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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２４日（月曜日） 

   開 会  午後  １時３０分 

   閉 会  午後  ３時４３分 

 

〇議事日程  

 －調査事項－ 

   医療制度改革の概要について（診療報酬の改正内容） 

 

〇出席委員（１９名） 

委 員 長 吉 田 和 子 君   副委員長 熊 谷 雅 史 君 

委  員 小 西 秀 延 君        山 本 浩 平 君 

鈴 木 宏 征 君        玉 井 昭 一 君 

土 屋 かづよ 君        西 田 祐 子 君 

近 藤   守 君        吉 田 正 利 君 

宗 像   脩 君        氏 家 裕 治 君 

斎 藤 征 信 君        大 渕 紀 夫 君 

谷 内   勉 君        及 川   保 君 

加 藤 正 恭 君        根 本 道 明 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

 

〇欠席委員（１名） 

委  員 中 出   正 君 

  

〇説明のため出席した者の職氏名 

     病 院 事 務 長       丸 山 伸 也 君 

     

〇職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長       上坊寺 博 之 君 

     主       幹       中 村 英 二 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（吉田和子君） どうもご苦労様です。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。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○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。 

 

◎調査事項 

○委員長（吉田和子君） 次に本日の委員会の日程について、事務局から説明いたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） はい、ご苦労様です。今日の調査事項でありますが、前回の特別

委員会で説明が残っております。医療制度改革についての概要について説明をいただく予定です。

以上であります。 

○委員長（吉田和子君） それでは、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。 

 前回の委員会において調査できなかった、医療制度改革、診療報酬の改正内容の概要について

を調査いたします。資料については、前回の調査時に配布済みであります。お持ちになっていら

っしゃいますよね。大丈夫ですね。 

 では、町側からの説明を願います。 

 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 今日は、医療保険制度の状況についてご説明をしたいと思ってい

ます。 

 当然、病院の運営、これからまた、ずっとやっていくとする場合ですね、この医療保険制度が

どういうふうになっていくのか。そこを抜きにはもう、語れない状況になってきております。 

 全体的には、少子高齢社会がどんどんどんどん進行していくと。高齢化率が進むことによって、

医療費がどんどんかかってくると。こういう状況の中で、制度を根本的に見直そうということで、

去年の１２月に政府の医療制度改革大綱がまとめられまして、それに従って、さまざまな診療報

酬、あるいは保険制度の改正等が、今後逐次国会の中で論議をされ、決まっていくというふうに

考えております。 

 今日、お手元の方に４点、資料がございますが、医療保険制度改革をめぐる状況、医療制度改

革の基本的方向。１枚ものですね。Ａ４の１枚もの。そして、資料、厚生労働省・医療制度改革

大綱の概要。 

そして、最後にですね、医療制度改革大綱。これ、国が政府与党の協議会が出したものを、資



 3 

料として出しております。 

まず最初に、Ａ４の１枚ものの医療保険制度改革をめぐる状況から説明をさせていただきたい

と思っています。 

この表は、厚生労働省のホームページに載っているものでございます。 

医療制度の改革が、なぜ必要なのかというようなことですが、先ほど申しましたとおり、高齢

化や経済環境等の変化に対応した医療制度改革が求められていると。従って、これに取り進んで

いきましたということでございます。 

それで、医療制度改革の具体的な中身はどういうふうに考えているかというと、４点ございま

す。 

一つは診療報酬体系の見直し。右側の欄でございます。薬価基準の見直し。医療提供体制の見

直し。そして、医療保険制度の改正。 

これは、高齢者医療についてですね、月額上限付きですが、１割導入負担。こういうことも考

えていきますと。 

なぜこういうことをするかというと、先ほども説明しましたとおり、保険料収入。現役世代が

どんどん減っていくと。にも関わらず、老人医療費が増大する傾向があります。これが、各いろ

いろな健康保険の財政に非常に悪影響を及ぼしていると。 

ちなみに、政府管掌保険、いわゆる社会保険というものですが、これは１４年度に今まであり

ました積立金を全部取り崩して、１１年度決算ベースで３，０００億円。１６年度決算で、６，

２００億円というふうに聞いておりますが、ちょっと定かではございませんが、それぐらいの赤

字になっているというふうに聞いております。 

組合健保につきましては、２，０００億円。市町村からの一般繰入がない場合の赤字補填がな

い場合の赤字額として、３，０００億円と。これが、どんどんどんどん膨らんでいくと。こうい

うような状況が想定されるということになります。 

従って、当面どうやってこの問題を解決するかということで、平成１２年度の改正保険法。こ

れが、１２年、さらには１４年で診療報酬の改定が行われておりますが、この中で、基本的な方

向が何点か出されております。 

一つは高齢者医療制度の見直し。若人薬剤一部負担の廃止の検討。それと、保険制度に伴う財

源措置のあり方。国庫補助の部分ですね。こういった財源措置のあり方。 

さらにはですね、法定保険料率。あるいは上限の見直しが検討されている。 

それと、負担とバランスのとれた給付の見直しが行われていく。 

それと、老健の拠出金。老人保健ですね。の部分で、拠出金の全体的な見直しが行われると。 

そしてさらには、病院側、診療側としては、診療報酬制度の見直し、薬価制度の見直し。こう

いったものが、平成１２年度に、今後の検討する課題になりますよということで挙げられてです

ね、以後、政府与党の中で、検討が行われてきた経過がございます。 

それが最終的に、１７年度の医療制度改革大綱の中にまとめられてきたと。こういうような状



 4 

況になってきています。 

２枚目に移らさせていただきます。医療制度改革の基本的方向というようになっています。 

これは、医療制度改革大綱を読み込んでいただければすぐに分かるのですが、一つは、医療を

取り巻く環境に大きな変化が出てきていると。 

それは、一つは高齢化の進展。経済基調の変化。ここで言う経済基調の変化というのは、一つ

はデフレ経済に象徴されました、経済のマイナス要因。今まではずっと右肩上がりでいくという

ような経済でありましたけれども、今後はそのことがずっと続いていく状況にはなくなっていく

のではないだろうかと。 

つまり、マイナスにもプラスにも変化するというようなことも考えていかなきゃならないと。 

それと、日進月歩で進んでいく医療技術があります。これも、先端の医療技術は今、例えばが

ん治療ではペットという機械が導入されて、早期発見、早期治療につなげていますが、こういっ

た医療技術の進歩に保険制度、保険診療報酬が伴っていかないと。 

それと、国民意識の変化。医療に何を求めていくかと。核家族化が進んでいくわけですし、高

齢化が進展していくわけですから、医療に対する個人的な国民の基本的な意識が、やっぱり大き

く変化していくと。 

こういったことも、総合的に踏まえながら、厚労省としては我が国の医療のあるべき姿を踏ま

えて、医療政策を統合的に実施していくことが必要だと、こういう判断をしたわけでございます。 

従って、国民的な論議をしていくために、今回の大綱がまとめられたということになります。 

今回この医療制度改革大綱の基本的な方針としましては、目指すべき方向は、大まかに分けて

三つございます。三つの視点から、医療制度改革を行っていこうというふうに、国は考えており

ます。 

一つは、利用者の視点に立った効率的で、安心かつ質の高い医療の提供をしていくと。医療で

あれば何でもいいというような医療は提供していきませんと。きちんとやっぱり、患者さんのた

めになる、質の高い医療を提供していくことに重点を置いていこうということになります。 

その中として、一つは医療安全確保対策の推進。よく医療事故等が起きておりますが、こうい

った医療事故をどうやって防止していくのか、招かないのか。そういったものも、推進をしてい

きます。 

２番目としまして、患者の選択に資する情報提供の推進。これは、例えばですね、ある一つの

病院に行って、一人の先生に診てもらってですね、一つはその先生の診断に納得がいかないと。

一つはセカンドオピニオンの関係ですね。こういったところに、どういうところにどういう医療

資源があるのか、どういう医療が受けられるのか、どういう医療を提供してもらえるのか。それ

も含めてですね、全国的にその情報をきちんと提供していきましょうということになってきます。 

それと、医療従事者の質の向上などによる医療の質の向上。これは、当然医療というのは、医

師一人でできるわけではございません。看護師・臨床検査技師・レントゲン技師あるいは理学療

法士・作業療法士等々、さまざまな形で医療の従事する人間がございます。 
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これも、総体的な質を高めていくために、きちんとした制度を盛っていこうということになっ

てございます。 

それと、ＩＴ化や医療機関の機能分化・連携の促進による医療提供の効率化。ここで謳われて

いるのはですね、もう病院の機能分化をしていきましょうと。診療所と病院。これ、やっぱりは

っきり、機能を分け合ってやっていきましょうと。 

それと、もう一つは大きな病院と小さな病院という言い方をしていいかとは思いますが、総合

的な大病院と、我々のような中小の地方の病院と。これも、きちんと住み分けをして、高次医療

にきちんとつないでいく制度を作っていけば、機能分化もきちんとできるでしょうと。機能分担

ができるでしょうと。こういったことも、目指すべき方向性の中に入ってきております。 

それともう一つ。２番目の大きな柱としましてはですね、健康寿命という概念をはっきり国は

打ち出してきております。 

健康寿命を延ばし、生活の質を高める保健医療サービスの提供。単なる医療の提供だけではな

くて、健康寿命を維持していくために、医療機関・医療制度が、積極的な役割を果たしていきま

しょうということになってきます。 

一つとして、生涯を通じた健康づくりをし、疾病・介護予防の充実。こういったことに、医療

機関が積極的に乗り出していきなさい。あるいは、地方自治体。あるいは保険者。保険者という

のは、例えば国保の場合ですと白老町。こういった保険者もですね、きちっとこういった疾病・

介護予防に乗り出していきなさいと。そういう方向であるべきだというふうに、厚労省は出して

います。 

それと、次ですが、高齢者の心身の特性にふさわしい医療の確立。高齢者は高齢者なりの医療

があるでしょうと。従ってですね、高齢者にとって必要な医療を、特に心身状況が若い人とはこ

れは当然違うわけですから。慢性期疾患の方が非常に多いというような状況も踏まえてですね、

高齢者に合った医療を確立していきましょうという形。 

そのことによって、最終的には医療費の低下もということもたぶん考えていると思います。 

それと、もう一つは、予防と治療のための医学研究の推進とその成果の活用。今後ですね、医

療機関においてもですね、高齢者医療を中心として、いろいろな予防と治療のためのですね、研

究を行っていかないとだめだと。 

すでに、高齢者ではありませんけれども、例えばがん患者の発生状況、治療状況について、こ

ういったものももう全国的に調査が行われようとしていますが、そういった予防と治療のための

ですね、医療にもつなげていきましょうと謳っています。 

それと、三つ目としまして、これが財政的に非常に大きな部分になるのかと思いますが、国民

に信頼される持続可能で安定的な医療保険制度の構築ということになります。 

これは何を言っているかというとですね、国民皆保険は守っていきますと。国民皆保険制度は、

このまま維持をしていきますということが、一つの前提になっています。 

皆保険制度維持を前提ということになると、当然財政的に確率されていなければ、これは国民
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皆保険制度というのは守っていけないわけですから、そういった面での方向性が打ち出されてい

