、病床数が３,３１６。３,３１６の内、７４６床が

精神病床。８０床が結核。そして、感染症が４床とこのような状況になっています。一般病床を持

っている市町村は苫小牧と白老、この２つしかないというような状況になってございます。圏域で

は６０８床の内、８２床を白老が持っているとこのような状況になってございます。 

 ９ページになります。９ページには医師の数について説明がございます。この中で特徴的なこと

が何点かございます。いわゆる内科系統、外科系統のお医者さんにつきましては、常勤のお医者さ

んでカバーできておりますが、特に消化器内科あるいは耳鼻咽喉科、こういったところには非常勤

のお医者さん、つまり大学の派遣とかですね、あるいは常勤ではなくて、例えば小回りで来る、小

回りというのは午前中だけとか午後だけとかそういう形で、出張で来られる先生方が多いと。そう

いうような傾向が分かるということで９ページに仔細を書いております。なお、全医師数について

はですね、この９ページの表のとおりになってございます。 

 １１ページになります。東胆振圏における医療の依存状況です。東胆振圏のうち、これは国保の

データが各市町村とも全部揃っておりますので、これを全部調べていきますと、特に診療圏１市３

町、白老・苫小牧・早来・厚真、東部ですね、この入院と外来の患者さんの住所地を分析していき

ますと、白老を含めて３町では外来では４５％が同じ町内で受けていますが、入院については苫小

牧市内に行っているというような状況になってございます。苫小牧については入院・外来ともに９

０％の自給率を示しております。したがってですね、苫小牧を除く３町については特に入院に関連

しては苫小牧にほとんどが依存していると、こんな状況が伺えるということになります。具体的に

白老ではですね、入院では全体の７１％、そして外来では５９％が町外の医療機関を受診している

というような結果が平成１６年度の医療機関の受診動向から分かっております。したがってですね、
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今後、町立病院を考えていった時に大きなポイントとしては、町民の医療機関の選択行動について

ですね、例えばアンケートを実施する等ですね、どんな形でどんな所にかかっているのか、どうい

う医療を希望しているのか、こういったものもきちんと分析をしていかないといけないとこういう

ような指摘を受けてございます。 

 それともう一つ、この５番目ですが、大事な点が一つございます。苫小牧には当然、一般病床が

ございますが、白老以外の町では一般病床がないと。特にうちの場合では一般病床持っているのは

町立病院だけだと、こういうような状況になりますので医療の供給上、この一般病床についてはあ

る程度きちんと確保していかなればならないと。そういった意味ではこういう指摘もございます。 

 次のページに行きます。Ⅱ番目の現状と課題ということです。これがですね、やっぱり現状をき

ちんと見て行かないと次の対策が打てないというようなことになりますので、この辺についてはか

なり綿密に記載がされております。この現状と課題をお願いした狙いというのはですね、やはり私

どもの病院の経営状況を客観的に把握する必要があるということです。特にですね、今まさに進行

しています医療費の抑制、この国の政策を乗り切って地域住民に対して良質なサービスを提供しな

がら、なおかつ経営の効率化をきちんと図っていかなければならないと。非常に厳しい課題、命題

を抱えての病院経営となります。ですから、この中では地域情勢もひっくるめて病院のあるべき姿

を再検討するための具体的な指摘が行われます。 

 １２ページをお開きください。組織体制です。組織体制としましては? の中に書いてありますが、

ご存知かと思いますが改めて読ませていただきます。現在の組織体制は、院内のトップとして院長

以下、各診療科医長５名からなる医局、そして看護局、薬局・検査部門等の４部門で診療部が構成

されております。事務局には栄養、事務、医事とこういった３つの係が配置されております。看護

局には各外来と病棟に師長及び副師長が置かれて、看護師の指揮・管理にあたっております。この

看護局の体制でございますが、上段の方に、平成１８年度診療報酬改定に伴い、資格者占有率を重

視した新看護単位を充足させるため、正看護師の増員と正職員・臨時職員の比率や配置等含め見直

す余地があるという指摘を受けております。これは平たく言うと、どういうことを言っているかと

言うと、今年の４月で正看護師と準看護師の比率、これが７０％以上でないとまず高いランクの診

療報酬がもらえないと。したがって、正看護師と準看護師の比率をまずきちんと見直すこと。それ

と、これは４月になってから明らかになったのですが、看護師の労働条件と言いますか、看護師の

夜勤の勤務時間をきちんとしないと高いランクの診療報酬は出しませんよとなってきます。月に７

２時間以上の夜勤をさせると一段低いランクの診療報酬になると。したがってですね、看護師の数

のきちんとした確保。それも正看護師でなければならないと。こういった点で比率や配置等を含め

て見直しをしなきゃならないとこういうような指摘を受けてあります。 

 それともう一つは、これは既に取り組みは進めておりますが、栄養指導、ＮＳТと呼ばれる取り

組みでございます。栄養部門につきましては、現在、事務局の中の位置づけになっていますが、こ

れについては、診療部門の一部門としてきちんと位置づける必要がありますと。これは現在の診療

報酬の中でもですね、栄養指導をきちんと行うことによって診療報酬の加算がございます。これを

受けるためにもですね、きちんとやっぱり栄養部門については、診療部門として重要な診療部門の
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一部門として位置づけする必要があると。この点の指摘も受けております。 

 それと中段以降になりますが、業務の効率化と人件費を圧縮に資するため、管理職を含めて院内

全体の職員の配置状況を見直すことが求められています。既に業務の効率化をひっくるめてですね、

特に事務や医事の中では委託等が進んでおります。薬局についても委託が進んでおります。いや、

薬局じゃない、失礼しました。検査室の方も委託が進んでいます。その他、もう既にかなり以前か

らボイラーだとか施設管理、清掃、それと栄養の調理ですね、こういった部門についても進んでお

りますが、全体として正職員の配置についてはやはり見直しをしていく必要があるというふうなこ

とになります。ただ、前段で言われています、正看護師の配置については今後やっぱり検討してい

く必要があるというふうなことになります。 

 ２番目としまして、医療の提供体制です。ちょっと重要なポイントになります。現在、標榜する

診療科につきましては、内科、外科、小児科であります。特に内科につきましてはですね、呼吸器

内科・消化器内科・神経内科、こういった点で固定の医師が確保されています。また、消化器外科・

整形外科、こういった外科一般につきましてもきちんとした医師の派遣がなされていますし、平成

１７年からは小児科にきちんと固定医師が派遣されているということでですね、そういった意味で

は医療スタッフ、医師は今、整っていると。こういったところに強みがあるということになります。

特に地域密着型医療、比較的年齢層の高い方のいらっしゃる病院としての地域の医療ニーズには十

分に答えていられると、そういった体制が整っているという状況にあると。そういうふうに指摘も

受けていますし、私どももそのように考えてございます。なお、これらの診療科を横断して、特に

入院患者さん、あるいは外来の患者さんの中で栄養指導を必要とするチーム医療の取り組みとして

ＮＳТが取り組まれているということになります。ただ、これも将来的に考えますと外来部門での

さらなる拡大、あるいは在宅医療等へ応用も期待することができますので、そういった面で院内の

連携体制をもう一度再構築してはどうかと。これが一つ、病院経営の大きな課題になっているとい

うふうに指摘を受けてございます。 

 １３ページに移らせていただきます。平成１４年度から１６年までの病院事業損益計算書等に基

づいて、財務の状況について検討をしていただいております。総体として言えることは、事業収支

全体に関しては、入院患者数の伸びや総収益増の傾向がみられるも、十分な収益確保に至らないた

め安定性指標が改善できず、純損失が毎年度発生する状況になっていると。入院患者や若干の収益

増は増えているけれども、それが十分な収益確保につながっていっていないと。したがって、純損

失が毎年発生しているというような指摘を受けてございます。 

 ? の医業収益ですが、医業収益についてはですね、平成１６年度、入院・外来患者数の増加に伴

って総収益の伸びがみえたが、患者一人の単価の減少や薬剤単価抑制もあり十分な収益確保には至

らず、病院運営の安定までの改善を達したとは言えないと。まだまだ患者一人当たりの単価をアッ

プさせ、さらには病院経営が安定するだけの経営にまだ至っていないということになっています。

したがって、今後どうすればいいかということですが、保健・福祉との連携を通じ、健診事業や保

健指導等による公衆衛生活動への積極的な対応を展開することにより増収の余地はあるものと考え

られると。このような指摘を受けてございますが、まさにそのとおりかと考えてございます。 
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 (2)番目として患者数の推移でございます。入院患者についてはですね、診療体制の整備の努力を

重ねた結果、常勤の呼吸器内科および小児科医師を確保したことにより、急性疾患対応や専門的医

療の提供が可能になっていますが、次の点がちょっと問題ですが、これらの受診促進の好材料が地

域住民に十分に認知されていない可能性は否めないと。つまり、病院の中でこれだけ優れた医療が

提供されているのに、そのことが住民に伝わっていないと。このことについては指摘をしますよと

いう形でここに記載がございます。特に地域連携などによる外来患者増加に向けた取り組みについ

ては、今後も積極的なアピールが求められているというふうに指摘を受けてございます。 

 (3)の材料費でございますが、この中で言えることは、在庫の見直しと圧縮・削減への努力が伺わ

れるということです。特に在庫の見直しについては相当数取り組んでございます。そういった中で

さらに在庫の圧縮と医療材料の縮減にやっぱり努めていかなければならないと。改善を目指す必要

があるというふうに言われてございます。 

 (4)番目です。人件費です。人件費につきましては、地方自治体立病院の傾向が反映されて、労働

分配率が１００％を超える状況となっている。これは医療法人の病院であれば、一般的には６６～

６７％、安定的に経営していくためには６５％以内に人件費を抑えなきゃならないというような状

況になっていますが、これがさらに高い状況になっていますよという状況でございます。ただ、こ

の項で一番下に書いてございます、新看護単位充足のための看護師必要人員数及び業務量と対比し

て、人員配置過剰の可能性について随時検証する必要があるという指摘を受けてございますが、現

状では看護師がなかなか採用できないというような状況もございまして、過剰というような状況に

は現在なってございません。むしろ、新看護単位を充足するための必要な看護指数が非常に少ない

ということですので、これは過剰か、あるいは足りないかということもひっくるめてですね、当然、

検証していく必要があるというようなことになろうかと思っています。 

 病床稼働率です。５番目です。病床稼働率は７０％を下回っており、特に他の自治体病院から比

べますと１０％以上も低いというような状況になっています。ですから、適切な病床数の検討が求

められるとの指摘を受けてございます。現在、療養病床が１６床、一般病床が７６床。今日現在、

７０ベッド埋まってございますが、正直申し上げまして７０ベッドを割りますと、それ以上看護師

の数の問題からいってですね、なかなか入院患者さんを受け入れるような状況になっていないとい

うようなことでございますので。ベッド数は９０にあっても、人的制限からそういうような状況に

今なっているというような状況になってございます。 

 ６番目、経費です。経費ついてはですね、交通費、光熱水費、交際費等については圧縮がされて

いる効果が現れていると。全体として経費の削減の取り組みについては一定の効果が現れています

というような指摘を受けてございます。 

 １５ページに移ります。これは患者数の将来シミュレーションを行ってございます。平成１２年

から１６年度までの入院・外来の患者数が載せてございますが、平成１２年をピークにして１５年

が一番、入院・外来ともに少ない状況になってございます、合計の数ですね。その後、若干持ち直

しをしてきますが、平成１２年度の状況にはまだ至っていないと。微増傾向にあるけれども、大幅

に増えるというような状況にないということでございます。グラフの下の方でございますが、東胆
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振圏全体を白老町立国保病院の診療圏と仮定して、圏域内の将来推計人口から推定しますと、外来