ます。 

従って、中長期の展望に立った持続可能で安定的な高齢者医療制度の構築。特に、高齢者の割

合が多くなりますので、高齢者の医療制度をきちっと維持できるような制度を作っていく必要が

あるということです。 

２番目としまして、多様な医療ニーズへの対応、医療費の効率化の観点から、診療報酬や薬価

制度の見直し。これは当然、安定的な医療保険制度を持続していくためにですね、先ほど言いま

したように、例えば医療提供の効率化もひっくるめてですね、医療費をどうやって抑えていくか。

抑えていくとは書いてございませんが、効率化の観点からやっぱり抑えていきますと。 

そうしないと、この皆保険制度は守っていけませんと。こういうような状況になっています。 

それと、これが一番下、最後出てきますが、まとめになろうかと思いますが、厳しい経済状況

の下での医療保険財政の安定化。国の負担金、都道府県の負担金、市町村の負担金。こういった

ものを今の厳しい財政状況の中で、いかに安定的に繰出しをしていくかと。 

そこの部分ができる制度を作っていかなきゃならないと、こういうようなことにですね、一部

資料として差し上げました医療制度改革大綱が、実はまとめられてございます。 

この中身についてはですね、一読していただければよろしいかと思っております。 

次にですね、この資料に基づいて若干ご説明をさせていただきます。この資料は、実は皆さん

にお手元にお配りしました、白老町の経営分析のですね、報告書。この資料編のですね、資料の

５の５章の部分を、そのままちょっと抜き出しただけでございます。 

これは、今年の３月時点で厚生労働省がこんなことを考えていく、診療報酬がこういうふうに

なっていきますよというような状況について、実はまとめております。 

この中身についてはですね、基本的には今説明しました医療制度改革をめぐる状況と、基本的

方向をそのまま踏襲しているだけですので、その点お含みおきいただきたいと思っています。こ

の中で少し具体的なお話をさせていただきたいと思います。 

まず、先ほども申し上げましたとおり３点、医療制度改革の基本方向があると言いましたが、

先ほど申し上げた目指すべき方向が①②③の基本的な方針になります。超高齢者対応を展望した

新たな医療保険制度体系を実現していきますよということが主眼になっております。 

これはどうしてかというと、先ほども説明いたしましたが、近年の急速な高齢化、経済の低迷、

医療技術の進歩、国民意識の変化。こういった医療制度全体を取り巻く環境が大きく変化してお

ります。このため、将来に渡って持続可能な医療制度をするために、構造的な変革が求められて

いると。 

だから、今回この医療制度改革大綱をまとめたっていうことになります。 

この医療制度改革の基本的な視点としましては、どこの部分が一番重要なポイントになるかっ

ていうことですが、一つは国民皆保険体制やフリーアクセスの原則を堅持するということです。 

それと、高齢化の進展により増大する老人医療費を深刻に受け止めて、保険料、患者負担、公
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費という限られた財源の中で、つまり限られた財源の中で、将来とも良質な医療を確保して、さ

らに持続可能な皆保険制度をつないでいきますよということが、この一番のポイントになってお

ります。 

このポイントに従って、今後さまざまな医療制度の改革、あるいは診療報酬の見直し。さらに

はですね、特に医療とは、直に今関係はございませんが、介護保険制度の中でのですね、療養型

ベッドの動向だとか、こういったものに大きく影響が出てくることになります。 

今回の中でですね、やっぱり一番我々として関心が大きいのは、一つは医療費がどうなってい

くのかなと。医療費というのは、国が全体関わっている、国民全体が使っている医療費の中身な

のですが、これにつきましてはですね、医療制度改革大綱の中に、中長期的計画として、医療費

適正化計画と。（５年計画）において、政策目標を掲げ、医療費を抑制するというふうに出てきて

います。 

これは、都道府県が医療費適正化計画を実は作ります。今、道はその作業を進めています。 

それで、北海道に合った医療費適正化計画を最終的に作ってですね、この医療制度改革大綱の

中では一番大きな主眼は、都道府県ごとに診療報酬を決めてもいいよと。こういうことも、将来

的に盛られてくる要素があります。 

逆にいうと、都道府県ごとに医療費を抑制するためのですね、さまざまな施策をとりなさいと

いうことは実は、反面国は言っているわけなのです。 

従ってですね、今後都道府県が立てる医療費適正化計画に基づいて、白老町もそれなりの医療

費適正化計画、うちでいうと三連携の推進方針に基づいてですね、北海道の平均的な医療費を１

０年かかって同じような数字にしますというような目標を掲げていますが、そういったレベルに

もっていくための具体的な職をやっていきなさいということに、今後つながっていくかと考えて

おります。 

この医療費適正化計画の中で、具体的にどんなことが挙げられているかということですが、一

つは先ほど申しましたように、医療保険者に対し検診・保健指導の実施を義務付けるということ

になっています。 

政策的な目標として、国全体としては、生活習慣病患者予備軍を２５％減少させますと。これ

が目題的に政策目標として掲げられております。 

それと、もう一つは、平均在院日数を短縮しますと。平均在院日数を、要するに病院にいる期

間を短縮するために、在宅医療の促進を図っていきます。 

もう一つは、一般病床、あるいは医療型の療養病床から、老健のベッドに転換をしていきます。

つまり、医療から介護にきちんと機能を振り分けていきましょうと。こういったことも、当然出

てきます。 

なぜ、医療から介護の方にベッドを振り分けるかといいますと、医療というのは、出来高払い

になっています。医療の療養型は、一部、だいたい上限が決まっていますが、基本的には医療の

考え方は出来高払いになってきますので、それからですね、定額制にやっぱり変えていこうと。
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こういった政策がとられて、平均在院日数を減らしていくとなっております。 

これは、例えば全国的にはですね、平均在院日数というのは３６日ございます。長野県がです

ね、２７日ということですので、この差を当面目標として半分に２０１５年、平成２７年までで

すね、全国平均を、長野県との比較の中でですね、半分程度にもっていきたいと。９日あります

から、４日減らしていくということになろうかと思います。 

これらの政策が、効果としてですね、医療費を削減することにつながっていきますということ

もですね、計画に明記というふうに書いています。つまり、都道府県で作る計画には、どれだけ

のことをやればどれだけ医療費が減らせるのだと。こういったこともですね、きちんと書きなさ

いと。実はこういう具合になっております。 

それと、３年ごとにですね、きちんとこの計画をローリングをしていく、見直しをしていく。

効果が上がっていかない医療費適正化計画であれば、対策を強化しなさいと。 

さらにですね、十分にこの計画を達した都道府県、あるいはその医療保険税についてはですね、

例えば負担割合、例えば老健の負担割合とかですね、こういったものをですね、財政的に面倒み

てもいいよと。少し付加を減らしてもいいよと。一生懸命がんばっているのだからと。 

あるいは、先ほど言いましたけれども診療報酬、診療報酬を下げてもいいじゃないかと。こう

いったことにも通じてくるよと。これは、都道府県ごとにそういったことも裁量を増やしますよ

と。 

ですから、アメとムチですが、アメの部分でいうと財政的な負担を一生懸命がんばったら少な

くするけども、がんばれないのだったら少し、もっと負担していきますよと、こんな形になって

いると思っております。 

さて、２ページ目に移らせていただきます。２ページ目からですね、本年４月１日付の診療報

酬の改定に伴った部分もひっくるめてですね、短期的にどんなふうになっていくのかなというこ

とに、若干ついてお話をしたいと思います。 

まずですね、大きな動きとしましては、高齢者の患者の負担の見直しがもう出てきます。この

１０月１日からですね、出てきます。 

どんなことが出てくるかというとですね、平成１８年の１０月以降は、現役並みの所得の７０

歳以上の方は、３割を負担していただきます。年収で５８０万円というふうに聞いております。

それ以上の所得のある方は、３割負担というような形になるのかと思います。 

それと、次にですね、２０年度からですね、また、これもまた見直しが出てきます。前期高齢

者（６５～７４歳）が２割。高齢者もですね、前期高齢者と後期高齢者、これ介護保険の分け方

に同じなのですが、後期の部分については現行どおりですが、これも１割負担。 

つまり、６５～７４歳の間は、今の１割負担から更に１割アップするというような形になりま

す。 

それと、現在療養病床に入院している高齢者の食費・居住費の引上げ等が図られます。つまり、

自宅に住んでいると同じなのだから、高熱水費・居住費・食費については、これは患者の自己負
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担というふうな形になっています。 

 こういう措置をとることによって、国はどれだけの財政的な効果が出ているのかということ

はですね、平成３７（２０２５）年、このままでいくと５６兆円に膨らむであろうというふうに、

国は医療給付費を考えていますが、これを７兆円減らして、７兆円を抑制しますと。こういうよ

うなことを考えております。 

対ＧＤＰ比でいきますと、７．７％から６．７％。つまり、国内総生産、これを１％減らして

いきますというようなことですので、相当大きな影響が出てくるかと思います。 

それと、もう一つはですね、診療報酬の適正化が考えていますが、これは今年４月１日、薬価

基準が下げられたり、診療行為の中身についてですね、さまざまな改正が行われております。こ

れは若干後ほどご説明いたします。 

もう一つは、医療保険制度体系の見直しが、今後行われていきます。都道府県単位の保険者の

再編・統合等が、今後いろいろな場面で出てこようかと考えております。 

これは、一つには保険者機能の強化を図るということになります。 

それともう一つは、都道府県ごとの医療水準と保険料水準の、きちっと連動させていきますと。

医療がなかなか提供できないのに、保険料が高いというような都道府県的な例もありますが、少

なくとも出した、出したと言いますか、自分たちが集めた保険料に見合うだけの医療は、きちん

と都道府県レベルで調整していきましょうと。こういうことが一つ可能になっております。 

それと、政府管掌保険です。政府管掌保険ですが、現在社会保険庁で一元的に、この社会保険

を取り扱っておりますが、これも独立法人に移行をしていくと。 

もう一つは、国全体でやるのではなくて、都道府県単位で一つ、北海道は北海道のその収支、

青森は青森の収支、岩手は岩手の収支と、こういった形の中で全体的なバランスを図っていくと。

多分こういうような制度になっていくのかなと思っています。 

それと、市町村の国保です。今後特に市町村は、人口が間違いなくこれ減っていくわけですか

ら、生産年齢が減って、高齢者が増えていくと。要するに、保険料負担もする、できる人が少な

くなっていくわけですから。 

こういったものをですね、都道府県単位の広域化を推進していきます。国の大きな流れとして

は、国保も都道府県にと。こういったことも流れていくのではないかなと、考えております。 

それと、新たな高齢者医療制度を、これは作ります。これは０８年度に出てまいりますが、一

つはですね、後期高齢者医療制度（７５歳以上）の創設。これはもう決まっております。 

それと、前期高齢者（６５～７４歳）の部分ですが、これは社会保険、被用者保険との関連で

ですね、国保側の負担を減らす。つまり、逆にいうと社会保険の負担を増やすことによって、国

保の負担を軽減しましょうと。市町村の負担を減らしていきますとなります。 

それともう一つは、先ほど言いましたが、高齢者の生活の質を重視した医療サービス。これは

当然何を言っているかというと、医療だけではなくて介護もひっくるめて、疾病予防・介護予防、

こういったものも含めてですね、それにトータルに資する医療サービスを提供するように、介護
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保険制度と、この後期の高齢者医療制度がリンクするように。こういうような仕組みに、制度が