患者は今の半分の１０,８９４人、入院総数は２,４４１人。４２年には外来患者数が９,３７５人と

１万人を割り込むという状況になるというふうに推測がされております。ここもひっくるめて将来

的に病院の病床、あるいは外来の配置等も考えていかなければならないと思います。入院総数の減

少は緩やかながら、これは高齢化の進展による入院の需要が若干あると。ただし、総人口が当然減

ってきますから、患者数全体は少なくなっていくと。この影響についてはですね、町立病院として

も回避はできないというようなシミュレーションが出ているということについて、ここでは指摘が

されてございます。 

 １６ページに移ります。診療報酬適正度の現状と分析になります。診療報酬、俗に言うレセプト

というやつですが、これが一人ひとりのお客さんに対しまして診療をさせていただいた、その代価

を得るための一人ひとり分の請求書になります。実はこのレセプトがきちんと請求されていないと、

きちんとした収入になってこないと。これはですね、実際に平成１７年１１月分のレセプトを全部

チェックしてもらいました。その結果、①として指摘項目が挙げられております。上から、傷病名

が無いだとか、投薬が載っていないだとか、様々な処置だとか検査だとか、こういったものについ

てきちんと算定がされていないよと。もらえるものも十分にもらっていないよと。病名を付け忘れ

ることによって、本来いただける点数がもらえていないよというようなことが、ここで具体的に指

定をされております。現在、レセプトの請求業務については外部委託をしておりますが、後ほどお

話いたしますが、この面についてもきちんと評価を、別な評価ですね、レセプトがちゃんと請求さ

れているかどうか、これについても検討していく必要があると思います。求められる対応策として

はですね、傷病名の整理をしたり、投薬の算定ルール、これは結構面倒くさいものがありますが、

システム上きちんとできるものもありますので、そういったものも確認をしながらやっていきたい

と。あと、問題は現場で個人差が出たり、ムラが出たりするケースがありますの、こういったもの

が起きないようにきちんとやっぱりやっていく必要があるだろうと。それとですね、もう一つはレ

セプトを請求する時に、いろいろな診療行為の組み合わせで行われます。その組み合わせによって

は請求をしてはいけないというような、こういった診療行為も出てきますので、こういった何と何

を組み合わせたらいいのか、何と何を組み合わせたら駄目なのか。あるいは薬の使用方法一つとっ

ても様々な問題がありますので、こういったものについて十分な理解をする必要があると。あるい

はダブルチェックをしていく必要があるよということでの指摘がございます。 

 １７ページになります。ここではカルテ記載のルールの徹底ということになります。レセプトの

元になるのは、実はカルテでございます。病棟及び外来業務双方における最大の課題は、カルテに

病名の記載が不備であるという結果が出ましたよという、実は指摘を受けています。これは医師法

による規定もございますが、経営から言いますと、この辺をきちんとさせていただかないとお金に

つながっていないということになりますので、これは早急に改善する必要があるというふうに指摘

を受けていますので、これについてはもう既に取り組みを進めているところでございます。特に部

門間での連携というのが必要になります。医師がこの薬を処方しなさいという指示が出た後ですね、

看護師あるいは薬剤師、そういった人がきちんと、指示を受けた診療行為あるいは薬を出して、そ
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のことがレセプトに反映されているのかどうなのか。これがやっぱりきちんとチェックをしないと

駄目ですよということが①の部門間の連携の中で指摘を受けています。じゃあ、具体的によその病

院ではどういうことをやっているのかと。たぶん、議会の中でもお話が若干出たかと思いますが、

平成１６年度から１７年度にかけてオーダリングシステムを入れたいというようなお話が出たかと

思います。これについてもやはり検討していく必要があると。大きな病院ですと、オーダリングシ

ステムを入れることによってですね、年間２０％ぐらいの収益が改善したという例もあるというふ

うに聞いておりますので、これについても対費用効果もひっくるめてですね、やはりオーダリング

システムを入れるか、入れないか、その辺についてもやっぱり検討していきたいというふうに考え

てございます。 

 １８ページには請求漏れの主な項目等について記載されてございます。 

 １９ページに移らせていただきます。ここには管理者インタビューとなっていますが、病院の管

理職、例えば師長だとか副師長、あるいは薬局長、事務長、病院の中で管理職を務めておられる方

について、いろいろインタビューをしてございます。このインタビューの結果がどうであったかと

いうようなことでの説明でございます。強みと弱みの中では、強みについてはですね、管理者とし

ては地域密着型の医療を提供しているというようなことを挙げていますし、比較的医師が確保され

ているということが地域住民の信頼につながっているというふうに考えています。弱みとしまして

は、病院施設の老朽化をやはりいの一番に挙げているというようなことです。 

 それと②につきましては、競合医療機関。これは苫小牧の医療機関を含めてですね、町内にも様々

な医療機関がございますので、競合という意味では、全ての医療機関が白老町の場合は競合医療機

関になると。こういう認識を持っているということでございます。 

 それと３番目としまして事業の財務成果ということですが、管理者がどう思っているかと言いま

すと、病院事業の赤字が継続しているのは、皆さん、赤字がずっと続いているということについて

は十分認識をしていると。ただ、そのことが公的病院たる構造的課題を受け入れざるを得ないとい

う諦めに伺えると、インタビューの中でそういうことが出ていると。赤字が出ているけども、どう

しようもないのだと考えている管理者がやっぱり中にはいるのかなとこういう指摘も受けていると

いうことでございます。 

 創業理念につきましてはですね、地域医療に資する公的病院としての使命感を挙げている方がた

くさんいますが、管理者の中には職員の一部に意識不足を感じているという方もあるというふうな

ことでございます。 

 将来像のイメージについては、どう思っているかということですが。保健・医療・福祉の効率的

な３連携と地域連携が今後の病院運営のキーワードになっていくと。管理者の中には診療所転換し

た方がいいのではないかという意見も見受けられますが、高齢者医療の重視と充実を図っていくべ

きではないかというような回答を寄せている方も多いというような結果になってございます。 

 ２０ページに移ります。２０ページには、基本的には現在の理念で有効との回答が多いというよ

うな指摘でございます。 

 院内の印象・雰囲気でございますが、老朽化した施設、狭小構造が暗い印象を与えていると。患
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者様に対してそういう印象を与えているという意識を持っている管理者が多いと。それともう一つ

は、職員の覇気が低い、あるいはセクショナリズムに陥っていると。こういう傾向が見受けられる

というふうに管理者は指摘をしているというような指摘がございます。 

 それと職員の印象・雰囲気ですが、地域住民の立場や事情に即した対応ができる親切でやさしい、

融通が利くという反面、積極性や結束力に欠けているという職員の雰囲気があるのではないかとい

うような指摘を受けてございます。特にコミュケーション不足。職員間あるいは患者様とのコミュ

ニケーションが不足していると、こういった形の指摘がございます。 

 ９番目として病院風土ということで、積極的に改善に取り組む組織風土醸成への期待が、回答が

みられると。積極的にやって行こうという期待感を持っていますが、病院の改築を含めた方向性と

経営方針の明示や、研修と意識改革が必要だと。病院風土を改善することも必要だというような指

摘も出ているということでございます。 

 職場環境でございます。トップダウン、セクション間双方においてコミュニケーション不足。や

っぱり職員間でコミュニケーションが不足していると。したがって、これは管理職のリーダーシッ

プに課題があるほか、職員同士がやっぱり馴れ合いをしているのではないかと。それと、そのこと

が院内連携の欠如、こういったことに現れているのではないか。それがトータルとして組織がうま

く機能していないというふうに見て取れますよというような指摘を受けてございます。 

 管理・制度としましては、管理者は病院としての方向性・経営方針・目標等を明確化した上で、

院内全体の連携を図っていく必要があるというようなインタビュー結果が出ております。特に管理

職の能力と職責に対する関心が高いと。こういったインタビュー結果からの指摘も受けているとい

うことでございます。 

 ２１ページに移ります。患者様へのアンケートをやっていただきました。院内でコンサルタント

会社の方にですね、患者様に直接お会いをして、いろいろ意見、アンケートをまとめてございます。 

 職員の挨拶です。悪いと回答した方は４％。総じて大きな問題はないと見受けられると。ただ、

良くなっているという印象がある一方で、一部職種に限定して否定的な意見は検討課題であると。

患者さんの中に一部職種に限定してですね、「あいつは駄目だ」「あそこは駄目だ」というような否

定的な意見があるということについては、やっぱりこれがどこなのかということについては研究し

ている課題があるということです。 

 職員の態度。悪いとした回答は１１％を超えている点が憂慮されると。挨拶同様に特定職員に限

定した否定的意見があり、印象を与えた要因の検討が必要と思われる。これも具体的に何がそうい

う否定的意見を生んでいるのか。これもやっぱり検証していく必要があるよというような指摘を受

けてございます。 

 職員の言葉遣い。全体的には問題がないという印象であるが、悪いとした回答が９％あるよと。

これは容易に改善可能であるかどうか、これについてもやっぱり検討する必要があるというような

形になります。 

 病院の雰囲気です。「たいへんよい」「よい」で７０％の回答を得ているが、施設など現状の病院

が抱える問題に慣れ、受け入れざるを得ないという患者心理も、「古いからしょうがないね」とこう
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いった患者さんの心理も見受けられるというふうに出ております。また、この設問にはですね、「病

院の雰囲気は普通」という設問が実はありませんでした。ただ、「悪い」「たいへん悪い」という回

答で、「悪い」というのは３割を占めるという状況があると。この中身についてですね、やっぱり現

状を顧みて改善が必要なレベルにあるというような指摘を受けてございます。 

 ５番目として、総体的に患者様がどう見ているかということですが。現在、受診の外来患者を対

象とした場合には、比較的好意的な結果が示される傾向にある点を考慮すると、不満を抱えながら、

その不満を現せない層が含まれていると。つまり、不満を持っているのだけども、具体的にこうだ

と言えない層がかなりいるよと。そういったこともですね、いるんだよということをやっぱり職員

が理解すべきだという指摘を受けてございます。職員の挨拶・態度のサービス面については、直ち

に改善が可能であるから、悪印象を与えている要因を早期に分析し、院内全体での改善への取り組

みが求められるであろうと。接遇をきちんとやりなさいと、そのことについても職員研修も進めて

いきなさいと、こういう指摘であろうかと思います。医療の質やサービスに関わる部分に関しては、

病院機能評価受審への取り組み等を通じ、総合的なレベル向上を目指すことも選択肢の一つだろう

と。これは当然のことと考えてございます。当然、医療の質を考えていった時に、この病院機能評

価というのは避けて通れない問題だと思っております。全体的なレベルアップをするためにも、こ

の病院機能評価をどうしていくのかということについても考えて行かなければならないと思ってお

ります。下段の方ですが、病院の老朽化や不都合を原因とする不満については、患者様のアンケー

トをもう一回実施して、その結果を検証して今後の改築計画に合わせていく必要があるというふう

な指摘を最後に受けてございます。 

 次のページになります。次のページから、今後の病院の基本方向についての分析結果が出てきて

おります。町立病院の方向性では、自院に求められている機能と役割を明らかにし、取り組むべき

課題と方向性の選択肢を検討材料とすることを目的として掲げてございます。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く求められている医療のあり方、持つべき機能につい

てこの項では指摘をされてございます。この辺から具体的に今後の病院の基本方向について出てき

てございます。 

 まず、求められる機能と役割。２２ページでございます。１番として地域ニーズに応じた医療で

ございます。これも先ほど述べましたが、地域における一般病床の提供は今後も確保する必要があ

ると。白老町内の一般病床を有する医療機関は国保病院のみであり、例えば白老町周辺、特に苫小

牧を意識して言えば、苫小牧の病院を退院後、通院治療および入院患者さんの家族の利便性、要す

るにお見舞い、付き添いに行く方々の、そういった家族の利便性も考えてからですね、地域内に入

院受け入れが可能な医療機関は必要であると。町立病院に関わらず地域内に入院受け入れが可能な

病院は必要だと。それも一般病床を持っていなきゃ駄目ですよと。こういうような指摘があります。

同時に小児科に対しては地域ニーズが高いと言えると。特に小児救急などの場合には、連携を通じ

て高度医療提供機能を充実させると共に、一般救急医療への取り組みは、地域住民の安心感に資す

るため、地域ニーズ対応の必須課題といえようと。つまり、一般救急についてはですね、これは必

須条件になるでしょうとこのような指摘も受けてございます。 
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 ２番目として、医療提供の安定性・継続性・平等性ですが。入院患者のうち７０％が白老の町民

でございます。特にですね、苫小牧をひっくるめて東胆振圏域の中核病院としての役割は果たして

いるが、高度な専門性を必要とするサービスの需要に対しては、地域センター病院である苫小牧市

立病院との連携により、機能の充実を図る必要があると。より高度な専門医療についてはですね、

これは苫小牧市立病院との自治体病院間連携についてですね、やっぱり進めて行く必要がある。そ

のことによって機能の充実を図っていく必要があるというふうな、ここで指摘を受けてございます。

そして、公的病院の使命であります小児科医療の提供についてはですね、１７年度から常勤医師が

１名確保されたことによって、一応の安定性を得たといえると。ただ、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、公的病院の責務といえるというような指摘を受けてございます。 

 ３番目としまして、地域住民の健康維持と増進ですが。今年の１月に総合的な推進方針が決まり

ましたが、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の果たす役割は

大きいといえるというふうに指摘を受けています。この中で連携・支援体制、患者の情報の共有化

等のシステム化において、町立病院が積極的な役割を果たす必要があると。つまり、医療情報のみ

ならずですね、保健・医療・福祉を総合的に運営していくためにはそういったシステムを構築して

いく必要があると。それには町立病院が積極的な役割を果たすというような指摘を受けてございま

す。特に３連携の中をいろいろ進めていく場合ですね、健康教育などの住民啓蒙事業、あるいは要

治療・要観察者に対する受診勧奨など健康診断結果の有効利用を含めて町立病院が積極的に関わっ

ていくと。特に生活習慣病予備軍に対する対策、ハイリスクアプローチですね。この中では町立病

院で健診で発見して、さらに要治療を行っていくと。これについては積極的に介入をしていくこと

が求められるということでございます。また、当然これから高齢化がどんどん、どんどん進んで参

ります。高齢者の介護予防施策についても町立病院として一定の役割を果たしていくというふうな

ことになってございます。 

 ２３ページになります。ハイリスクアプローチに対する取り組み。これは３連携の推進施策の中

で出ているものと同じでございます。 

 医療総合相談機能でございます。本年４月１日から相談窓口が開設されてございますが、医療総

合相談機能をやっぱり持つ必要があるというふうに指摘を受けてございます。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は、国保病院を利

用する地域住民に対して相談を実施し、医療・介護の必要度に応じて、保健・医療・介護の各専門

機関への総合的なコーディネートを行うとともに、一般的な相談窓口としての機能も併置して、各

施策に反映させていくことが必要と指摘を受けてございますが、この点につきましてはもう既に設

置をしてございます。さらに今後、機能拡充をする必要があるかとは考えてございます。 

 次の４番目の医療・保健・介護のネットワークの構築でございます。これは保健・医療・福祉の

ネットワークの構築と同様でございまして、介護が実は入ってございます。医療と介護の分野が非

常に重なり合っている部分もございますので、その部分もひっくるめてのネットワークの構築とい

うことになっています。特に今後の医療制度改革におきましては「医療提供体制の見直し」、あるい
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は「医療保険制度の再構築」が主になってきますし、少子高齢化が進展する将来において維持可能

な医療体制の構築がやっぱり求められております。ですから、診療中心の医療提供体制から、疾病

予防へ、やっぱり町立病院もシフトしていく。国が、全体がそういうふうにシフトしていくのは明

らかですから、これが地域において保健・介護こういった連携というのは当然病院として進めてい

かなければならないというふうになってございます。現状分析を行って、将来予測を通じてですね、

具体的な方向性と選択について、この項で検討がされてございます。 

 ２５ページになります。２５ページのネットワーク構築の中で１.機能分担の上の行でございます

が、国の施策も含め、医療のみならず保健・介護を取り巻く環境変化は著しい一方で、地域におい

て連続的なケアの実現のため、これらの連携によって個々の状況に応じた総合的なサービス提供を

進める必要があるというような指摘を受けております。これは３連携の中で、町長もこの辺の３連

携についてはきちんと進めていきたいと。町全体の政策として進めて行くということで話しがあり

ます。その中で町立病院が担うべき役割について検討がされております。 

 １の機能分担の必要性でございますが、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提供を可能とするためには、各分野がそれぞれの機能を果

たした上で、十分な連携が必要であるというふうにしている上で、地域に根ざしたトータルケアの

実践のため、もしくは退院患者の生活機能を把握し、３領域において横断的な、また地域と密着し

たネットワーク構築が求められている。これは、まさしく保健・医療・福祉・介護、このネットワ

ークが重要だということについての指摘でございます。町立病院としてはメディカルケアを終えた

退院後の療養・生活の場の提供のための情報の共有、そして提供が重要であり、地区の医師会との

連携を強化して、制度運用に積極的な関与を図ることが求められるというふうになっております。

病院が果たすべき役割として３連携にも述べられてありますが、１から５までの取り組みが必要に

なるというふうなことでの指摘を受けてございます。 

 ２６ページになります。保健・介護領域との連携強化ということになります。一つは、医療・保

健・介護の連携によってですね、この連携することによって、この取り組みを通じて医療費の伸び

の抑制を図るということが一つの目的となっています。これは３連携の施策推進方針の中でも一つ

の課題となってございます。特に医療を担う病院においてはですね、保健・介護領域との連携がも

う十分な課題に据えられていると。特に医療総合相談機能を充実させることにより、相互領域にか

かる情報共有と協力・連携体制を整備し、調整する機能を付加することも検討すべきであると。今、

私ども病院の中で出ている総合相談窓口でございますが、残念ながらまだ医療連携については手を

伸ばす状況になってございません。当然、スタッフの問題等もございますので、なかなかそこまで

出来ないという状況ですが、将来的にはこの医療総合相談機能を充実させることが必要であるとい

うふうなことでの指摘でございます。地域住民の健康維持・増進に取り組む地域包括ケアを実践し

ていくことが必要と考えられますので、それに伴った町立病院としての役割を果たしていくという

ことも重要なポイントなのかと考えてございます。 

 ２７ページになります。２７ページではネットワークのイメージということでございますが。具

体的な連携方法ですが、やはり町立病院と総合保健福祉センター、いきいき４・６ですね、この連
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携強化を図ることが重要な課題であるというような指摘を受けてございます。私どもも、そのよう

に考えてございます。中段の方に、治療や退院した患者が家庭や施設に復帰した後の生活支援、介

護予防等に関わるサービスについて、地域医療を担う町立病院と福祉領域との連携によって、高齢

者の健康づくりや生活機能の維持・向上に向けた取り組みを行うことにより、３連携をベースとし

たトータルサービス提供が可能になるというような指摘を受けてございますので、ここでも町立病

院の役割というものについては謳われてございます。 

 情報の重要性ということで１項挙げられております。３連携において重要となるのは、各領域で

管理する情報の共有化となります。ネットワークのどの部分からでも同一の情報を入手できるシス

テム整備が必要でございます。人的なネットワークは出来ておりますが、情報の共有化全てという

ことにはまだなっておりませんが、連続して相互に質を高めあうサービスの実践のためにはですね、

こういったシステムの整備が必要であるということについて指摘を受けてございます。 

 ２８ページになります。健診事業の展開ということになります。この中では健診体制の充実が挙

げられております。町立病院としましてはですね、受診者の利便性を考慮した検診体制を構築すべ

く、実施時間帯や場所、場合によっては医療健診車の導入も含む、あるいは担当人員の配置等につ

いて検討を要してですね、健診体制の充実を図っていく。それが、さらには経営の安定化に、増収

に資すると。当然、こういった健診体制の充実については検討を要するとのことの指摘が受けてご

ざいます。 

 健診結果の有効利用ですが、特に生活習慣病のうち糖尿病、改善効果が高い糖尿病予備軍につい

ては早期発見をして、健康福祉課を含めて保健指導を重点化してやっていくことと。これによって

トータルな医療費の削減に繋げていく必要があると。このような指摘を受けています。現在、健康

福祉課においてですね、地域住民の各種健診を実施しておりますが、健診結果データを有効に活用

してですね、早期治療促進のために、これもやっぱり病院が一肌きちんと脱ぐと。で、各種疾病予

備軍の洗い出しと健康教育、さらには要治療者の受診の徹底、要治療者が病院に来た場合にはきち

んとした治療のためのアフターフォローをきちんとやって行くと。そういうことによって効果的な

健診の有効活用が可能かとこういうような指摘を受けてございます。 

 次のページに移らせていただきます。対応すべき環境の変化と課題ということで５項目目が挙げ

られております。様々な要素から自院が向うべき方向性を選択し、実現するために検討すべき項目

が指摘されてございます。当然、この東胆振の診療圏、国の大きな医療制度の流れ、こういったも

のは全く無視できないというような状況でございますので、それらもひっくるめて医療を取り巻く

環境変化にどう対応して行くのかと。その辺についてですね、この項で記載がされてございます。 

 ２９ページに移ります。これは最初、説明しましたが、少子高齢化には歯止めがかからず、医療

制度を取り巻く環境変化は著しいため、将来にわたって持続的な医療制度構築と国民皆保険制度の

維持を目的として、構造的な改革が行われている。これは国レベルの話でございます。それを受け

て、医療機関としては、これらの環境変化に対し、安定した経営が維持できるような体制づくりを

進める必要があると。今までのようなのんびりした状況の中では体制は、今後の安定した経営は維

持できないよというようなことかと思います。 
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 ２番目、診療報酬改定項目と方向性でございますが。診療報酬体系については、近年の急速な医