行う介護予防だとか、そういったものがリンクしていくような形での意味づけになってまいりま

す。 

それと、特に何点か、この制度改革大綱の中で話が出ているのはですね、混合診療。例えば、

保険のきかない薬品、例えば抗がん剤なんかは特に保険のきかない抗がん剤があるというふうに

お聞きしたことがあると思うのですが、一連の治療の中でですね、一つでも保険のきかない薬を

使ったりすると、全額自己負担になるのです、実は。 

そういったこともですね、通常の保険のきく治療の中に、そういったことも入れこんでもいい

のではないかと。そういったこともきちんと論議をしていきましょうと。こういうことの、どう

いうふうに対応していくか、検討していきますかっていうことが、今回の大綱の中に盛られてい

ると。 

それともう一つ、この中央医療審議会の中でですね、委員構成。特にですね、病院側、医療機

関側の委員さんがやっぱり少ないということの中でですね、委員構成はやっぱりきちっと見直し

ていこうという形で、委員の見直しになっています。 

それと、例えばＩＴの活用による効率化。これ、ＩＴは何をいっているかというと、一つはも

う現実問題になっていますが、電子レセプト。その次にくるのはカルテ。こういったものもです

ね、ＩＴ化することによって、介護予防にも利用できる。あるいは健康づくりにも利用できるよ

うにしていきましょうというような形になってまいります。 

国は、ＩＴ戦略を打ち出してですね、今全国的にいろいろな戦略上のいろいろなさまざまな事

業をやっていますが、医療の中にもですね、ＩＴ化を推進することによって、今まで考えられな

かったような例えば介護サービスをどうしていくか、医療サービスをどうしていくか。あるいは

その人に合った、どんな医療を提供したらいいのか、どんな介護を提供していくか。あるいはど

んな介護予防を提供したらいいのか。こういったことも、保険者がやりやすいような形の中でや

っていこうと。こんなことも考えているということです。 

３ページ目に移ります。３ページ目はですね、具体的なちょっと、今回４月１日以降の診療報

酬の改正の中身、若干入っていきます。 

まず一つはですね、先ほど言いましたとおり、高齢者の窓口の負担割合が固まってきます。６

９歳以下は現状どおり３割。そして、７０～７４歳この間がですね、２割から３割に入ります。

これは高所得者の場合ですね。 

つまり、７０歳以上で現役並みの所得のある方は、これはもう３割になるという形になります。 

それと、中低所得者。これが、２００８年度以降７５歳までの方はですね、実質は６９歳から

７０歳までの方は、これは２割負担になるよと。実質２割負担になるというふうに考えていただ

いてよろしいかと思います。 

それともう一つは、長期入院患者７０歳以上の場合の食住費ですね。これが自己負担になりま

す。一つとしましては、住民税の課税対象になっている方。均等割を払っておられる方は、すべ
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て該当になっていくということになりますが、これは食費の部分と居住費、光熱水費の分ですが、

居住費の部分につきましてはですね、そこの病院の中で決めることになろうかと思っています。

上限として１万円というような金額になっています。 

それと、食費につきましてはですね、４万６,０００円が上限になろうかと思います。これは１

０月を目途に、うちの病院も数字を出していかなきゃならないというような形になろうかと思っ

ております。 

４ページ目に移ります。実際の数字として非常に大きな問題があるのは、実は高額療養費の問

題がございます。 

高額療養費もですね、今度年収の月額によってですね、かなりばらつきが出てまいります。現

行では７０歳未満の方がですね、８万４,８９０円が自己負担の限度額でしたが、これが今年の１

０月から引き上げられます。引き上げられると９万２,４３０円になりまして、約８,０００円近

い金額に上がります。 

それと、７０歳以上の方についてはですね、４万２００円が４万４,４００円と。４,２００円、

約１割くらい自己負担額がアップということになります。 

それと、先ほど話しが出てきました、後期高齢者の対象の医療制度です。これは２００８年度

導入で、今その仕組みづくりが行われております。 

保険料の徴収につきましてはですね、市町村が行うことになります。つまり、市町村で保険料

の徴収は行うが、保険制度全体の運営は都道府県単位で行っていきますと。つまり、都道府県を

単位として各市町村に、財源もひっくるめてですね、割り振りをしながら負担金という形で恐ら

く行なわれていくと思います。 

で、この給付費につきましてはですね、総体で１０兆６千億円の医療費の給付を２００８年度

は見込んでおりますが、１０兆６千億円の１０％を加入者の保険料。 

それと、現役加入者に応じて各保険が財政支援。これが４０％。この４０％の中にですね、市

町村の国保、政府管掌といわれているいわゆる社会保険。健保組合、各企業組合ですね。それと、

公務員等の共済組合。こういったものが、４０％を拠出し合うと。 

ただ、これもですね、各どういう具合にこの４０％振り分けするのかということについては、

今まだいろいろ協議をしているようでございます。 

それと、国、都道府県、市町村の公費負担が５０％になります。この国、都道府県、市町村、

三つのですね、分け方が５０％の持分がどうなっていくのか。これちょっとまだ見えないところ

がありますが、多分介護保険と同様な割り方になってくるんじゃないかなというふうに考えてご

ざいます。 

それと、ちょっと５ページ目に移ります。今回の医療制度改革大綱の中で一つのポイントにな

っているのが、実は病床規制。要するに病院のベッド数を見直すことによって、大幅に診療、医

療費を下げていこうという一つの意図がございます。 

これは厚生省が行なっています検討会の中でですね、現在各都道府県、各市町村、各医療圏域



 12 

ごとに、基準病床数というのが実は決められております。 

この基準病床数を具体的に見直しをしていくということが、提示をされていまして、そのポイ

ントとしましてはですね、特に低稼働率。年間平均病床利用率が５０％未満の公立病院の病床の

削減が謳われています。 

それと、一定条件下での過剰病床地域における都道府県権限の創設。つまり、都道府県に権限

を、その病床を増やすか、あるいは減らすか。減らすも増やすも厚生労働省の認可でなくてです

ね、事業認可ではなくて、都道府県の権限を持たせることによって、弾力的にですね、増床を行

なったり新規参入を決定したり、あるいはだめだと言ってみたり、こういった形の中でですね、

少し都道府県で柔軟に病床規制をやらせようと。基本的には減らすと。減らす代替をもって増や

すと。多分こういう形になろうかと思いますが、そういった形の中での都道府県の権限が、今後

強化されていくことになります。 

それと、トータルですが、６番目ですが、トータルとして今年は診療報酬は３．１６％下げと

なります。４月１日、診療報酬は３．１６％下げましたが、介護報酬も２．４％下がってござい

ます。 

詳細については次の項で説明しますが、方向としましてはですね、医師不足が深刻な診療科へ

はですね、報酬を引き上げますと。小児科、産科、麻酔科救急医療等を行なっている病院に対す

る診療報酬は上げますと。 

これもですね、全体の０．３％分を充当と書いていますが、医療費全体のですね、枠は変えま

せんと。つまり、この０．３％分どこか減らされています。そういうやり方なのです。 

それともう一つは、急性期医療の実態に即した看護配置を適切に評価します。これはですね、

急性期医療ですから、人手がかかるわけなのです。慢性期医療と違いますから。従って、急性期

医療を一生懸命やられるところは、看護配置基準をもう少し上げて、診療報酬も高くしますと。

これが前回の説明のときに話した、看護基準が１０：１、７：１の大病院に看護師さんが集めら

れていくといった、実はこの大元になっている部分でございます。 

それともう一つはですね、効率化の余地がある慢性期医療等の領域は適正化にしていきます。

これはどういうことかと言いますとですね、患者さんの状態に応じて、定額支払制度をさらに強

化をしていくっていうことなのです。 

療養型の病床以外の部分で、一般病床の中で、やっぱり慢性疾患をずっとわずらっておられる

方が、やっぱり長期入院されているケースが実はございます。こういった方の場合もですね、患

者の状態によってですね、一定額で頭止めしましょうと。要するに、包括医療と言われている部

分があります。 

つまり、病名だとか状態、その患者さんの状態が一定の状態であれば、この人の医療費はここ

までというような形での中でですね、診療報酬が決められていくことになりますので、極端にい

うと積極的な医療をする場合はですね、それは全部病院の持ち出しになりますよという具合にな

っていくと思っています。 
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それと、薬価の部分でございますが、一つはジェネリック医薬品をたくさん使いなさいという

ようなことも出てきますので、ここの部分ではそういう薬価全体としては１．６％の下げ。医療

材料につきましても０．２％の下げというような形になります。 

６ページ目に入らせていただきます。診療報酬の改定の項目と方向性というのですが、もう実

際改定になっております。 

ここの部分でですね、うちの病院に特に影響のある部分だけ、説明をしたいと思いますが、一

つはですね、６ページの（１）の急性期病床ということになりますが、実は私どもの病院は、一

般病床となっておりまして、急性期の指定は受けてございません。通常の形になります。 

この中でですね、私どもの部分で関わり合いが出てくるのは、②改定ポイントの新区分体系の

構築というところになってございます。 

この中でですね、一番問題になってくるのは、５番目の正看比率の引き締めということになり

ます。ここの部分では７０％以上正看護師を確保しなさいというような形になってきます。非常

に厳しい条件になってまいります。 

それと、下のですね、入院基本料等の加算の廃止ということになりまして、今までさまざま、

こういう形で診療するとプラスアルファの部分での診療報酬が付け加えられましたが、例えばで

すね、夜勤勤務等看護加算。あるいはですね、院内感染の防止対策だとか、医療安全管理体制、                                                                                                                            

褥創対策、そんなものもですね、もうやるのが当たり前だと。やるのが当たり前だから、加点は

しませんと。 

極端なことを言うと、それは一番分かりやすい例で言うとですね、夜の食事ありますよね。６

時に出すことによって、実は２０点、２００円１人プラスになっていたのです。これも、もうど

この病院に行ったって６時に出しているでしょうと。出すのが当たり前で、そのために点数は増

やしませんと。もうこういうことになってきます。 

ですから、医療の質を確保するという意味でですね、やって当たり前のところは全部切っちゃ

うと。ずばり、すっぱりきれいになってしまうと。こういうような形になってきます。 

その代わり、手厚く看護をしてくれるところは、先ほど言いました１０：１、７：１は、これ

はもっと出しましょうと。 

それで多分今日のですね、道新辺りに多分出ていたかと思うのですが、褥創対策、床ずれがあ

りますよね。床ずれを早めに、床ずれなどまず出ないようにするってことと、その出た場合どう

やって対応するか。当然床ずれをもって病院に入ってくるケースもありますので。そういったこ

とをできる看護師さんがいる場合は、プラスしますよと。こういったものも、今後多分出てくる

と思います。そういった加算が今後出てくると思います。 

それでですね、次の７ページなのですが、改定の影響という欄があってまいります。 

現行２．５：１の項なのですが、実は今年の４月１日以前は、この２．５：１の看護配置基準

によって、病院の診療報酬を受けておりました。現状維持でいきますと、１日患者１人当たり１

５０円のマイナス。 
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ただしですね、これもありまして、正看比率７０％維持をできない場合は、３：１にダウンさ