療技術の進歩や医療提供体制の変化に十分対応できていないというふうに考えられてございます。

そういったことも受けてですね、医療技術や医療機関の運営コストが適正に反映されるように、透

明性の高い体系へと見直しが進められる方向にあります。ただ、平成１８年度の診療報酬改定の内

容についてはですね、急性期病床および療養型病床それぞれにおいて、主要な改定項目が結構、影

響が出ております。これにつきましては、後ほど医療制度改革大綱の中での説明の中で説明をした

いと思います。 

 ３０ページです。３０ページの中に今後考えていかなきゃならない要因について説明があります。

１番目としまして、施設・機器の検証ということですが、将来の病床規模の設定にあたっては、次

の要因について検討する必要があると。１番から５番までございますが、１つは病床稼働率、病床

利用率の向上ですね。在院日数の短縮等における努力。施設整備による増床効果。残念ながら、施

設整備おいて、この地区では増床というのは認められてございません。新しい建物を建てるとなる

と、１０％のベッドが減少されるというような地域になってございます。それと３番目、特に東胆

振圏ですね、地域医療計画、これは道が策定しておりますが、こういった状況の中で病床の供給状

況についても判断する必要がありますし、当然、先ほど申し上げましたとおり総人口が減る、少子

高齢化社会が進んで高齢化人口が増えていく、入院の需要は増えるけれども総人口は減ると、こう

いったこともひっくるめて将来の需要度の可能性について十分検証する必要があると思います。こ

の指摘の中ではですね、病床の利用率を９０％前後に向上させる。そして、効率化と医業収入の安

定化を図ってですね、将来の必要な病床数について病院機能と病棟の構成、今後ですね、病棟の構

成についても十分考えて参りたい、療養型のベッドと一般病床との構成について考えていかなけれ

ばならないと。これらのものも考慮して、病床数も決定にあたる必要があるというふうな指摘が出

されてございます。 

 ２番目としまして診療科・入院体制の見直しでございますが、現状の診療科である内科、小児科、

外科、放射線科の４科は基本的に維持すると。とりわけ、予防医療の拠点として町立病院がその機

能を果たしていくために、この４科についてはどうしても必要だと。さらに医師の派遣などによっ

てですね、きちんと現在の医療の確保、医師確保について取り組みは継続する必要があるし、小児

科、呼吸器科についてはやっぱりきちんと地域に、住民にこういういい先生いいますよ、こういう

素晴らしい治療をやっていますよと、こういったことも認知度を向上させていくような様々な取り

組みは必要だというふうになっております。また、消化器内科など内科標榜科の専門分化を検討す

る必要があると。これは具体的に言いますと、内科と一括りになっていますが、先ほどご紹介しま

したとおり、呼吸器科だとか消化器科だとか、循環器科とか様々内科の中でもございます。その中

でですね、専門科を設置することによって標榜する診療科の見直しを行ってはどうかというような

指摘でございます。 

 次に②として入院体制ですが、機能分担のひとつとして、白老町立病院が担う病床機能の方向性

を定めなければならないと。現在、平均在院日数の短縮と病床利用率については今後ともやっぱり

努力をしていってですね。ただ、医療制度改革による行政施策の方向、具体的にどういうことを言
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っていますかと言うと、介護療養型が全部０になると。それと医療療養型についても半分にすると。

こういう大きな流れがありますので、これらも踏まえて柔軟に対応する必要があるというふうな指

摘を受けています。したがって、現状の療養病床、１６床ありますが、この取扱いについては十分

検討が必要であると。残す、残さない。減らす、あるいは一般病床から療養に増やすということは

ちょっと難しいかと思いますが、そういったことも検討していかなければならない。現在、これか

らの病床にある高齢者の入院患者の受け皿もきちんとやっぱり考えていかなければならないという

形になると思います。３１ページになります。３１ページに再度書かれてございますが、これらを

含めて、町立病院が提供する医療の質や組織体制については、将来の病院改築構想策定時に見直し

を進めることが良い機会と言えるが、病院機能評価受審を通じて向上を図るのも選択の一つである

というような指摘を受けています。病院改築の構想策定時が一つの良い機会というふうに考えられ

ていますが、それ以前であっても向上を図る取り組みについては、病院機能評価を受けるための様々

な取り組みを進めることによって十分可能かと。これも選択の一つになるということで指摘を受け

てございます。 

 組織体制の再編、（３）でございますが。保健・介護領域、および地域医療における連携体制の充

実のために、担うべき機能と役割を果たすべく組織体制の整備検討を要すると。総合相談窓口をま

ず作りなさいということですが、これは既に設置済みでありますが。３連携の窓口となる病院側で

のワンストップサービスの提供ということになると。現在、相談担当の主幹が病室まで、あるいは

外来まで出向いてですね、極力このワンストップの主旨に準じた形でサービスを提供していくこと

に努めてございます。 

 それと地域医療連携室ですが、現在は病院と病院の患者さんの転院、転送等についてはですね、

まだ医師が直接行っている状況になっていますが、大きな病院に行きますと、これが地域連携、医

療連携室、専門のスタッフがおりまして、その方が最適な病院を紹介して、そこの病院との調整に

当たるとこういうような機能がございますが、総合相談窓口を経由した相談や、治療・退院後の受

療方針の決定などをはじめ、検診データに基づく地域内開業医との連携、こういったものに関して

情報を管理して、相互に調整するための独立した体制が必要と考えられるというような指摘を受け

ていますので、これについては地域医療連携室を設立していくような方向での検討が必要と。その

ような形での指摘が受けてございます。 

 ４番目です。地域医療連携の選択肢でございますが、地域センター病院との連携強化。これは先

ほども出ておりましたが、特に苫小牧の市立病院等も念頭に置きながらですね、高度医療の連携に

関しては、医療資源の有効活用と安定した医療提供体制の維持確保のためですね、地域の基幹病院

との間で下に書いています１から５までのような内容について、ぜひ取り組みを進めていく必要が

あるとこういうような指摘を受けてございます。３２ページになります。こういった地域病院間と

の連携を進めることによってですね、さらには医療従事者の教育研修、あるいは患者様の紹介の積

極的受け入れも機能的には充実されていくというふうに考えています。また、地域において開放型

病院を作っていくのも必要でしょうし、独立した医療の情報提供システム等もやっぱり整備をして

いくと。３連携の中でもこの辺のシステムについてはやっぱり整備をしていくというふうになって
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ございますので、その辺についても検討をする必要があるというふうに書かれております。 

 そして最後ですが、地域医療システムです。札幌医科大学では、地域の医療支援システムという

のを作りまして、積極的に地域の病院、特に札幌から遠い距離にある病院で行われている医療につ

いて支援をしていきますよと。これはネットワークを通じて、例えば画像診断ですとか、そういっ

た形での協力の場と。現在、私どもの病院では札幌医大の方から全面的にお医者様を派遣していた

だいているような状況もございますし、そういった意味ではこの地域医療支援システムについても

活用できるものがあれば、積極的に活用していきたいと。こういったものも検討する必要があるの

ではないかというような指摘も一応受けてございます。 

 ちょっと１５分ほどオーバーしまして、長々とですが、診断業務の結果報告書の内容について説

明をさせていただきました。 

○委員長（吉田和子君） ありがとうございました。ここで暫時、休憩をいたしたいと思います。 

休   憩      午後 ２時４６分 

                                           

再   開      午後 ２時５６分 

○委員長（吉田和子君） 休憩前に引き続き委員会を開きます。ただ今、説明がありましたけれど

も、この件について質疑がありましたら、どうぞ。１１番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 何回か僕も読んでですね、理解させてもらいたいなと思って質問させても

らいます。診療報酬の請求業務の見直しと言いますかね、いろいろな指摘を受けていた部分がある

と思うのですけれども。これは本来ですね、正規なと言ったら変ですけども、もらえるものをもら

っていなかったという部分は結構あるのかどうなのか。また、これを防ぐですね、しっかりとした

マニュアルがこれからちゃんとできるのかどうかですね。この辺についてちょっと伺いたいと思い

ます。 

○委員長（吉田和子君） 丸山事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、もらえるものをもらっていなかったというのは、これは事実

です。そういう事実もあります。それともう一つは、説明の中でもちょっと説明したのですが、あ

る診療行為と、ある診療行為をくっ付けると片一方は駄目よということもあるから。それは、ある

薬と、ある薬を同時に出すと片一方の分は査定されないよと。要するにもらえないよと、こういう

ふうなこともあるわけなのです。そういったことは査定と言いまして、レセプト１枚１枚について、

その診療行為が病名に合った内容できちんと請求が起きているのか、起きていないのか。例えば、

ある病名に必要な薬が病名も付いていないのに出されていると。実際、患者さんには薬を出しちゃ

っているわけですね。だから、病名が付いていないばかりにそれがもらえないと。こういうことも

事実あります。それで、一番最初にこの中で説明した時に、カルテの中にきちんとした病名を書き

込むというところと、もう一つは何をどういう具合に例えば処方したのか。どういう薬をいつ出し

たのか。そういったものをきちんとカルテの中に書かなきゃならないと、そういうことがあるとい

うことと。今度は逆にそのチェック体制です。チェック体制は通常はきちんと医事係の中でチェッ

ク体制が行われるのですが、それでもやっぱり漏れていく部分があると。それで漏れていくことに
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よって、病名が付いていないということを見落としていただとか、出してはいけない薬を出してし

まっているのに請求をしてしまったとか、そういう行為が出てきますので、それはやっぱりシステ

ム的にきちんとチェックする必要があるだろうと。それと、もう一つ一番問題なのは、Ａという薬

を出しているのに、実際患者さんにお出ししているのに、それが請求書に上がって来ないというこ

とが実はあるわけなのです。ですから、棚卸しをするとＡという薬が院内で１０箱出ているはずな

のに、請求では９箱しか出ていないと。１箱どこかで使っているのだけどわからないと、こういう

ような状況が出てきますので、そのためにそういった処方をした薬だとか、処置だとかそういった

ものがきちんとレセプトに反映させていくようにオーダリングというシステムをやっぱり検討する

必要があるというふうな考えがあるわけなのです。 

○委員長（吉田和子君） １１番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 説明はよくわかりました。それで、私の聞きたいのはですね、今、町立病

院の経営が本当に大変な時にもらえるものがもらえないでいたというね、そういう経過があるとす

ればですね、過去をさかのぼることは出来ないでしょうから、例えば、この１年間の中で額が、見

合わすことによってこれだけ改善されるんだというね、そういったものがないとですね、今まで請

求されなかった部分がありますよ、ですから、ちゃんとしたあれをしなきゃいけませんよと。これ

だけじゃですね、僕たちはただ聞いているだけでですね。普通、これが一般企業だったらですね、

例えば、年末の決算期に全部見直しをして最終的な部分で審査すると言ったら変ですけどもね、や

りますよ。ただ、「いや、たぶん、これをもう少しやったら、もう少しもらえるのだけども今回しょ

うがないわ」では、済まされないことなのですよね。ですから、こういう診断結果報告書が出てき

たわけですから、例えば１年間の中でこれぐらいうちらは損していたのだと。もらえるものをもら

えなかったのだというものをちゃんと明確にした中で、今、言われた診断の方法をこれから取り入

れていくべきじゃないかなと僕は思うのですけどね。その辺についてはどうなのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 氏家委員のまさに指摘されているとおりで。基本的には平成１７年

の１１月分のレセプトを実はチェックをしました。１ヶ月の中でおそらく３０万ぐらいあるのじゃ

ないかなという推測はできます。ただ、それも、もらえるものがもらえなかったであろうという推

測であって、実際に請求行為がやっぱりされていないということもありますので。１１月分だけで

もやっぱりそれくらいの問題があるということと、それともう一つは査定を受けますよね、査定を

受けて落とされるというものもあるのですよね。査定をしてもう一回戻るケースもあるのですけれ

ども、それも、だいたい１２、３万ぐらい、やっぱりあるというような状況もありますので、そう

いった部分も含めると年間やっぱり結構な金額になると。ですから、それもひっくるめてですね、

一つは今のうちの医事係のレセプトを請求する能力を上げてもらうことが一つと、もう一つは先ほ

ど申したようにオーダリングシステムなり何なり、そういった形の中できちんと、出来高払いでも

らうわけですから、できるだけきちんとレセプトに反映させていく。このシステムをきちんとやら

ないことには駄目でしょうと。それともう一つは事務長の段階で考えているのですが、今の医事係

がやっているレセプトの請求について、やっぱり別な面で、別な方にきちんと評価をしてもらう、
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チェックをしてもらうと。当然、委託でやっているわけですから、極端なことを言ったら、高額な

委託料を払っているわけですから、当然、そういった取りこぼしの無いようにやってもらうことぐ

らいのこともちょっと考えていかなきゃならないなと。そういったこともひっくるめて、今、病院

全体として、この問題をどうして行くのかと。個別の問題をどうして行くのかについて検討は、今、

している最中でございます。 

○委員長（吉田和子君） １１番、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） そのとおりだと思うのですよね。ですから、正確にどういった金額が出て

くるか査定状況もあるからわからないかもしれないけども、例えば、それが２００万なのかもしれ

ない、もしかしたら５００万なのかもしれない。そういった感覚の中で考えればですね、例えば、

今、病床数の、本当にそういった中で看護師さんが今の状況じゃ足りないのではないかと思われる

部分も、本来であればもう一人ぐらい増員しなきゃいけない部分も。今の現状の中で改善していく

だけで、その分ぐらいは出てくるようなね。本当にそれが今回の経営診断、皆さんの努力で、自分

達のできることはもっとないのかという部分でやられた、この経営診断の目的じゃないのかなと思

うのですよね。ですから、そういったところは本当に、この経営診断の結果がもう出てきたわけで

すから、それに向けてこれからの町立病院の方向性も考えながら本当に取り組んで行っていただき

たいなと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君） 丸山事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 分析して結果が出て、結果を職員に回覧するだけなら何のために２

００万近いお金をかけてやったのかと、全く意味の無い話だと思っています。それで、もう一つ大

事なことは、事務長だとか、師長だとか、副師長とか、そのレベルの人だけがこの結果についてど

う考えますかということではなくて、今回はもう３回もやっていますけれども、現場の職員の方、

清掃のおばちゃんから、調理のおばちゃんから、みんな集めて全部説明しました。こういう現状に

なっていますよと。 

それで、各セクションごとに委託の職員だとか、臨時の職員も全部ひっくるめて、皆さんどう思

いますかと。こういう指摘を受けていますがどう思いますかと。１項目ごと全部、検討もしてもら

っています。まさしく、それをやらないと、この分析をやった意味が全く無いと。それで、なおか

つ具体的に自分たちが進んでやれば出来る改善が何なのかということについて、今、まとめ上げて

ですね、それを実践して行こうと。次の実践の段階に移していこうということで、今、取り組みを

進めている最中でございます。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。１８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 国民健康保険病院の現状と課題の分析がいろいろ行われていますが、１３

ページ、１４ページですね。この中で（４）の人件費。この中で労働分配率という言葉が出てきて

おります。地方自治体の病院は労働分配率が１００％を超えていると。ところが、普通の医療法人

の病院は高いところで６６から６７％であると。経営的な安定水準するためには６５％以内に押さ

えるべきだと、こういうふうな指摘なのですけどね。白老町の場合、ずっと後ろの資料に載ってい

ますが、２０ページですか、１６年度で分配率が１０２％ですね。この１０２％から６５％の差と
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いうのはね、私の試算ではだいたい４億から４億５千万くらいなのですよ。この差がですね。した

がって、この労働分配率というのは人件費が高いわりに医療収益が上がっていないのか、医療収益

があるにも関わらず人件費が高いのかですね、そのバランスの問題だと思うのですけれども。白老

町が労働分配率を一応理想の６５％にすると、ちょんちょんですから利益が出てくるのでしょうけ

れども、そのためには医業収益を４億くらい上げなきゃならないのですよ、結果的にはね。ところ

が、今の状況で、お医者さんも５人揃って、一応いい状態にはあるとしても、これからどのような

努力をしようとしても４億の売上げをね、現在９億３千万ですね、それを１４億近くに上げるとう

ことは物理的に可能かどうかということね、これは考えなければならないのではないのかなと思う

のですよ。 

 それと、もう一つはいつも指摘するように、他会計から負担金、１６年度は２億３千万くらい一

般会計から出していますけれども。他会計補助金を町民の皆さんが毎年、「町立病院なのだから２億

ぐらい出さなきゃ駄目だな」とそういう気持ちになれるのかどうかね。今の白老町は財政が厳しい

から、出来うればそういうものを出さないでちょんちょんで行ってくれればいいのだけれども、町

立病院だから１億５千万なり２億円なりの一般会計からの持ち出しはやむを得ないのだと。だから、

町立病院を続けるべきだという理屈になるのか。その辺りの同意を得られるのかどうかね。その辺

りの２点について、現時点ではどのように考えておられるか、伺いたいと思うのだけども。 

○委員長（吉田和子君） 丸山事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、人件費の関係ですが、これはもうはっきりストレートに言え

ることはですね、売上げに対してやっぱり人件費が高いと。一人当たりの入院単価、あるいは外来

単価、１７年度とってみると、他の自治体病院、あるいは民間の病院と比較してもですね、確かに

民間の病院からみると一人当たりの単価は低いですけれども、苫小牧や室蘭と比較してもですね。

同じような症状の方、同じであればそんなに遜色はないと考えています。したがって、トータルで

言うとやっぱり人件費の比率というのが高いのではないかと。逆な見方をしますと、もっと売上げ

を上げればできるのかなと。ただ、先ほどちょっと説明しましたが、９２床のベッドがありながら

稼働率が７０％ということになります。これは現実問題として、例えば９２床あるものを稼働率９

０％近い８５とか６床であるのであれば、さらにまた売上げは当然増えますから、そういった意味

では労働分配率は低くなるよということになりますが。一つは、今の施設の状況からみると人的に

も施設的にも今の７０ぐらいが限度だというような状況になっています。確かに今の売上げからい

うとやっぱり人件費が低いけども、今の施設をきちんと見直すことによって、それは改善できる要

素があるというふうに思っています。 

 それともう一つは他会計からの補助金ですが、一つは議会でも説明しましたが、２億何千万いた

だいている中で約１億１千万ぐらいは交付税から来ています。その他に町から繰出金としていただ

いているのは１億５千万近くございます。その中に一つはですね、不採算病院であることによって

の補助金、補助金と言うか他会計からの持ち出し分、こういったものもございますし。それをです

ね、今、どれぐらいが適正なのかということになると、私、病院事務長の立場ではちょっと。理事

者の考えもいろいろありますので、いくらが妥当なのかということについてはちょっとまだこの場
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では言いかねる部分もありますけれども。今の状況の中ではこの程度の支援はしていただきたいと

いうふうに考えてございます。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 結局ね、町立病院だから赤になってもやむを得ないのだという感覚は、町

民の全てとは言わないけれども、ある程度持っているとは思うのですよ。ですから、どの程度の持

ち出しが妥当かと、納得できるという数字が、十分理解できるのであれば構わないと思うのですよ、

２億でも３億でもね。ただ、先ほど事務長おっしゃっておったようにね、交付税処置というのは今

そうでなくても厳しくなってきてね、医療改革してきているのにね、不採算病院だからってずっと

これから維持されていくということはちょっと考えづらいのですよ。早晩、打ち切られるのではな

いのかなと。そうでなくてもカット、カットしてきていますからね。公立病院だから、どっちみち

採算取れないのだから、その分は交付税でみるよという考え方は非常に今後としては甘い考え方だ

と僕は思うものだから、なるべくそういうものを期待しないである程度町でもって持ち出せるよう

な金額にもっていくことが非常に今、急務じゃないのかなという考え方を持っているのですけども

ね。その辺りはどのように考えていますかね。 

○委員長（吉田和子君） 丸山事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 基本的には、私は加藤委員と全く同じ考えなのです。交付税は間違

いなく減っていくだろうと。それと、こういった病院の運営に関する様々な補助金、こういったも

のもカットされていくだろうと。そういった状況の中で病院はやっぱり安定的に維持をしていかな

ければならない。維持していくということは経営していかなければならないと。そうしたら、安定

的に維持していけるだけの経営資源をどうやって求めて行くのか。やっぱり、そこがポイントにな

ってくると思うのですよね。ですから、この報告書の中にも書かれてありますけれども、ベッド数

どうしていくのだと、今のままでいいのかと、建物もいいのかと、診療科はこのままでいいのか、

そういった問題が様々やっぱりあると思うのですよね。我々も経営的に、一般的に努力はしますけ

れども、もう一つは医療の需要と、町民の医療に対するニーズがどこにあるのか。それも最終的に

やっぱり理事者がきちんと判断をしてですね、町立病院はこれこれこういう形で経営をしていく、

残していく、あるいは診療所にするのか。それは最終的に町長が判断する話なのですけども。我々

サイドとしては、この範囲の何とかやって行けという一定の枠がはまればですね、その中でやっぱ

り知恵を絞って、一番経営の効率化に、赤字幅が少ない病院経営を考えていこうと。そういった手

立ての中でどういう課題があるのかというのもやっぱり、この分析の中で出ているわけですから、

その辺も踏まえてやっていかなければならないと思っています。当然、国の動向、医療制度改革の

動向、一般的な補助金の動向、これはどっちを見たっていい方向になるわけないと認識しています

ので、そういったことも考えてですね、本当に生き残って行けるのか、行けないのか、本当にきち

んと考えていかなければならないという問題だと私は考えています。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。９番、吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 先ほど事務長が、この診断結果に基づいて内部の会議を３回ほど開催した

という話しを伺いました。これはもうやはり診断結果でございますので、当然、早急に内部の改革
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を進めるという意味では、そのような会議をどんどん開いて行かなければならないと思うのですが。

この会議の内容そのものをですね、３回開いて、どのような会議を、どのように行って、そして、

この診断結果に基づいて何を内部で実行しようとしているのか。そのような経過を知らないと、や

はり診断結果は活きていかないわけでありましてね。それを例えば、何らかの方法で公表すること

は考えていないでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） どんな会議を具体的にやってきたかについて、若干説明をさせてい

ただきたいと思います。まず、診断結果が出まして、４月の確か６日ぐらいだったと思いますが、

病院の全職員を対象にして、これは委託先、臨時、嘱託、全部ひっくるめの話なのですけど、全職

員を対象にしまして、ただ今と同じように分析結果の内容について全部説明をしてございます。そ

れが１回目でございます。 

それで、２回目にやったのがですね、今、さまざまな指摘を受けた、この分析を行ったコンサル

タントが指摘を受けた事項を全部取りまとめしまして、何を問われているのかと。職員の認識を問

われているのか、具体的な解決方法を問われているのか、こういったものを各現場の所属長を集め

まして、一覧表を渡して、中身について全部説明をしてございます。それと当然、この分析結果に

ついては全正職員には渡るように、当然、事前に渡してございますので、それに基づいて、どんな

ことを指摘を受けて、自分たちはどう認識したらいいのか、考えていらっしゃいというのを２回目

にやってございます。 

３回目ですね、その出てきた結果を取りまとめたものが実はございまして、昨日ですが、各現場

から上がってきた指摘事項の各部門から出てきた内容について説明を行って、病院全体としてどう

いう具合に考えたらいいのかということについて、まず１回目やっております。で、２回目は来週

の１８日火曜日に予定してございますが。２回目には先ほど出ていましたレセプトの請求の具体的

な改善策を検討するということと、もう一つは病院機能評価をどうしていくかと、こういったこと

について来週また話をしようということで進めてございます。その進めが終わった後ですね、この

経営分析の内容について、私たちはこう理解をして、こうして行きたいというものをきちんとまと

め上げてですね、一応、院長と病院運営審議会に報告をして理解をしていただきたいと。具体的に

その中で決まった事項についてですね、今後の問題としては例えば部会なり、あるいは個別な検討

会、院内の検討会を開いて具体的な作業に入って行きたいと。こんなスケジュールで行きたいなと

思っています。それも、あまり遅くならない内にですね、出来れば９月には個別な検討委員会も立

ち上げて行きたいなとこういうふうに考えてございます。 

 公表についてはですね、特に考えてはおりませんでしたけれども、考え方を取りまとめまして、

院長、病院運営審議会にも出しますので、当然、要請があれば議会にも、こういう形で病院の職員

がこういう考えて、この分析報告書について、こういうふうに取りまとめしましたということにつ

いて公表することはやぶさかでございませんので、請求いただければ、まとまりましたら公表した

いというふうに考えてございます。 

○委員長（吉田和子君） ９番、吉田委員。 
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○委員（吉田正利君） 非常にその意味で的を射たやり方をしていると思うのでございますが、や