せますよということになってきます。 

ところが、その下のその他の表を見ていただきたいのですが、その他のところですね。夜間勤

務配置の徹底管理、月平均夜勤が７２時間以内等。以内等ということで、３月はきていたので、

正看護師もひっくるめて７２時間が確保されればいいというようなことで聞いていたのですが、

実際ふたを開けてみると、正看護師の部分で７２時間がクリアできなきゃだめだと。 

つまり、正看護師の臨時、準看護師が何人いても正看が１人でも７２時間オーバーしたらだめ

よというようなことになりまして、今回大幅な減資の影響が現在出てきます。 

そういった形の中でですね、この７ページの下の方にも書かれておりますが、ここの部分にな

ります。また、看護配置３：１未満の病院が急性期病院として存続するためには、２：１看護の

達成が必須であり、療養型への転換もしくはダウンサイジングにより有床診療所としての生き残

りを図るかの選択肢が残されるのみでありますということに書いてありますが、今この病院の特

別委員会でやっている部分は、まさにここの部分にもかなり近いものがあるというふうになって

います。 

それと、次は療養型の病床のお話になります。この療養型病床もですね、今年の７月１日から、

実はまた劇的に制度が変わってまいります。 

基本的にはですね、看護配置基準とは同じなのですが、今度療養型に入っている患者さんの、

その日その日の状況に応じて入院料が１日単位で、実は変わってきます。比較的落ち着いて安定

した状態ですと、当然１日当たりの診療報酬は低くなりますが、例えば何かあって、急に発熱を

した、何か処置しなきゃない場合は、ベースになる診療報酬が若干高くなる。それも２週間とい

うような形になります。 

この、そういったですね、ＡＤＬ区分。要するに状態の評価っていうのが、その人その人によ

って全部出さなきゃならないと。ですから、全部が全部高い状況でこれ取れるということにはな

りませんので、総体的にはやっぱりトータルでいくと、２０％くらい診療報酬が減るのかなとい

うような状況になっています。 

それともう一つは、看護単位の、これがやっぱりきちっと出されていなかったり。幸い今度、

療養型の部分については７２時間という枠が外れましてですね、これは１０月からの分について

はですね、７月から７・８・９月分、３カ月分はですね、一番最低のラインになりますが、１０

月からは７２時間が、療養型の場合に限ってのみ適用されないっていうことになりまして、その

部分については若干戻るのかなと。 

でも、トータルとしてやっぱり、低くなるということには変わりはございません。 

それともう一つはですね、大きな流れとしましては先ほど申し上げましたが、医療から介護へ 

患者を移していくと。８ページの下になります。特に医療区分が低い場合はですね、もう完全

に介護に移していますということが、今回の診療報酬の流れも方向性として出されてきています。 

特に、同じ一つの病院の中で、医療の療養と介護の療養と、二つ持っている実は病院もありま
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す。こういったものについてはですね、先ほど申しました介護のベッドは将来的に６年後にはゼ

ロになるという具合に言われています。６年間経過措置があるわけなのですけれども、その中で

どんどん移していきなさいと。要するに、医療のベッドは減らしていきなさいということも、実

はここの中で出てきます。 

それともう一つは、老健施設だとか、有料老人ホームやケアハウスへ患者さんを動かしていき

なさいよと。さらには、介護の療養型のベッドを持っている医療機関。これもですね、老健に移

していってもいいよと。 

例えば、病床の足りない場合についてはですね、これは補助金等でですね、改築も認めていく

よというような形になります。 

とにかく、もう一つは在宅に帰していくっていうことが、一つ主眼になっています。このこと

によって、医療保険側の医療を提供する側の大幅な人員削減を行なって、さらには既存の介護療

養型のベッドを持っている医療機関等をですね、もう１回積極的に活用していこう。介護保険の

低額化でまかなえる施設に変えていこうというような形になっています。 

こういったこともひっくるめてですね、今回の医療診療報酬法等がですね、改定が組まれてい

るわけでございまして、もう一つはうちの町の中ではですね、ちょっと気になるのが、リハビリ。

リハビリ加算を行なって、１２ページになります。 

１２ページ、リハビリテーションの部分でありますが、療養型病床。残念ながら町立病院では

ですね、このリハビリ、診療報酬をもらえるようなリハビリは実は行なわれておりません。行な

うだけのスペース、リハビリを行なうのでかなりの機能訓練室のいろいろな要件がございますの

で、残念ながらこれはできておりません。 

従来型のリハビリですね、維持期型あるいは慢性期型のリハビリテーションというふうに指定

をされていますが、今度リハビリをやるのはですね、四つのタイプに実は区分をされてきます。

「脳血管」「運動器」「呼吸器」「心臓」。これもですね、４区分に類型化をしたうえ、その疾病ご

と、そのリハビリごとによってですね、何日間このリハビリが受けられるのかと。こういうこと

が、設定をされてきます。 

それとさらにですね、早くリハビリを始めましょうと。早くリハビリを始めた場合には、重点

的に診療報酬を出しますが、ある程度日にちが経ってしまって、もうある程度症状が固定して、

劇的に良くならないと。こういうような状況になった場合はですね、若干というか相当報酬を下

げてきますと。 

どっちかというと、もうリハビリの効果がない人には診療報酬は出しませんと。こういって、

そういう酷な言い方になろうかと思いますが、そういうようなこともはっきり、実は打ち出して

ございます。 

それで、主な改正点が五つほど載っておりますが、先ほど申しましたとおり、算定日数、リハ

ビリの受けられる診療報酬の日数が限定されてきます。それと、集団で受ける療法は廃止になり

ます。あくまでも、患者さん１人一人に合ったリハビリをしなさいと。患者１療法士１と。こう
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いった形でマンツーマンでやりなさいよと、こういうような形になろうかと思います。 

それと、これは訓練室の面積要件緩和とありますが、これは集団療法が行なわれませんので、

この部分については面積要件が変わるのは、それは現実問題に大きなリハビリの部屋を持ってい

るところは別にどうってことはございませんが、新規に病院を作る場合はそういった要件が緩和

されてくることになると思っています。 

それと、患者さん１人当たりの１日当たりの単位数。単位数というのは、リハビリを受ける単

位になりますが、こういったものも増えてまいりますが、要するに効果のあるものがどんどん先

にやらせましょうという形でございます。 

ただ、最終的に条件点数というのは決まってまいりますので、トータルでは恐らく診療報酬は

相当下がるというふうに考えてございます。 

１３ページにですね、算定日数上限の除外患者が出ておりますが、この上限を廃止して、上限

をつけないよという場合も実はございます。例えば脳血管の場合ですと１８０日になりますが、

脳機能障害だとか失語症、あるいは失行症等ありますので、こういったものについてはリハビリ

することによって、その現状をやっぱり維持していかなきゃならないというものもありますので、

こういった部分についてはですね、算定日数の条件等が除外されるケースがありますが、それも

専任の医師によってですね、きちっとチェックをされていくと。こんな形になってございます。 

大まかに分けましてですね、今の制度改革の中身と、本年４月１日付の診療報酬の改定の中身

について、説明をさせていただきました。以上でございます。 

○委員長(吉田和子君) 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

受けたいと思います。どうでしょうか。 

 １８番、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 今いろいろと改正、改革のことについてお聞きしたのですが、必ずしもい

い改正じゃないと思うのでね。 

一つの例を挙げると、病院から日にちを短くされることによって、転院だとか退院をしなさい

ということが言われるしね。在宅になるのかね。 

 それからまた、療養型が将来的にはゼロになると。近いうちには半分になるということでね、

療養型から介護にこう、移していくという。そういうこと、分かるのだけども、しからばそうい

うところから出された患者さんがね、どういうところで受け入れをできるかという問題が残って

くると思うのですよ。我が家では引き取れない、そうしたらどこに置いたらいいのという問題。 

 そういうのがしわ寄せとしてね、町立病院とか公立病院とか、そういうところにこう、何て言

うのかな、送られるというか。同じ町民であるから、気の毒だと。といって、町立病院で受け入

れると。そうすると、報酬はさっぱりもらえない、経営的には成り立たない患者をね、悪く言え

ばですよ。そういう患者を扱うような町立病院をね、これから押し付けられるという言葉は変だ

けれども、そういうものを扱って、町立病院を運営していくといったら、より苦しくなることは

もう、目に見えているわけですよね。 
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 ですから、下手にそうしたら病院なんか持たない方が、かえっていいのじゃないのかなという、

極論からいけばですよ。そんなようなふうに感じちゃうのですけれども。 

 こういう改正によって、公立病院辺りにしわ寄せがくるんじゃないかという危惧が考えられる

のですけれども、事務長としてはどのようにその辺り考えておられますか。 

○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) まず、実態から言いますとですね、王子・市立あるいは札幌の病院

から退院してくださいという方の、実は今受け皿になっています。 

 患者さんの名前は言えませんけれども、皆さんよくご承知の役場の退職された課長さんもです

ね、札幌で一時救急を受けて、そこに２週間いて、その後王子病院に移って、そこも３週間で出

されて、今うちにお見えになっています。そういう方が実際、来ています。ますますそういう傾

向が多くなっています。 

 基本的にはうちの病院は、正直言いましてもう町外のどこの病院も行けない方をそのまま、う

ちの病院でお預かりしているというような状況がはっきりしています。 

 ですから、去年からみるとですね、１日当たり６人か７人くらい入院患者が実は増えています。

去年の今頃、私が来た頃はですね、６０人出るか出ないか。６０人出ない月の方が若干多かった

のですね。それが今、下手すると７２人とか。 

 実際問題としてもう、７０名を超えると、この間もちょっとお話しましたが、もう寝せるベッ

ドがないと。そういうような状況にもなってきます。 

 それで、一つうちで今考えているのは、やっぱりとにかくいろいろなところの、例えば生田さ

んの老健だとか、あるいは峠を越えて大滝の老健。もしくは長期入院が可能な病院。こういった

ところのですね、情報を今一生懸命、空き情報を逆に集めています。 

 そういうところにまず、施設的にはそういうところにお願いをするっていうことと、もう一つ

は当然訪問看護ステーションを利用した在宅に帰す。それで、在宅に一度帰して、訪問看護に入

れて、状況を見てもらって、それでもどうしても状況が悪ければ再度入院。その間、極端なこと

を言うと、１日でも２日でも、在宅で何とかがんばってもらう。 

 ただ、それも、見てくれる家族がいる場合はまだいい方なのです。全く一人という状況が出ま

すので、そういう状況の中で、これはもう出てくださいと、これはもう言える状況ではありませ

んので、従ってどうしても入院数が長くなってしまうというような状況になっています。 

 それともう一つは、今健康福祉課の方から、保健師が１名来てもらっていますので、その方を

通じて介護施設でどこか受け入れてくれるところが、これも全部一生懸命探しています。 

 受け入れてもらえる空がある場合はいいのですけれども、正直いってすぐにというのはなかな

かないです。今回一人ですね、約７カ月２２０何日かな。入っておられて、結局１８０日を超え

ているものですから、選定療養費といって、一定の自己負担はやっぱりしなきゃならないことに

なってしまって、その方も介護施設をずっと探してですね、ようやく鵡川の特養に入っていただ

くことができて、結局その施設につなぐ、次につなぐためのというのが、入るのにどうしても期
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間がかかってしまうと。そんな状況にあります。 