はり改革についてはこれだけ立派な診断結果が出ているわけでございますので、ポイントをやはり

掴んで計画的に、事前にどのような方向で進めるか交渉しながら内部の改革を進める必要があると

思うのでございます。そういうふうな意味で、特にこれは順を追って早急にどんどん進めてもらっ

て、やはり実行につながなければ内部の改革というのは意味がないと思うのです。 

会議ばかりやっていましてもいけないので。やはり、どのようなアクションを起こしていくのか、

そういうふうな内容についてですね、きちんとやっぱり方針を立ててやっていただきたいと思いま

す。今、審議会その他において報告するということを言っていますので、その時点で急場は結構で

ございますので。今の考え方は分かりましたので私の質問はこれで結構でございます。ありがとう

ございました。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、どうぞ。１３番、斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君） わからないのでちょっとお聞きしたのですが。９２床ベッドがある中で、

稼働率７０以上になったら看護師さんも人的に足りなくなるのではないかというようなお話がござ

いました。ところが、診療報酬の改定の中で正看護師を増やさなきゃならないとか、７０％以上確

保しなきゃならない。それから７２時間以上勤務させては駄目だと、腰が悪くなるというような、

本当に私たちが医者を、固定医療をせっかく確保したのに、正看護師なんかが確保できないという

ことになると、すごくもったいないなという気がするわけですよね。実際には、少しでも経営を安

定させるために正看護師じゃなくて臨時の職員もたくさん増やしてね、それでやってきたのに、正

看護師を入れなければ報酬を悪くしてしまうというような、本当にこれは病院いじめかなという感

じがしてしまうわけですけどね。こういう相反するようなやり方の中で、本当にこの病院を今まで

どおり維持出来ていくというね、正看護師を増やしていきながら維持出来るのかどうなのか。 

あるいは、これからの見通しとしてはベッド数をぐっと小さくしてしまわないと国の言うとおり

のことが出来ないのかね。また別な道があるのかね。その辺りのことがどう考えてもよく分からな

いのですよね。だから、その辺りをどんなふうに考えておられるのか、ちょっとお聞かせ願いたい

と思います。 

○委員長（吉田和子君） 丸山事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まずですね、事務長になって一番頭が痛いのは臨時だろうが正職員

だろうが看護師の確保です。先般、道新に大きく一面に看護師が確保出来ないというような話が載

っていたかと思いますが。大きな病院、特に札幌圏の大きな病院であればですね、今、一所懸命看

護師を集めています。正看護師をたくさん集めることによって、より上のランクの診療報酬が取れ

るということで。札幌に看護師が今、集中しています。うちの町立病院も様々な手順を使って、例

えば民間の求人誌、あるいは地元紙も含めて求人広告を出しておりますが、応募すら来ないと、問

い合わせすら来ないと。正直に言って、こういう状況です。それで、職員の知り合い等を頼ってで

すね、いろいろ声を掛けて集めているような状況になっています。 

そういう状況の中でですね、まず一つは、経営のために臨時看護師あるいは準看護師さんを入れ

てですね、今まで経費節減に努めてきたと。今回のですね、後ほど説明します医療制度改革の中で
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出てくるのは、国はより質の高い医療を提供しますと。だから、看護師は正看護師じゃなかったら、

正看護師がたくさんいないと診療報酬あげないよと。一言で言うとそういうことなのです。ですか

ら、７０％以上確保出来ない。当然、夜勤の数が多いということは、看護師さんの一人当たりの夜

勤の時間数が多いということは、それだけ負担がかかるでしょと。負担がかかれば、質の高い医療

を提供出来ないでしょと、看護は提供出来ないでしょと。だから、７２時間クリア出来ないような

病院は駄目よと。そういうことなのです。もうはっきりしています。それで、実は多くの自治体病

院が、まず一つは正看護師の比率が確保出来ないということと、７２時間がクリア出来ないと。 

例えば、苫小牧市立病院さんの例がそうなのですけれども、苫小牧市立病院さんは昔の基準で言

うと２：１の基準でやっておりまして、２：１ももうちょっと条件厳しくて、実質１．５：１ぐら

いの看護師さんを豊富に抱えています。今年の１０月に新しい病院が出来るということで、去年か

ら看護師さんを採用しています。たくさん採用しています。ですから、今年の４月１日の診療報酬

の改定は看護師の確保では何の影響も無かったと。ところが王子病院さんはやっぱり大変だったと

いうふうに聞いています。そういう中でうちの町立病院だとか、聞くところによると平取だとか地

方の病院では相当厳しいと。一番下のランクの診療報酬というふうになっているというふうに聞い

ております。 

ですから、経営のことを安定してやっぱり考えて行くのだったら、今、うちの内部でも話してい

ますけども、抜本的に正看護師をどうやって採用していけるか、雇用していけるかと。例えば、院

内保育所を作ってはどうかとか。うちは新卒の看護師さんというのはなかなか教育が出来ないとい

うこともありまして、新卒の看護師さんは実はいないのですよ、看護学校を出たばかりの。ですか

ら、看護学校を出た地元出身の方を雇用して、シスター制度とかって言っていましたけども、一人

前の看護師さんになるように、一人の看護師さんが横にずっと居て、１年、２年きちんと教育をし

ていく、そういった教育制度も考えていかなきゃいけないなとか。そういったこともひっくるめて

ですね、ちょっと抜本的に考えようやという話しもちょっと出ています。それと、経営だけのこと

で言えば、やっぱり数を多く正看護師を確保した方が勝ちというような状況になっているというの

も、正直言って事実なところです。 

○委員長（吉田和子君） １３番、斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君） よく分かります。でね、質のいい医療を提供しよう、だから、有資格者が

いいのだと、この理屈はそのとおりですよね。だけども、実態としてそれだけが確保出来ないとい

うことになると、医者なんかも連携しながらあっちへ走ってもらったり、こっちへ移動してもらっ

たりというような形で、今、いろいろな形が出てくる。看護師なんかもそういう近い地域の中で掛

け持ちで動いてもらうだとか、そういう連携だとかというのは制度的に無理なのでしょうかね。 

○委員長（吉田和子君） 丸山事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 看護師に限っては出来ません。ということは、社会保険庁の方に実

在の看護師を登録して、勤務日報から月間の勤務表から何から全部出さなきゃならないのですよ。 

そうすると当然、例えば苫小牧から一人来てもらうと、１日来てもらったら苫小牧の病院が１名

欠なのですよ。そういうことになるのですよ。そうすると向こうの病院さんの方で看護基準がきち
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んとクリア出来るのか、出来ないのかとこういう問題が出てきますので。辞めて、こちらに来てい

ただくということは可能かとは思いますけれども、そういうトレードというのはちょっと難しいで

す。 

○委員長（吉田和子君） １３番、斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 一つだけ。この診断に基づいて、今のような、どこまで出来るのかという

ことを一つ一つ詰めていくような、今、会議をやっていますよね。実際に今、話を聞いていると、

先ほども話が出ていましたけども、どの分野でどういうような経済的に運営上向上出来るかという

こと。財政的にもシミュレーション作ってみなければ分からないわけですよね。全体的には今、い

っぺんには出来ないだろうけども、一つやるごとにどういうような効果を表すことが出来るか。で、

どのいい部分を選んでいくかというようなことを一つ一つやっていかなきゃならないだろうと。そ

ういう用意があるかどうかということが一つと。 

 もう一つは、一番問題は町民ですよね。町民が何を望んでいて、先ほども話ありますけども、町

民が今のような状態を理解してね、じゃあこうしようじゃないかという町民の声が届くような方策

ということが考えられているのかどうなのか。その辺りを教えてください。 

○委員長（吉田和子君） 丸山事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、前段の質問ですけれども、今年の６月、病院会計の補正をさ

せていただいております。これはですね、具体的に今、こういった課題を受けて、さまざまな医療

の情勢も踏まえてですね、人的な配置の問題、あるいは専門家をどうするか、こういう問題もひっ

くるめてですね、病床数が何床であれば適性なのか。これについて、経営のシミュレーションを既

に６月の補正で予算を通していただいてですね、今、もう準備にかかっています。おそらく、１０

月の末ぐらいまでには、この結果が出てくるかと思います。この結果につきましてですね、後ほど

町長の方で最終的な町の方針として決定していくための資料となるというふうに考えてございます。 

そのための基礎的な資料を私どもの方から全部準備をしまして、理事者の方にこれこれ、こうい

うケースで経営していった場合はこうなりますと、こういう時はこれだけの人員でこうしたらこう

なりますと、病室はこれぐらいにするとこうなりますと。そういったものも全部ひっくるめてです

ね、今、経営コンサルタントの方にお願いをして、そういった結果を出す、今、準備を、作業を進

めている状況にあります。 

 町民の意向をどうするかと。これは病院の内部でもですね、町民アンケートをやったらいいんじ

ゃないかということを考えています。病院の内部でね。この間、理事者とちょっとお話をしまして、

もう少し大きな範囲で、町として町立病院をどうしたらいいのかと。アンケートをやるのか、どう

するのか。それは最終的に理事者の責任の中でいろいろ考えていこうというふうな話しになってご

ざいます。具体的にアンケートという形になるのか、あるいはどういう話になるのか、ちょっと分

かりませんけれども。これについてもですね、おそらく早晩、議会とのいろいろなお話し合いの中

で町民の意向をどう踏まえていくのかということについては、一定の方針が出されてくるというふ

うに事務長としては理解をしています。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他に。１８番、加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） １点だけ聞きたいのですが。１３ページの（２）患者数の推移の中で、ア

ンダーラインを引いていますね。「受診促進の好材料が地域住民に十分に認知されていない可能性は

否めない」と。で、公立病院は前に、いろいろＰＲと言うか、宣伝と言いますか、それは規制され

ているのだと。普通の一般の医療法人とは違って、これこれ、これこれのＰＲをしちゃ駄目ですよ

というような制約があるために出来ないというようなことがあったかと思うのですが、その点はま

だあるのですか。それとも緩和されたのか。こういう時代ですから、町立病院と雖も、一応病院で

すから、経営しなきゃならないとすればですね、町民にある程度いろいろな面でＰＲしなきゃなら

ない面があると思うのだけど、その辺りは現在どんなふうになっているか伺いたいと思うのだけど。 

○委員長（吉田和子君） 丸山事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まずですね、病院の広告規制についてはですね、これは緩和されて

いく方向にあります。まだされていません。ですから、よく新聞に出ているのは何々病院という広

告ありますけれども、うちの病院は何々が専門ですよとかって。そういう意味での広告というのは

まだ実は出ておりません。これもいずれ解禁になっていくと思います。これも医療制度改革の中で

取り上げられていく事項になるかと思います。それでもう一つはですね、私どもは自治体病院です

から、逆に言うと自治体で広報を発行しているわけですから、広報等の媒体を使ってですね、例え

ば、うちの病院でこういういい機械がありますよとか、うちの病院ではこういういい診断出来ます

よとか、こういう先端医療ができますよとか、そういったことについては上手にやって行けば十分

出来ると考えていますので、その利用方法もやっぱり検討していく必要があると思います。やっぱ

り、大いにやっていくべきだなと思っています。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 何年か前にね、白老どさんこまつりにパレードに町立病院のチームがでた

のですよ。お神輿かな、パレードだったと思うのだけどね。あれはちょっと問題があったらしいの

だけど、ああいうことだってね、例えばですよ、看護師さんなんか集めて、札幌のよさこいソーラ

ンまではいかないにしてもね、港まつりの踊りのパレード白老町立病院チームなんてくらいのＰＲ

をすることは可能ですか。その辺りはどんなものなのですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、正直言ってですね、病院の看護師さんの勤務実態から言うと、

そこに借り出すというのはちょっと事務長の立場では酷だなというような・・・。事務だけであれ

ば、事務職員４名しかおりませんので。体なんとして体を成すのかということもありますけれども。

ちょっと、かなり難しいかなと。やっぱり人数的に、圧倒的に多いのは看護師さんですけども、先

ほど言いましたとおり、夜勤を月に７回、多い人では８回やってもらっているという状況の中では

なかなか、そこまで出て来いと、一緒にやりましょうというような非常に正直言って難しいかなと

いうふうに思っています。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） それは人数が、例えば、役場の職員が町立病院のチームとして出ることに

ついては、その行為そのものは駄目なのですか。いいのですか。出来るのですか。 
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○委員長（吉田和子君） 丸山事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） あくまでも任意の参加になりますので、それは可能かと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のある方。１７番、及川委員。 

○委員（及川保君） ちょっと時間の関係もあるのでしょうけども、１点だけお伺いしたいと思い

ます。先ほどから出ているように１２ページ、１３ページですね。１２ページには先ほどらい話が

あります正看の確保がやっぱり必要だという診断結果が出ているのですね。で、１４ページにくる

とですね、看護師は別としても人員配置過剰の可能性について随時検証する必要があるのだという

結果が出ているわけですよ。結局、職員というのはかなり今、民間委託などが進んでいましてね、

随分そういう意味では解消されていると思うのです。しかし、正看は不足だという結果が出ている

わけですから。いずれにしても、どっちにしても非常に難しい局面に立たされていると思うのです

ね。この結果が、相反する部分が人件費という部分からくるとするとね、この相反する部分は非常

に難しいことになると思うのですけども、事務長の立場としてどういうふうに考えているか、説明

して下さい。 

○委員長（吉田和子君） 丸山事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 基本的にきちんとした正看護師の比率と夜勤時間がクリアできるの

であれば、これは病院として黒字になります。人件費の部分で言うと。間違いなく黒字になります。 

ですから先ほど説明したとおり、札幌圏では今１０：１という看護単位を７：１にしようとしゃ

かりきになっています。うちもまさしくそうなのですよね。うちも今の状況では、本当は１３：１

という基準を目指したのですが、それが叶わないということになります。で、１３：１になります

とですね、ほぼ現状以上、平成１７年度以上の収入になることは間違いありません。ただ、１３：

１にするための正看護師の比率が、頭数がもう、絶対数がやっぱり少ないというようなジレンマに

陥っています。 

ですから、人件費が多いとか、多くないとかじゃなくて、看護師の人件費は十分に診療報酬で賄

うことが出来ると。だから、より上のランクの報酬を目指して、看護師を根こそぎ持っていってい

る。ですから、白老には看護師が来ないと。ですから、もう少し看護師を確保するために、先ほど

言いましたけども、もっと抜本的に考えなきゃ駄目だねと。院内保育所もそうですし、シスター制

度もそうですし、何か具体的なことをやっていかないと、ただ来ない、ただ来ないと。求人広告を

だしても全く効果が無いというような状況になってくると思っています。そんな状況です。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他に。５番、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 同じようなことをもう一度聞くのだけど。今ね、看護師を多くすれば診療

報酬だけで賄えると言ったけど、補助には関係なく医療費の収入だけで賄えるという意味ですか。 

○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） 今、ご説明したのはですね、看護師の給与の部分だけのことであり

ましてですね。看護師の給与は診療報酬の中で十分賄えるということになります。トータルで他に

諸々の経費とかかかってきますので、それは最終的に全体的に経理を締めた時にプラスになるかど

うか、これはちょっとまだきちんと試算してみないとわかりません。ただ、今、言えることは看護
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師の給与相当分、例えば、看護師を仮に１０人増やしても、１０人分の人件費は診療報酬で賄える

というふうな説明でございます。 

○委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 今までね、僕の聞いているところでは町立病院ができてから１０年間は利

益があったと。それ以降は段々利益が無くなって、補助がずっとつながってたと。で、赤字だった

部分は、一般会計の持ち出しの部分は特に人件費によるという結論が今まで出ていたよね。だから、

その辺からすると、今、言われた、僕は、おそらく皆そういうふうに聞こえたのではないかと思う

のだけど、看護師は増やしても黒字になるのだという言い方は、トータルでなくて、その部分だけ

であって、トータルで言えば赤字になるかもしれないという意味なのですね。その辺がきちんとわ

からないと皆さんも判断苦しむと思うのだけど、その辺をしっかり伝えてほしいのだけど。 

○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、説明したのはですね、１３：１にもっていくことの経費ありま

すよね、１３：１にもっていくことによってですね、当然１３：１にもっていくために看護師を増

員しなきゃならないよと。で、それに見合うだけの収入があるのかということで言えば、これは十

分に見合うだけのものは出てきますと。ただ、病院全体の経営からいって、当然他の、看護師以外

の人件費の部分もひっくるめてですね、トータル全部あるわけですから。１３：１やることによっ

て病院の経営全体が黒字になるかどうかについては、ちょっと試算してみないとわからないと。こ

ういうふうに言った、説明したつもりでいるのですが。 

○委員長（吉田和子君） ５番、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） わかりました。今、言われた中で、それでいいと思うのだけども。ただね、

別な話にもなるけども、ベッド数が、７０ぐらいが満杯です、今のところはね、９２ある内。それ

を平均７０しか作らないと、仮にね。そして、それに見合ったコンパクトな、簡単に言えば、２２

床減らした病院の形態に仮にしたとすると、その経営はどうなのですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） かなり改善されるのではないかというふうな予測はしますけれども、

実際きちんとそろばんを入れてみないと何とも言えませんので、それで今、専門家にお願いをして

ベッド数を減らした場合はどうなっていくのか。２０減らすだけでいいのか、３０なのか、４０な

のか。その辺もきっちり、やっぱり出してもらおうと。その辺は１０月にきちんと結果が出てきま

すから、それをもって最終的に理事者が判断をしていくというような材料になっていくと、こうい

うふうになると思います。 

○委員長（吉田和子君） 他に質問のございます方、どうぞ。ありませんか。 

 実は医療改革制度、診療報酬の改正内容についての説明も受けようと思っていたのですが、１時

間ぐらいかかるということだったのですよ。それで時間的にちょっと、質問も１時間近くかかりま

したので、それに質問も受けるということになるとちょっと今日の日程では賄いきれませんので、

この説明は事務長の方とやりとりしまして都合のいい日、また議会の日程の空いている日にもう一

度この説明を受けて質疑応答をしていきたいというふうに考えておりますが、その辺よろしいでし
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ょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君） それでですね、１点だけ皆様にご意見を伺いたいと思うのですが。この

本特別委員会は来年の３月までの調査期間ということに一応なっております。それで、今後どのよ

うな調査をするべきなのか、意見、先ほど言っていました、いろいろな専門家による病床とか経営

のシミュレーションも出されるということが１０月頃になると言っていましたし。それから、各部

会の検討をした結果を審議委員会に報告できるようになった時に、議会にも示してもいいというこ

とが２つぐらい出ておりましたけれども。その他、皆さんの中でこういった資料的なものはないの

かとか、視察も含めて、こういった所を視察しておくべきじゃないかとか、そういったことがあり

ましたら皆さんの方から出していただきたいと思うのですが、どうでしょうか。１８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 事務長のおっしゃるように１０月頃までにもう一度、この吉岡ですか、コ

ンサルタントに頼んだ結果が１０月頃に出て来るということなのですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 委託をしました内容につきましては、１０月の末が納期限になって

いますので、１０月末ぐらいになるかと思います。それからですね、内部的に中身について、ちょ

っと精査をする時間が若干必要かなと思っていますので、１１月に入ってからというふうなスケジ

ュールになるかと思いますが。 

○委員長（吉田和子君） １８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） だとすると、それらのコンサルタントの結果がどういうふうに出るか、そ

れにクレームつけるということは我々の知識ではちょっと難しいと思うのですよ。こういうところ、

ああいうところというのはね。だから、出た結果について、また特別委員会の方でそれに基づいた

説明、もう少し深く下げた質疑応答をして進めて行ったらいかがというふうに思うのだけれどもど

んなものですか。 

○委員長（吉田和子君） その点については先ほども言いましたように、結果が出次第、説明が出

来る状況になりましたら、議会の特別委員会で説明をしていただきたいと。同じ方向で同時に行政

側とこの特別委員会も情報を得ていくという形にはしていきたいというふうに思っております。 

○委員（加藤正恭君） ということは、中間報告みたいのが出るという意味ですか。そうじゃない

んでしょ。そういうことじゃないのね。 

○委員長（吉田和子君） そうじゃなくて結果が出てから。１１月になると思います、この結果報

告は。４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） この特別委員会の最終的な考え方と言うのですか、ただ、行政と一緒にそ

ういう同じレベルの認識を持って行くというだけのものなのか。それとも、特別委員会として最終

的には、終わった後に町長に対して議会の意見と言うのですか、そういうものをして報告とかそう

いうようなことまで考えているのか。ただ、単なる勉強会というのか、ではないですよね。そうし

たら、最終的にはその勉強したことに対して、議会として報告という形が出てくるわけですよね。

ちょっと分からなかったものだから、そういうふうになるのかどうかということ。 
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○委員長（吉田和子君） 特別委員会を設けました。これは、町立病院を今後どうして行くかとい

うことを町長が３月末に結論を出すということでした。一応、答弁等で３月までにということです

から、もっと早くなるのかもしれませんけれども。そういう方向性で、この年度内にですから。任

期中とは言っていないと思うのです。年度内と言っていますから３月までだと思います。 

それで、町立病院というのは町民全てに関わる大きな問題ですので、議会としてもただ町長が結

論を出すことに傍観して見ているわけではなくて、議会も共にどういう病院の体制で、どういった

形で病院があるのが適当なのか、町民のためにもどうしたらいいのかということを委員会としてや

っていって。そのためにはやはり、これは民生常任委員会でも検討していたことなのですが、やは

りいろいろな情報を入手すると言うか、いろいろな公的な病院も民営化にしたりだとか、それから

公設民営にしたりとか、いろいろな形のものをやっている所があるのですね。そういった形で診療

所にしたりとか、いろいろな方向性を出して来ています。で、そういった所の視察をするなりして、

こっち側も十分なデータ、それから、いろいろな所を見た実質現場の声だとか、そういったものを

しっかり持って、それで意見をきちんと述べていけるような形にして行きたいというふうに委員会

としては考えているのですが。 

４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 一応、これは３月までということでしたよね、特別委員会は。で、町長の