 それで、国はですね、この資料の中でも確か説明したと思いますが、いわゆる地方の病院。自

治体の病院、公立病院は、極端なことを言ったらつぶすと。整理するというような考えだと、も

うはっきり言っていますのでね。 

 ですから、そういった面でやっぱり診療報酬でぎゅっと締めてくるというのは、これはもうど

うしようもないと思うのですね。ですが、そこの部分はやっぱり、どこまで町民の皆さんが理解

していただけるのか。うちの町全体としても、どこまでやっぱり財政的に負担ができるのか。そ

れをやっぱりきちっとしないとですね、現状でははっきり言って赤字がどんどんどんどん雪だる

まになって増えていくというのは、これはもうそういう状況になったらやむを得ないと。なると

いうのはもう明らかだと。 

 ですから、町長に僕もお願いしているのは、早く一定の方向性を出してほしいと。一定の方向

性を出していただければ、それなりに対応の仕方もありますと。僕そんな話もしているのです。

している状況なのです。 

 他の病院からの、もう受け皿になっているというのは、これは紛れもない事実ですので。厳し

い状況になっているのは事実です。はい。 

○委員長(吉田和子君) はい、１８番、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) そういうふうになるんじゃないのかと。実態も大分そういうふうになりつ

つある。 

しかも、同じ白老町民ですとね、いろいろなこと全部知っているのですよ。そうすると、気の

毒だ、かわいそうだというようなね。役場の職員も町民ですし、我々も町民だけど、お互いにや

っぱり知れば気の毒だ、かわいそうだということになりますとね。 

 そういう、法的には何日だっていうふうに決められてはいるにしても、そこまで冷酷になれる

ものかどうかね。我々としてはなかなか難しい問題だと思うのでね。 

 だからといって、病院のためには片方が良ければ片方が今度うまくいかないということで、こ

ういう特別委員会を作って、どうしようかということでやっていてね。影と言ったらおかしいけ

れど、影の部分では逆なことをやるわけですね。 

 ですから、やはりそういうしわ寄せが恐らく年々こう、公立病院の方に来るのじゃないのかと。

そうするとやっぱり、町立、公立病院の存立ということもね、これ本当に考えなければ、先ほど

事務長がおっしゃったように、一般会計からの持ち越しをね、いくらまでならいいのだというよ

うな議論までしなければですね、なかなか黒字だなんていうことには、とてもじゃないけど考え

られないと思うのでね。その辺りこう、慎重に処理してもらいたいなと思うのですけれども。 

 その辺りについてはどうですか。 

○委員長(吉田和子君) 丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君) 入院患者さんをですね、やっぱり一つ減らす方向性っていうのは実

は、ひとつあるのですよね。 
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 それは、保健・福祉・医療のやっぱり三連携の中にですね、やっぱりきっちりとその人の生活

実態に合った、一番適した場所を見つけて、そこにやっぱり誘導してあげていくというのがやっ

ぱり大事だと思うのですよね。 

 今までうちの病院のやっぱり一番の弱点としては、そういう機能をきちんとつないでいくって

いう機能が、実はなかった。病院間の連携についてはですね、さまざまお医者さんの、医療とい

う分野でいろいろな連携はございますけれども、生活面もひっくるめてどうしようかということ

についてはやっぱり今までなかったことですが、今年の４月、うちの方に保健師が健康福祉課か

ら配置になりましたので、その方を通じてですね、今後はやっぱりその、スムーズに退院後の生

活もひっくるめて、どうやってその町立病院としてフォローアップできるか。やっぱりそこをき

ちんとやっていかないと、いつまでたっても７６の一般病床はね、減らせないっていうことに、

これなってしまうと思うのですよね。 

 それがいいかっていうと、私は決していいと思っていませんから、一つはその、総合相談窓口

という形で今なっていますが、地域医療連携室的な、やっぱりスタッフもきちんと何人か置いて、

各医療機関あるいは介護施設ともですね、やっぱりきっちり連携をとって、その人に合った、一

番希望に合ったですね、やり方を、その生活の場をやっぱり提供していくように考えていかない

と、とてもじゃないけど採算がとれないなって。 

 だからもう、経営の面からいってもですね、そのことをやっぱりきっちり頭に入れてやらない

と、これからの病院っていうのは難しいと思っています。 

○委員長(吉田和子君) よろしいですか。他に。 

 １７番、及川委員。 

○委員(及川 保君) 本当に厳しい、今事務長の、この部分が説明されたわけですけどもね。 

 議会の中でもね、三連携の部分が議論されていましてね、やっぱりその国保病院のあるべき姿、

これ町民の皆さんがね、赤字ではあるけども、しかしその、我々町民のね、やっぱり健康を守る

という意味ではこの、赤字だからどうのこうのとかね、いう議論。当然大きな負担部分になって

いるわけですから、これは当然やらなきゃいけない。しかしそこがあまりにもこう、比重を大き

くしてしまうと、当然廃止、なくする方向がいいという話になってしまうのですよね。 

 やっぱりこの三連携なんかのことを考えていくとね、当然町民のこれからの健康維持というこ

とを考えると、この町立病院のあり方というのは本当にやっぱり、もう少し深く議論していくべ

きじゃないのかなというふうに思うのですよね。 

 簡単なようでですね、非常に、歴代の町長さんも非常に厳しい決断を迫られたでしょうけども

ね。 

 いや本当、こう説明を受けると非常にまた考えさせられる部分があるのですよね。この辺のそ

の、赤字の部分は確かにこれからもね、厳しいのだという部分はあるのですけれども、この正看

の部分も含めてね、対応できるかどうか。この辺もちょっと、見通し。この間もちょっと、ちら

っとはお聞きしたのですけども。どんなものでしょうかね。 
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○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) 実は三連携の、町長からですね、特命参事の拝命を受けてですね、

三連携をどうやって作っていくのだって。まさか病院の事務長になるとは思っていなかったもの

ですから。 

 そのときからずっと考えているのが、正直言ってずっとその、単なる医療機関。単なる病院だ

けでは、これからの時代は生き残っていけないだろうなと思っていました。 

 それで、そのときからそうなのですけれども、ですから、三連携の推進政策方針の中に、病院

の果たすべき役割っていうのが、結構大きく書かれていると思うのですが。まさにそこをきちん

とやっていかないと、極端なことを言ったら、これだけ赤字が出ているのだから、やめてもいい

のではないのと、論議されますよということは、実は参事のときに言いたかったのです。 

 自分がその立場になっても、考えてもですね、やっぱりそうだよなって。町民のやっぱり理解

を得るためにはですね、積極的に検診の事業だとか、町民の健康づくりだとか、それとか医療に

関してもそうなのですけども、全般的にその、保健・医療・福祉に関わる総体についても、病院

としてやっぱり親身に、少なくても病院に来る患者さんにはですね、サービスを提供するように

しなかったら、そんなものいらないやって言われて、おはらいになってしまうなって。今でも私、

そう思っています。 

 ですから、うちの職員に言っているのが、１００％満足しているかどうか分からないけれども、

やっぱり患者さんの親身になって、いろいろなことをやりましょうと。それと、間違えても、そ

の入院中の患者さん、外来の患者さんに、少なくてもそのぞんざいな言葉だとか、態度とかそん

なことはやめてくれと。 

 そういう意識から一つ持って、自分たちが積極的に、この白老町民の皆さん方の医療と、その

健康や福祉につなげるサービスをやっぱり受け持つセールスマンなのだと。やはり気持ちを持っ

てやってくださいということで、今いろいろお願いしていますし、今回出た経営分析の結果を元

にですね、結構みんな現場の方に討議してもらっています。 

 少しずつですね、意識も変わってきたのかなと思っていますけども、ご指摘されればまだまだ

なところも多分あると思いますので、そういったこともですね、赤字だからどうなのだって言わ

れないような病院に、何とかみんなでやっていこうということで一生懸命努力していますので、

ぜひそういったこともですね、見ていただきたいなと思っています。 

○委員長(吉田和子君) ５番、玉井委員。 

○委員(玉井昭一君) 一生懸命やろうとする事務長のことは分かるのだけどね、これははっきり

ね、今まで例えば２億８千万円赤字だよと。約１人に対して、人口の１人に対して、１５，００

０円ですよと。 

 これがね、今後だよ。今努力しているから、これ推定できるかどうか分からないけども、例え

ば赤字が倍になるのだと。６億円になるのだと。仮にだよ。そういったときにね、どうするかと

いうのが出てくると思うのですよ。 
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 今の状況では、分析は受けたままで、分からないのですよね。可能性が。可能性を出すには、

もう３年ぐらい見て努力した結果ね、考えてくださいよっていうのかね。それは町長も、３月ま

でにはね、方針を出したいとは言っているけど、分からないのが現状ですよね。 

 だから、この辺のね、例えば今のままの現状維持ぐらいはできるだろうと。仮にだよ。事務長

の推測で物は言えないかもしれないけど、そういうのであればね、まだしも。これが、今僕が言

ったように６億円にもなるのだといったらこれ、大変だなと思うのよ。 

 そりゃ、人命の方が大事だよ。金よりも。それは当たり前なのだけど。この辺がね、推測でき

ないものかね。難しいと思うけど。 

○委員長(吉田和子君) 今日の特別委員会は、医療制度改革の概要の説明を受けて、それに対し

ての質疑なのですよ。 

 それはまた、いろいろなもっと今後のね、課題を捉えたうえで質疑になってくるのかなという

ふうに思うのですけど。 

○委員(玉井昭一君) それは分かるよ。分かるけど、この辺がね、原点にあって今やっぱりやっ

ているわけだから、ね。根源はだよ。借金がなかったらこんな討論しないのだから。 

 だから、ここは大事なことだと思って聞いているのだけど。違いますか。 

○委員長(吉田和子君) 事務長、大丈夫ですか。 

 はい、丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君) 今の医療制度改革の中身の中で、うちの病院がどういうふうになっ

ていくのかっていう観点でお話をすれば、玉井委員が言われたことも、多分そのとおりになって

いくのだろうなと。額は別にしてですね。 

 今、現状のままで進んでいきますと、それが雪だるま式に赤字が増えていくのは、これはもう

紛れもない事実だと思って考えています。 

 ただ、それが年間で何億円になるのか。これはやっぱり、そろばんを入れてみないと分かりま

せん。 

 それで、今委託をかけてやっているのはですね、どうすれば現状の施設の中で、あるいはベッ

ド数の中で、今の医者の人数の中で、どうすれば採算が合うベースがどこにあるのかなと。それ

も、まるまる黒字なのかどうかもひっくるめてですね、当然どれだけ町の繰出金をもらえれば、

何とか比例的に成り立つものであれば、それはですね、１０月末までに、数字が多分出てくると

思います。 

 その出てきた数字を元にですね、町長が、極端なことを言ったらこの程度がいいかなって判断

されるか、いや無理かなって判断されるか。あるいは、議会の皆さんがどう判断されるのか。こ

れは、次の論議になっていくものと思っています。 

 ただ、今の状況で言えることは、今この医療制度が２００８年にまた変わりますので、また厳

しくなりますので、間違いなく今の状況よりは経営収支が良くなるということはあり得ないと。

と思っています。 
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 ですから、もう私も町長に言っているのが、もう良くなることはあり得ないのだから、早く方

向性を出しましょうと。そこが一番大事だと。残すにしても、診療所にするにしても、何にする

にしても、早く方向性を出さないと、次の手が打てなくなりますよと。 

 それも、もし仮に残すとすれば、今後の医療制度がどうなっていくのか。人口がどうなってい

くのか、高齢化率がどうなっていくのか。それと、疾病構造もしくは含めて医療費がもう、どう

いう医療を町民が求めていくのか、やっぱりそこもきちっと考えていかないと、それこそ玉井委

員が言うような大変なことになるかというふうに、私は思っていますので、それで、町長には早

く結論を出していきましょうと。私たちも一生懸命がんばって、町長に必要な材料は、これ一緒

に作れますと。こういう話をさせていただいています。以上です。 

○委員長(吉田和子君) よろしいですか。 

１１番、氏家委員。 

○委員(氏家裕治君) 医療制度改革が、これからやっぱりこの医療制度を維持していくためには

必要だというのはよく分かるのです。 

 それが今各都道府県に、そういった権限が伝われてくる。その中で厳しいこういった医療状況

がこうね。各自治体で発生してくるというのはよく分かるのです。 

 ただですね、僕が一番こう思うのはですね、この医療・保健・福祉っていう形の介護ですか。

この三連携っていう部分が、果たして本当にしっかりね、やってこられた中での今の状況なのか

っていうことをですね、僕はね、しっかり見ていかなきゃいけないんじゃないかと思うのです。   

 今まで、それじゃないとですね、今までこの三連携、三連携で議論されたことが、ただの本当

のうすっぺらい形の中でですね、終わってしまうような気がしてならないのですね。 

 ですから、確かにその今言う、町長が方向性を出すということも必要ですし、その必要なのだ

と僕は思うのです。方向性を出すことが必要と。 

 でも、その中で、その三連携をどうしていくのかと。なくなったから、三連携はなくなるのか

じゃなくてですね、やっぱりこの三連携っていうのをしっかり考えながらね、またしっかり実行

に移していく中で、例えば縮小するなり、ベッド数を減らしていくなりと、いろいろな方向性が

これから出てくると思うのだけれども。 

 これを抜きにですね、やっぱり話をしちゃいけないと僕はね、思うのですよね。 

 確かに、いろいろな厳しい状況下におかれてくるということは分かります。 

 ただ、この三連携っていう部分をやっぱりこう、いろいろな連携の中でね、本当に実行に移し

て、その中での町立病院の役割分担、方向性っていうものがしっかり決まってくるのであれば、

私も理解していく一人じゃないかなと思うのですけれども。 

 その辺については事務長、どうお考えを。 

○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) 三連携の施策の推進方針というのが、当然町立病院でこういうこと

をやりますよということを前提に、作りこみはされていますし、ですからその町立病院の果たす
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べき役割というのが非常に大きいと。 

 三連携の推進方針というのが、具体的な数値目標もひっくるめて、かなり綿密に作ったつもり

でいます。ということは、計画倒れにならないように、やっぱりやらなきゃならないと。 

 やっぱり一番求められているのは、一番その町内の生活やっぱり弱者をどうやって、いろいろ

な医療の面、福祉の面で支えていけるのか。そういうことを一つの念頭に置いて、町民全体の健

康づくりをしましょうと。 

 そのことが、例えば医療費を押し下げることにつながって、それが町の持出し分、町の財政的

な負担も少なくなっていくことにつながっていくし、その分をまた別な施策をできるのではない

かという。そういうような、ちょっと大きな作りをしていますが、例えば医療費適正化モデル事

業って、これ６月の議会で多分お聞きになったかと思いますが、ああいった中でもですね、町立

病院の役割もひっくるめて、実は作りはきちんとしています。 

 国保のヘルスアッププランというのが、健康福祉課を中心にして行なわれますが、当然町立病

院として各医療スタッフも、現実問題としてやっぱり出て行くと。お手伝いをすると。 

 こういった中身の中で、三連携の推進方針のきちんと作りどめをして、今まさにやっています。 

 もう一つは、やっぱりこの三連携というのは、町民全体にとって非常に重要な、私は政策だと

思っていますので、事務長の立場から言えばですね、そういったことも一生懸命がんばるので、

何とかお願いしたいなと。ひっくるめて、そのベッド数がどうかというのは別にしてもですね、

やっぱりそういった責任も果たしていきたいので、ぜひ、町立病院として、残れるものなら私は

残していただきたい。それだけのことも、やっぱりやっていきたい、やらなきゃだめだというふ

うに、事務長としては考えています。 

 うちの職員も、多分そういうふうに思ってくれているのではないかと思っています。以上です。 

○委員長(吉田和子君) はい。１１番、氏家委員。 

○委員(氏家裕治君) 確かにですね、先ほども同僚議員からも質問があったと思うのですけれど

も、多分このままいくとですね、１億円から２億円だとか、いろいろ雪だるま式にですね、経営

困難に陥っていくのではないかという話も出ていますけども、僕はこの三連携がですね、しっか

りこう、例えば介護予防、医療から予防という部分でですね、取り組まれていったときにですね、

やっぱり何らかの形で、それが形としてですね、現れてくるのではないかなって。 

これは僕の、本当に推測というかね、希望なのかもしれないけども、長野県のこの資料の中に

も出ていますけどもね、長野県を一つの基準に考えていると。でも、実際の長野県にしたってで

すね、これから５年後の長野県というのはよく分からないっていうね。そういった調査も出てい

るのですよね。 

 今の介護予防で取り組んでいるその、例えば介護予防に努めているそういったね、指導者の人

方も高齢化に進んでいく。それを引き継ぐ人方も今、本当にこのままいったらいなくなるような

状況なのだと。 

 だから、今はいいけども、この後５年、１０年先のことは分からないというね、そういう実態
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調査の中も、話も聞いています。 

 ですから、白老町にとってもですね、そういったいろいろなスタッフを育てていくということ

も必要でしょうし、本当にこの三連携をしっかりこう進めていく中でね、それが進んだ結果とし

てですね、医療費がこうなったとか、ああなったっていう話があれば、それはそのときにまた考

えなきゃいけないかもしれないけども。 

 今からですね、雪だるま式にこうなっていくっていう、予想はされるのかもしれない。でも、

実際何もしていない中でね、いや、何もしていないという言い方はちょっと失礼ですけど、何も

まだ実行に移していない中でね、そういった議論はまだまだ早いのではないかなと思ったりもす

るし、そのためにも町長からの方向性もしっかりまた出してもらった中でね、進んでいっていた

だきたいなって、僕は思うのですよね。 

○委員長(吉田和子君) はい、丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君) 基本的には同じ考えなのですよね。 

 やっぱり三連携、どうやって作っていくのか。いろいろな事業をやらなきゃなりません。ヘル

スアップにしても、例えばうちのスタッフが来年度いきなりやりましょうと言っても、その準備

期間がひっくるめて、その事業のあり方、評価の仕方。いきなりぽんとできるものじゃないです

よね。 

 ですから、そうだとすれば、やっぱり早いうちにいろいろな事業を手がけて、ノウハウを持っ

た自治体が私は勝ちだと思っているのですよ。住民の健康づくりひっくるめて。そういうノウハ

ウを持っていないところは、やっぱりますますその医療費が高くなっていくだろうし、介護保険

料も当然高くなっていくだろうなと。 

 だから、健康福祉課のスタッフと話しているのだけども、いろいろな形で勉強と実践もやらな

かったらやっぱりだめだと。 

 それも保健師だけではやっぱりできない部分もあるから、うちの医療のスタッフもいるのだ、

医者もいるのだから、医者のやっぱりいろいろなアドバイスだとか、医者としてのやっぱりその

知識もやっぱり使って、一つの事業を作りこんでやろうと。 

 幸い今年ヘルスアッププランの中でですね、うちの内科のお医者さんが、積極的に協力してく

れるという、こういったコネクションもやっぱりできましたので、今までそういった町の保健事

業にですね、乳健だとか乳相だとかでお医者さんに行くのは別にしてですね、そういった健康づ

くりの事業の中で、積極的にそのお医者さん自身がタイアップしてくるというのは、今回始めて

なものですから、そういった意味では少し変わってきたかなと思っています。 

 でも、それがやっぱり普通の状況にならないと、やっぱり本物でないなと思いますので、今後

三連携をやっぱりお題目に終わらせないようにするためには、そういった人材をやっぱりきちっ

と活用して、町立病院としても全体としてのやっぱり役目も果たして生きたいなというように考

えています。 

○委員長(吉田和子君) 他に質疑のまだある方がいると思いますので、休憩をとりたいと思う
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のですが。まだ他にもいらっしゃいますので。休憩をいたします。再開を１５時１０分といた

します。 

休憩 午後 ２時５６分   

 

               再開 午後 ３時１３分 

○委員長(吉田和子君) ちょっと、休憩の時間が超過して申し訳ありません。休憩を閉じて特

別委員会を再開いたします。 

 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) 先ほど説明を受けた６ページの、平成１８年度の診療報酬の改定項目な

のですが、これが今の町立病院で、今の現状の体制を変わらないとするとですね、どのぐらい

の影響があるのかっていうことがもし分かれば教えていただきたいなと。 

○委員長(吉田和子君) 丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君) 今の、この１８年４月１日、現状のままで続いていくとすると、

月約１千万円前後になると思います。 

 ですから、やっぱり１億５千万円から、やっぱり８千万円から１億５千万円ぐらいの幅での

減収。１億円近くなるというふうに推定しています。 

○委員長(吉田和子君) よろしいですか。はい。 

 １４番、大渕委員。 

○委員(大渕紀夫君) 国の制度改革がですね、うちの病院に影響を与えるというのはもう十分

理解できるし、今金額ね、僕も金額ちょっと聞いてみようかなと思ったのだけれども。金額が

分かりましたから、状況は分かります。 

 ただ、国の方向というのはやっぱり、医療費を抑制するということが非常に大きなウエイト

になっているわけですよね。 

 うちの町も、全体で見れば医療費は、１．１４倍を越しているという、これは国保だけにっ

ていうふうにもなるかもしれないけど。全体として見ても医療費は少なくないという状況があ

ると思うのですよね。 

 そうすると、当然国の方向でやらなければ、赤字が増えるというのは当たり前なのですよね。

だから切られるわけですから。はっきりしているのですよ。 

 問題はそれと町民との係わり合いで、この医療費改正の中で、どう町民の健康を守れるかと

いう、そこのところなのだよね。 

 だから、医療費の、お金の問題だけで物事考えてしまったら絶対だめだというところはもう、

はっきりしているのですよ。 

 ただ、じゃお金を無視してやれるかって言ったらやれないから今こういう議論になっている

のですよ。ということは、今の医療費改正で、町立病院がどれぐらいの量努力をすれば、例え
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ばですよ。例えば正看がきちっと見つかった。見つける努力をして。町民に働きかけて、正看