決めるのも３月までですよね。そうしますと、３月までということは、もし３月までで、この委員

会が報告するとしたら３月の議会なのですか。だから、そういう時間的なスケジュール。町長が３

月までに結論を出すと言っているのに、３月の議会でうちらが報告してもですね、もう遅いのでは

ないかと逆に思っちゃうのですよ。それだったら、やっぱり１２月の議会ぐらいまでに何か報告し

てですね、議会というものをきちんと町長に考え方を示しておかないと、町長が考える一つの参考

にしてもらいたいということがあれば、ちょっと３月までなら遅いのではないかなというような気

がしたのですが、その辺りは。 

○委員長（吉田和子君） 事務局長の方からスケジュール的なことも含めて。 

○事務局長（上坊寺博之君） 一応、議会運営委員会では３月までこの期間を設けようということ

で期限は決めたのですよ。 

ただ、場合によっては継続調査。一応、３月までですから、３月までに終わらなければ、町長が

そこで結果を出したとしてもね、なお、必要であれば継続も出来ますし。もう一つの方法としては、

皆さんが１２月に、視察に行ったりそういう部分でこの部分はやっぱり伝えておかなければならな

いという部分があれば、当然、中間報告という手段もありますのでいろいろな方法使えると思うの

ですよ。 

ですから、どういうふうにこの委員会が調査していくかというものを、ある程度の短い期間です

から決めなかったら中間報告するなり、また、３月にどういう報告するか、場合によっては延長す

るかというのは出てこないんじゃないかなという気がするのですよね。ですから、あえて委員長の

方に３月までですので、この中に定例会も入ってきます、いろいろなもの入ってきますから、ある

程度のイメージとしてどういう調査をしていくかというのは決めなければ、やっぱりなかなか進ま
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ないのかなということでお願いしました。 

ですから、今、鈴木委員が言われたように、いろいろな方法取れますのでね、その方法を含めて

検討していく必要があるかなと思います。 

○委員長（吉田和子君） ４番、鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） せっかくやるのですからね、やはり議会として報告したことが参考にして

もらえるということが大事だと思うのですよ。で、一回もう町長が決めて言ってしまった後にです

ね、議会の考え方を示してもなかなか、そこら辺かみ合わない部分が出た時にどうやって調整する

かという話にもなるし、言ってしまった後になかなか言ったことがですね、じゃあ、議会の言った

ことが実現出来るかと言ったらなかなか難しいところがあると思いますので、やっぱり出来るだけ

精力的に１２月までやってですね、中間報告になるかもしれませんけど、そういうものもきちんと

議会のある程度の考え方が示せるようなところまでやっぱり精力的にうちらも特別委員会をやって

まとめていかなければ、せっかくやったものを町長が言ってしまった後に報告してもどうなのかな

というような気がしますので、ちょっと精力的にやる必要は僕はあるんじゃないかなと思うのです

が。 

○委員長（吉田和子君） １４番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 正確に知っておかなくちゃいけないことがあると思うのですけどね。例え

ば、町長は１９年度中に結論を出すって確か言っていると思うのですよ。期限切っていないと思う

のですよね。ごめんなさい、１８年度中。だから、１８年度中であれば１９年の３月ですから、期

限はそういうことだと思うのです。期限の切り方というのはそうだと思うのですよね。 

一つは、この特別委員会がどんな役割を果たすのかということで言えば、やっぱり町民の意見を

どれだけ反映出来るかということだと思うのですよ。これは町立病院さんは町立病院さん、町側は

町側できっといろいろなことやられるのだとは思うのだけれども。我々は我々として、やっぱり町

民の意見をどう汲み尽くすかと。同時にそれが議会としての意思に、まとめられるかどうかわかり

ませんけれども。少なくてもそういうことを我々が精力的にやる必要があるのではないかというこ

とが一つあります。 

それから、予備知識として、今のこの経営分析だけで我々が物事を判断したり、やるということ

はかなり難しいと思います。ですから、もう一つは、同程度の病院で、自治体病院ですね、もちろ

んね。今、委員長が言われましたように指定管理者になったり民間委託になったり、官が作って民

に移譲したとかたくさんいろいろなケースが全国にあるわけですよ。その中で何点かやっぱり視察

はもちろんなのだけど、視察より以前にそういうものが我々として、対比と言うの、この経営分析

と対比できるような資料が事前にやっぱりあって視察に行かないと、ただ行ってみて、うまくいっ

た、うまくいったと言うのじゃ僕は駄目だと思うのです。そうじゃなくて対比できるような資料を

事前に出来れば取り寄せていただいてね、そこを深く、深いか浅いかは別にして、分析して、その

上で必要な所に視察に行くというような手立てをかなり緊急だけれども取る必要があるだろうと。 

同時に、先ほど鈴木委員が言われた部分で、そのとおりだと思うのだけど、同時にね、例えば町

長にこの場に来ていただいて、町長の考え方を現時点で聞くとかね。そういうことをやればいいと
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思うのですよ。で、こっちの意見も少しくらい言ってもいいわけですから。必要な状況になったら

ですよ。必要な状況になったら、やっぱり、こっちの理論的に、また考え方が一定限度まで行った

段階では理事者側の出席も求めて、そこできちんと議論をしていくと。 

そうすればですね、町長が議会の意見を無視して出すだとかということにはならないわけですか

ら。理事者とのきちんとした議論できる場もですね、この特別委員会で作っていただいて、理事者

の出席もきちんと求めて、その上で議論していくようなスケジュールを作ればですね、私は今、言

われたような矛盾も、議会は議会だけでこうやって抱えて議論するのじゃなくてね、この場合はや

っぱり理事者も入り、どこかで町民も入るというような、そういう議論ができる仕組みを考えた方

がいいのではないかと。具体的に言えば、もっともっとありますけども、そこら辺までは僕は考え

たところです。 

○委員長（吉田和子君） 今、だいたい大まかな意見として出ましたけれども、視察ということは

前提にありましたので、上坊寺事務局長の方である程度、さっき言ったいろいろな政策、いろいろ

な方法をとった病院のある程度の状況、簡単な状況ですけど資料があります。作っていただきまし

た。一部ずつ、今、配ります。 

自治体病院の経営改革情報ということで道内、それから道外を含めて一覧表でどういうような状

況でやっているのか、どういうふうにやったのかという本当の簡単な説明だけになっています。こ

このちょっと詳しい資料が欲しいな、ここに行ってみたい、関心があるというような、白老町の人

口的ないろいろなものを含めて対比できるような状況、こことここの資料をということで資料を取

り寄せて、そこへ行くかどうかという検討をしていくという形にできればなというふうに思います

けれども。手元に渡りましたでしょうか。まだ、これで十分全部調べられたわけではないというふ

うに局長は言っていますけれども。 

今後の視察を含めたスケジュール等について、特別委員会を設けておりますけれども、このこと

について民生常任委員会がこういう形でやって行こうというものがある程度出来上がっていました

ので、この病院等の中身と比べて、皆さんからもちろん意見があったら、こういう所とこういう所

の資料を取ってくれというのは言っていただきたいと思います。それを含めて視察はやはりスケジ

ュールから行くと年内の行政視察を前後して行かなければならない。もしかしたら、前ですよね。 

なるべくなら前ぐらいに行かないと、１０月の診断シミュレーションが出てきた時点である程度

こちらもいろいろなものを持っていたいというふうに思っていますので、それを含めてスケジュー

ル的なことは民生常任委員会の委員に任せていただけますでしょうか。全員でやるというのはちょ

っと厳しいのかなというふうに思いますのでどうでしょうか。資料をいろいろ取り寄せながら、ど

こと、どこと、どこ、全員で行くのか、分かれた方がいいのかということも具体的に、そして、い

つ頃がいいのかと。相手先もありますので、相手の都合も伺わなければなりませんし、病院ですか

ら拒否されるところももしからしたらあるかもしれませんので、その辺を含めてどことどこが受け

入れてくれるかということも具体的に一応どことどこということで出して、それであと皆さんにお

諮りしたいと思うのですがよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 
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○委員長（吉田和子君） それで資料等も私たち今、前回の町立病院の現状ということでもうちょ

っと病院の資料も頂いているのがあるのです。これよりもまだもうちょっと新しいのが出来るとい

う事務長の説明もありましたので、現状、今、どれぐらいの方が入院されているとか、医師の数と

か、看護師の数とかってちょっと具体的に全部書いたものの資料がありますので、一番新しいもの

をこの次の委員会まで間に合うように出してもらおうと思っています。白老町の現状をもうちょっ

と押さえておきたいというふうに思いますので。 

他にどうでしょうか。１８番、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 今、資料見ているのですけどね、日程的な問題もあるので視察等について

は出来るだけ北海道内に絞ったらどうですか。東北地方だとか九州の方までとてもじゃないけども

考えられないのですよ。民生常任委員会で所管事務調査で取り上げてね、こういう所、例えば東北

方面へ行くならそういう所を見てくるのも一つの方法でしょうけれども。この特別委員会ではやっ

ぱり北海道内というふうに限って、資料の提出をお願いしたいなと思うのですけれども、どんなも

のでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） どうでしょうか。今、これはちょっと民生常任委員会だけで、道内でい

いということにちょっと。 

○委員（加藤正恭君） いやいや、民生が行くのは構わないよ。特別委員会の。 

○委員長（吉田和子君） 特別委員会としてですか。５番、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君） 道内の自治体病院はみんな赤字だと聞いていますので、これを見ると黒字

の所がいっぱいあるのですよね。東北でもあるから。黒字の所に行かないと意味が無いのではない

かなと私は思うのですよ。だから、その実態を見せていただいて、やはり黒字に向けて行くという

のが一番ベターではないかと私は思うから、道内ではちょっと勉強しきれないのではないかなと思

います。 

○委員長（吉田和子君） 今のご意見も含めて、民生常任委員会でもうちょっと詳しい資料を見せ

ていただきまして、ここは遠いけどやっぱり行ってみたらすごい参考になるという所が、もし、他

にありましたら、お任せいただけますでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。なるべく道内に、お金をかけないようにしたいとは思

いますけれども、大事な問題ですので、もし、ここを見ておいた方が本当に参考になるということ

がありましたら、そちらの方へ向って行きたいというふうにも考えておりますけれども、そういう

ことでよろしいでしょうか。 

特別委員会は今回新たに作られましたので、何も予算は取っておりません。それで本当に、こう

いうことと、こういうことと、こういうことでこれだけの予算がかかるということが出ましたら、

議長を通じまして町長の方にそれを出していきたいと。それだけ、こちら側も真剣に取り組んで行

きたいなというふうに思っておりますので。そういうことでなるべくお金はかけないようにという

ことを前提にしながら、ただし、いい所があれば行きたいという考えで組ませていただきたいと思

いますので了解していただきたいと思います。 
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あと他に何かありませんか。無ければ、この時点で委員会を閉じたいと思いますがよろしいでし

ょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

                                          

○ 閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君） それでは本日の特別委員会を終了いたします。大変ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後４時０７分） 