を来てくださいと。町立病院、危機です。やって来たとするか。 

 そういう努力を、どういう努力をすれば、今のその国との関わり合いでね、切り抜けていけ

るのか。それは、努力の範囲の問題なのですよね。範囲。 

 だから、その範囲を聞くのじゃなくて、僕はそんなことを聞いたってしょうがないのだから。

そうじゃなくて、少なくても病院は今までと違って、例えば１７年度４千万円なら４千万円赤

字が減るという状況ができたり、国保も動いたり。それから、評価の件で言えば三連携で各課

が、病院事務長もさっきおっしゃったのですよね。その、各課でっていう。 

 私、議会経験結構長いのですけど、そういう答弁っていうのは極めて今まで少ないのですよ。

うちの課はという議論は随分ありましたけど。 

 各課で横の連携がされてきているというのはね、我々が見ていても見えるのですよ。 

 それが一つのね、寿幸園を含めて大きなインパクトに今、白老の役場の中ではなっていって

いるだろうと。保健師さんの意識も変わりつつあるという状況が見えます。病院の看護師さん

の状況も変わりつつあるのが見えています。 

 そういうものがどれぐらいの努力によって、これは克服できる可能性があるのか。そういう

可能性が全くないのか。そこら辺のちょっと、考え方だけお聞きしたいのですよ。病院の事務

長っていう判断で結構ですから。 

○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) まずですね、診療報酬だけの話をすれば、１３：１という一つの

診療報酬の枠があるのですが、それをもしやるとすれば、正看７名ぐらいを確保、仮にできた

とすると、多分赤字の幅はですね、去年４千万円減っていますから、恐らくトントンくらい今。

去年と同じくらいにはなるだろうと。 

 ですから、最終的に２千万円から４千万円ぐらいの範囲で赤字が治まるのではないかなと。

仮に１３：１でいけばですね。その程度だと思っています。ということは、入院患者も増えて

いますし、外来患者も増えていますから。 

 最終的に３．１６％診療報酬が仮に減ったとしても、その分は十分に患者が来ていますから。

そういった意味では、去年並みの赤字の幅、２千万円から４千万円程度で多分済むだろうなと

は思います。それは粗々の計算ですけども、そんなことになります。 

 それともう一つは、今回の医療制度の改革の方向というのは、大渕委員も言われたとおりで

すね、国はとにかく医療費を抑制するということです。 

 それで、我々町自身もひとつの課題としてやっぱり国保の医療費をやっぱり下げていくとい

うことになります。 

 そのために一生懸命努力すれば、厚労省はある程度金を出しますと。医療費を抑制するため

の、いろいろな手法をやることについては、これは予算も付けますと、これははっきり言って

いますから。 
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 ですから、さっき言ったのは、私たちがやっぱり先取り、他の市町村を先取りして、いかに

その医療費を下げる、町内全体のシステムを作って、うまく運用してやって、そのことに関し

てはやっぱりこれから我々の町が生き残っていく一つのポイントになるというふうに思ってい

ます。それをやることが、国のニーズにも合うわけですから。 

 多分、そういった面ではですね、国保側でいうと、例えば特別調整交付金が若干割り増しで

もらえたりですね、あるいはそのことによってはっきり医療費が下がれば、国庫の調整交付金

の中でやっぱりそういったことも評価してもらえるというふうになりますので、それは、ある

面では財政的には非常に大きな効果が出てくると思って見ています。 

 それで、国全体の流れがまさに、その医療費を抑制するために、いろいろな健康づくり、介

護予防をやっていきましょうと。医療だけのみならず、介護についても介護費をとにかく減ら

していくのだと、これもはっきりしていますから。そのことに、町全体がやっぱり乗っかって

いけば、一定のやっぱり評価と効果は現れてきます。 

 ただし、それをやらないところは、間違いなく財政的にペナルティきます。ということは、

都道府県で医療費の適正計画は作りますから。 

医療費の適正計画を作って、成果の上がらない市町村は、例えばこの国保の、さっき言った

財政調整交付金なんかも減額しますと。これ今都道府県が全部もっていますから。がんばらな

いところはやりませんて。一生懸命取り組まないところには補助金も出しません、交付金も出

しませんと。 

こういうふうにはっきりペナルティ出てくると思いますので、やっぱりもう、好む好まざる

に関わらず三連携はやっていかなきゃならないと。やることが、一つは財政的にもやっぱり生

き残っていく道の一つじゃないかなというふうに病院事務長としては考えています。 

○委員長(吉田和子君) １４番、大渕委員。 

○委員(大渕紀夫君) もう１点。要するにね、白老町は医療費はかかっているわけよ。かかっ

ているっていうことは、病院側から見たらお客さんはいるわけだ。考え方としては。それを減

らすことによって、国保は好転すると。 

 一方病院は、そのたくさんかかっている医療費が、今十数％しか来ていない国保の患者が、

２５％病院に行けば、行ったからって全部黒字なのかどうか、僕ちょっとそこはよくわからな

いけども。少なくてもお客さんが行くことによって、患者さんが今十数％のものが、例えば倍

の３０なら３０近い、限りなく近い数が、行くことによって、病院の経営は好転することは間

違いないですね。患者さんが増えるのだから。 

 だから、僕が言いたいのは何かというと、病院含めて、町民は絶対に町立病院は必要だと。

民間病院との違いははっきりしているわけです。だから公立病院というわけですよ。 

 そうすると、そこの努力できる範囲が、本当に議会の我々が努力をして、町と議会が努力を

して、そこがカバーできるね、例えば１％でも２％でも患者さんを増やせるカバーができる施

策を、方法を考えたならば、これは違った形で出てくると思うのですよ。 
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 それはどういう意味かというと、今病院や国保や三連携の中で、担当者が代わったことによ

って町民の意識も変わっていっているのです。私はそういう話、結構聞いています。町の方か

ら。 

 だから、そういう努力のできる範囲ね。我々も含めて。町民が努力のできる範囲が、広がれ

ば広がるほど病院としては有利になります。もし５０％の人が行くようになったら黒字になる

かもしれない。そんなね、甘いこと僕は思っているのじゃないのです。 

 そうじゃなくて、そういうことが町を変えることにつながるのだろうと思うのだけど。そこ

ら辺はね、病院の中での議論ではどんなことになっていますか。患者さんとの関係で。そこが 

看護師さん含めて大切だと思っているのです。 

○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、経営分析をどういうふうに考えているのだということで、い

ろいろな話をしています。 

 それで、一つはですね、内輪の話をしますと、まず病院全体がですね、病院全体の職員が一

つの共通認識を持つということがなかなかやっぱりなかったのかなと思っています。 

 今回のこの経営分析の報告書の中に、例えば東胆振の医療圏の状況だとか、今後制度改正の

状況だとか。これ、実際みんなに読んでもらいました。説明をしました。 

そうしたら、こんなに苫小牧に患者が行っていたのだってね。正直言って、うちの職員がび

っくりするのですから。僕らは分かっているのですよ。僕らは分かっていても、いくら口で言

ったってやっぱり、分からないわけですから。 

 でも、現実問題こうなのだよって。え、こんなに逃げていたのですかって。これが正直な感

想なのです。 

 だから、町立病院はだめだって言われていたんじゃないのって。問題はそういう意識をどう

やって持っていくかっていうことでしょうと。 

 それと、もう一つが、これから人口が減りますよと。人口が減るっていうことが、その医療

を受ける人の頭数は絶対減るわけだから。そうすると、医療を受ける人の数が減るのですよと。

極端なことを言ったら、現状のその外来の患者さんを維持していくっていうのが、正直言って

人口が減るわけですから、こんなになっていくわけですよね。１０年後、２０年後を考えたと

きに。 

 そのときに、どうやってやっぱり患者さんを増やしていくのか。それは今からやっていかな

かったら間に合うわけがないじゃないのっていう話もするわけなのですよ。 

 だから、苫小牧に逃げている、苫小牧に行っている患者さんをやっぱり１人でも２人でも、

きちんとうちの病院で、来ていただくような医療サービスの提供の仕方も考えていかなきゃな

らないし。 

 私がもう一つ言っているのは、苫小牧の市立病院の外来の患者さんの単価と、うちの町立病

院の外来の単価。うちは外来さんでも１４，０００円から１５，０００円ぐらいあるのです。
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苫小牧がそれより１，５００円ぐらい多分上になるはずなのです。っていうことは、国保の患

者さんにしてみれば、１人当たり自分の持ち出しでも５００円から６００円違うわけですし、

国保全体から言うと１，５００円で多分９，０００人ぐらい入っているはずですから、相当な

こう、市立からうちに乗り換えるだけでもそれだけの効果が多分出てくるだろうと。 

 だから、町立病院で安くて、結果としてすごい安い診療費で良い医療を提供できればいいん

じゃないのと。そのためにやっぱり自分たちも、お医者さん方も、やっぱり努力してもらわな

きゃならないし、何よりもサービスを提供する医療従事者がやっぱりきちっとやっていかない

とだめだよという話も、実はしています。 

 これは同じ町内の中でもですね、多分国保の方で資料を持っているかと思うのですが、各医

療機関で１人当たりの外来の医療費を見ると、うちはかなり低いはずなのです。低いはずなの

です。 

 あるところはお話を聞くと、うちの１．４倍ぐらいあるように、ちょっと話は聞いています

けども。多分それぐらいの差が出てくると思うのですよね。 

 そのことがひいては、やっぱり町全体の国保の医療費を考えたときに、やっぱり町立病院に

来てもらうというのが一番いい結果なのかなと思っていますので、その努力はやっぱり我々が、

いかにやっぱりお客さんに来てもらうか、選択してもらうか。保険証１枚あれば、東京の大病

院でもかかれるわけですから。 

 その中でやっぱりうちの町立病院を指名してもらうために何をしなきゃならないのかといっ

たら、やっぱりそう考えていかないと、これから先、生き残っていけないなって。そういうふ

うに思っています。 

○委員長(吉田和子君) はい。１４番、大渕委員。 

○委員(大渕紀夫君) １点だけ。今回の医療制度改革、改革というか、僕は改悪だと思ってい

るけど。 

 この案を、病院のヘルパーさんまで、徹底されているような中身に、病院の仕組みシステム

としてはなりますか。なっていますか。 

 お医者さんはもちろん理解されていると思うのですけれども、看護師さんまたヘルパーさん、

そしてボイラーのお手伝いの皆さま方含めて、そういうことが今私は、今事務長が言われたひ

とを含めてですね、そういうことが大切な要因になってくるんじゃないかと思っているのだけ

ど。そこら辺はどうでしょうか。 

○委員長(吉田和子君) 丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君) 今回のこの経営分析の中身についてですね、これはもう全職員。

全職員とは臨時、嘱託・委託ひっくるめて全部説明はしています。 

 ただ、それが全部理解できたかどうかは、これは分かりませんけれども、少なくでも我々が

その、事務長として、病院の全スタッフにはですね、こういうふうになっていますよと。 

 診断報告書もですね、各病棟ひっくるめて全部渡してあります。読んでくださいって。読ん
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でいただけるか、たかどうかはこれはまた別ですけれども、少なくても我々の方から情報は全

部出していくと。 

 今回のいろいろなとりまとめをしていますけども、中間のそのとりまとめ状況もですね、時

間はかかりますけれども。全部１回１回フィードバックしています。各部署からこういう案検

討結果が出ました、皆さんこれ職場に持って、例えば２階の人は３階案どうやっていっている

のかな、外来はどうやっていっているのか、全部見ておいてくださいと。みんな見せておいて

くださいと。やっぱりそれをやらないとですね、共通の認識はやっぱり出来ていかないと。 

 ただ、それがどこまで深度が達しているかと言われると、効果が測定できない面もあります

が、少なくてもそういう意図を持ってやっていかなきゃならないというように思っています。

やってもらいます。 

○委員長(吉田和子君) はい。１３番、斉藤委員。 

○委員(斉藤征信君) 話を聞いていて、だいたい分かったのですけれども。 

 医療だとか介護のその制度改革で、診療報酬などがどんどんこう変わっていく。そんな中で

今、現場が混乱しているのだという話を聞くわけですよね。 

 例えば、介護なんかで、介護度の高い人を見ている者は診療報酬も高くなる。それをずっと、

要介護支援ですか。介護１だとか。そういう部分になると、それがぐっと下がってしまう。 

 ところが実際にヘルパーさんが面倒を見るとなると、どちらがどちらを見ますかといったら

やっぱり場合に、介護の高い方がいいというのですよね。どうしていいか。寝たきりで手がか

からない。 

 ところが、介護１だとか要支援になると、好きなことも言うし、勝手に動くし。ものすごい

手がかかる。それでいて報酬は半額だと。こんな馬鹿げたことというのはあるのだろうかとい

うことで、それをどうするのだというようなことで、現場が混乱しているなんていう話も聞く

わけですよ。 

 そうすると、今のそれに合わせて今の話を聞いていると、その医療の部分で、病院がその日

数でもって追い出すかどうかを決めていく。長くいたら報酬が安くなると。 

 病気を日数で区切るのかというね。そんな感じにもなりますし、病院が出した。出したら今

度は老健へ行かさる。老健に行ったら老健は、施設がすごく少ないですし、中間の施設という

ことですぐに家庭に送ると。それで、すぐに出される。老健をぐるぐる回ったという、一時そ

ういう話もありましたけどね。 

 それで家庭に送る。ところが家庭は核家族で見る人がいないとなると、これものすごい大き

な矛盾が出てきますよね。お互いにこう、何とか自分の施設を維持しようと思って、次々に送

っていくと、矛盾が出てくる。 

 すごいそれが、表面的な単純な矛盾じゃなくて、極めて大きな矛盾になって出てくるんじゃ

ないかという気がしてしょうがないのですよ。としますとね、評判、この行きづまり。それじ

ゃ施設がやっていけないという声だとか、患者にしてみれば行くところがないという声が、出
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てくることが当然あるわけでね。 

そうすると、この制度は今決めたからって、そのまま生きてずっと動いていくとは考えられ

ないのです。必ず、行きづまりがくるしね。見直さなきゃならないのが、すぐにくるのではな

いかと。 

 もし、そうでなければ、大きな社会問題になるんじゃないかというような気もするのですけ

ども、その辺りね。当然そうやって考えていけば、大変なことだと思うのですけども、そうい

う状態というのをね、どんなふうに見ているのかね。その辺りだけ伺いたいと思います。 

○委員長(吉田和子君) 丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君) 病院の事務長としてどう見ているのかって聞かれると、正直言っ

て、答えようがないなと思っています。 

 ただ、個人的に、じゃせっかくの機会ですから、個人的にどうなのかなっていうことでお話

をさせていただくとですね、一番最初に言いましたけれども、まず斉藤委員のお話にあった混

乱の部分で言いますと、医療機関はたいした混乱していません。ということは、診療報酬だけ

の部分ですから。現場ははっきり言って一切関係ないですから。維持係でレセプトを請求する

ときに、下がったということで、困ってはいますけども、事務的には何の混乱もございません。 

 ただ、問題はやっぱり介護の部分。これも、厚生労働省がはっきり言っていますが、施設介

護はやっぱりやらせないと。と言った方がいいですか。病院も、入院させないって。施設に入

れさせない。これはもう、色濃く出ていますので、制度改正そのものが、施設介護、病院入院

を極力させないように方向付けがされていますから。 

 従って、この改革の中でも、いかに在宅に帰していくか。もうそこが主眼になっていますの

で、在宅に帰す、在宅に帰す。その診療報酬と医療制度をそういうふうに作りこみをしていく

と。これは方向性といってもはっきりしています。 

 ですから、その中で私たちが何ができるかといったら、一つは病院とすれば地域医療連携室

の中で、うちの病院、よその病院から来た患者さんをどうやって施設につないでいく、在宅に

帰すと。在宅に帰したときに、訪問看護を使ってどうやって、その状況を見ていくか。 

 やっぱりこの制度をきちんと作っていかないと、もうどうしようもないだろうなと。国の大

きな流れはもう変わるとは、とても思えません。とても思えません。多分変わらないでしょう。  

 今よりも在宅を勧めていくのはこれもう、明らかですし、医療費の抑制をするのも、介護報

酬を削減していくのも、もうこれ明らかですから。その方向の中で、地域住民にどうやって安

心な医療と安心な介護を提供できるか、そこを考えていかないと、行政としてはしょうがない

だろうなと思っています。以上です。 

○委員長(吉田和子君) 他、よろしいですか。はい。他にございませんか。 

なければお諮りしたいと思うのですが、前回のときにもちょっとお話したのですが、今後の

この病院の特別委員会の進め方につきまして、視察等も含めて、今後経営診断に対する報告だ

とか、シミュレーションが出てきたときのまた全体の委員会とか、進め方をきちっとしていか
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ないと、最終的に期限があるのですよね。 

そういったことで、他の方の委員会もかなりありますし、議会改革とかいろいろなものが入

ってきますので、そういうスケジュールを全部含めた中で、これもう消化していかなければい

けないということで、大変大きな問題ですので、進め方を、全体で進めていくのは、前回もお

諮りしましたけど、なかなか出てきませんでしたので、これは提案なのですが、この特別委員

会の中に、前の基本自治条例を、条例を作ったときの小委員会体制を作りましたけれども、こ

の特別委員会も、進め方と、次にはどういうことをやっていこうだとか。視察はどういうとこ

ろがいいとかっていうことを、全部その小委員会で諮っていきたいなというふうに思うのです

が、どうでしょうか。よろしいでしょうか。 

その委員の選出方法ですけれども、どのようにしたらよろしいでしょうか。何かご意見があ

りましたら。 

はい、１８番、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 経営診断、それはいつ頃まであがるようなのですか。１０月ですか。１

０月いっぱい。 

○委員長(吉田和子君) シミュレーションの方ですね。はい。 

○委員(加藤正恭君) そうそう。だから、それがね、ある程度出て、見通しがたったと。その

とおり従うという意味じゃないけれども、何か元になるものがね、なければね。なかなかこう、

進めていくというわけにもなかなかいかないのではないかなという気がするのだけどね。 

○委員長(吉田和子君) その前に内部検討の、したもののまとまりもまた、報告してもらうの

ですが。 

○委員(加藤正恭君) 内部検討はいいのだけど、このようなことでね、今やっているわけでし

ょうけども。 

 これはただ変わった変わった、というだけのことでね。その、コンサルタント、吉岡さんと

いったかい。吉岡さんの方からのあれが出なければね。ある程度方向性っていうのか。数字的

なデータ的なものもね、おそらく出てくると思うものだから。 

 それが１０月というのは、それまで待っているわけにもいかないと思うのだけどもね。どん

なものだろう、その辺。 

○委員長(吉田和子君) はい。１４番、大渕委員。 

○委員(大渕紀夫君) 今の状況でいきますとね、期間がないのですよね。そうすると、例えば

視察なんかも考えなくちゃいけなくなりますでしょう。 

 そうすれば、事前の勉強会が僕は必要だと思うのです。今のままで何も勉強しないで視察に

行ったって、これただ見てきたわっていうのじゃどうにもなりませんから、視察に対する事前

勉強会も必要ですからね。 

 そういうことも含めて、議論をする場じゃなくて方向性を進める小委員会を作りたいという

ことなのですね。 
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○委員長(吉田和子君) はい。 

○委員(大渕紀夫君) そういう意味ですね。 

○委員長(吉田和子君) はい。 

○委員(大渕紀夫君) 議論をする場じゃなくてね。 

○委員長(吉田和子君) はい、そうです。 

○委員(大渕紀夫君) ですから、そういうことであれば、やはり今の状況でいけば自治条例の

特別委員会の小委員会のような形。やっぱりそういう形が一番望ましいのではないかと、私は

思いますけど。 

 議論をする場じゃないとしたならばですよ。 

○委員長(吉田和子君) はい。説明するとあれですけれども、大事な部分は、全体できちっと

お諮りして、皆さんで議論をしたいと思います。 

 ただ、視察にしてもどういう形で行くのかとか、先ほども言いましたように、分かれて行く

のであれば分かれて行く、その先々に応じてきちっと勉強会をやって、こちらがある程度資料

を持って、それから議題とか、題材を持って行かなければいけないというのもあると思うので

すね。 

 そういう意味では、その進め方をどういうふうにしていくかって。スムーズに行くために、

全体でなかなか諮るというとできませんので、そのための小委員会という形を作りたいという

ように思ったのですが。 

 はい。３番、山本委員。 

○委員(山本浩平君) もし委員長の方で原案があれば、言っていただきたいのですけれども、

なければ、本来民生で調査・研究をしていることだと思いますので、そのまま民生常任委員会

のメンバーが、その特別委員会のメンバーということで、小委員会ですか。スライドしてはい

かがでしょうか。 

○委員長(吉田和子君) 先ほど話した中でちょっと、民生の常任委員会で病院のことは、やろ

うということになっていたのです。それではやっぱり問題が大きいだろうということで、全体

で特別委員会を設けましたので、またまたバックするっていうことはちょっと、違うのかなと

いうふうに思うのですが。 

○委員長(吉田和子君) はい。１４番、大渕委員。 

○委員(大渕紀夫君) 今山本委員が言われたのはね、小委員会を作るメンバーが、民生だとい

う意味なのでしょう。それは構わないのですよ。民生でやるのはだめです。民生常任委員会で

はできないけど、同じメンバーが小委員会でやるのは構わないと思いますよ、僕は。 

○委員長(吉田和子君) 小委員会のように、各会派から出していただいた方がいいのかなとい

うふうには思ったのです。だから、民生も各会派が出ていますので、それはいいのですけれど

も。 

 暫時休憩といたします。 
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休憩 午後 ３時４２分 

 

再開 午後 ３時４２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、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の中の小委員会のメン

バーを指名いたします。１４番、大渕委員。１９番、根本委員。１０番、宗像委員。２番、熊

谷委員。７番、西田委員。あと、吉田です。以上のメンバーで小委員会を作りまして、今後の

進め方、そういったことを検討していきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶものあり〕 

○委員長(吉田和子君) 次に小委員会を開催し、小委員会の委員長、副委員長の互選をお願い

いたします。この際暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時４３分 

                                           

再開 午後 ３時４３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。休憩中の小委員会におい

て小委員長、副委員長の互選が行われ、その結果が委員長の手元に届いておりますので、報告

いたします。白老町立国民健康保険病院の運営に関する調査小委員会小委員長に、１４番大渕

紀夫委員、副委員長に１０番宗像脩委員。以上のとおり互選された旨の報告がありました。 

 後、他に何かありませんか 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

 

◎閉会の宣言 

○委員長(吉田和子君) なければ本日の委員会を終了したいと思います。どうもご苦労さまで

した。 

（午後 ３時４３分） 


