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◎開会の宣告 

○委員長（吉田和子君） ただ今から民生常任委員会を開会いたします。本委員会については

傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

[｢なし｣と呼ぶ者あり] 

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

委員長において傍聴を許可いたします。 

 次に本日の委員会の日程について事務局から説明をいたします。 

○事務局主幹（中村英二君） 本日の委員会につきましては所管事務調査といたしまして、白

老町立国民健康保険病院の運営についてを調査、後程休憩をとりまして町立病院の現地調査も予

定しております。尚慣例がございますので、今後の予定につきましても若干日程概要報告をいた

しますが、５月２２日に月曜日になりますが、継続調査となっております介護保険制度について

の調査、翌５月２３日火曜日、本日の町立病院の運営についての調査、これを引き続き行う予定

となっております。以上です。 

○委員長（吉田和子君） これより所管事務調査を行います。委員の皆様にはすでに配布され

ていると思いますけれども、白老町立国民健康保険病院経営診断業務結果報告書今日お持ちにな

っていただいたと思いますけれども、これに基づいて説明を受けたいと思います。先程始まりま

す前に事務局から案内がありましたけれども、本日は吉岡経営センターの吉田次長さん、それか

ら斉藤主任さんが同席をしていただいておりますが、本日は参考人という形で今回の報告書につ

いての説明を受けたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。  

後は詳細につきましては次回の５月２３日に所管事務調査をすることになっておりますけれ

ども、本日は主に今回の報告書の説明を受ける予定ですので、あらかじめご了解を願いたいと思

います。 

 それでは最初に丸山事務長のほうからお願いいたします。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 簡単に私どものほうからこの経営診断業務を行ったかとい

う形で、若干説明をさせていただきたいと思います。 

 町長が町立病院のあり方についておおむね平成１９年ぐらいまでに方向性を出したいという

話がございまして、私が去年５月に着任して以来ですね、町立病院のあり方について少し分析を

してくれというお話がございました。昨年の１０月に委託業務といたしまして、経営診断業務を

今回こちらに同席されております吉岡経営センターの方々にお願いした経過がございます。この

具体的な中身について若干考え方を説明させていただくと思いますが、実は医療環境を取り巻く

状況というのは病院単体だけではもうどうにもならない、医療制度、国全体の流れ、あるいは高

齢化の進行、こういった医療環境の変化、医療需要の変化の中でですね、町立病院がいったいど

んな位置にあるのかと、まずその辺を見極めなければならないだろうと。１点目としてはその医

療環境の面々でいいますと、この東胆振圏の医療需給の中でどういう位置づけになっているのだ

ろうか。この東胆振の医療圏の医療需要がどういう具合に今後変わっていくことが予想されてい
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くのだろうか。これがまず１点目分析をしていただいた。それとじゃあ今現状の町立病院がどう

なっているんだ、経営的には何か問題がないのか、もっと増収策はないのか、あるいは町民ニー

ズがどうなっているのか、職員の意識はいったいどうなっているのか、この辺も客観的に分析を

していただきたいと、こういうことでお願いをしています。 

それと、今後ですね、この東胆振の医療の需給と今の現状とを踏まえて、今後病院としてのあ

る程度の基本的な方向性はいったいどこにあるのだろうかと、この辺もできれば分析をしていた

だきたいと。それと実は白老町の大きな命題として保健、医療、福祉の３連携ございます。福祉

は直に私どもの病院と医療業務的に関わりある部分はございませんが、３連携の中で町立病院が

果たす役割が特に大きいでしょうと。それと、医療と一緒に介護という問題もやっぱり病院の経

営を考えたときに１つ大きな要素になっている。そうすると医療、保健、介護、これを病院を核

としてどんな形でネットワークを作っていったらいいのか、その辺についても客観的な意見を聞

かせてほしい。 

それと一番最初にお話しましたが、医療政策を含めて国の政策が非常に大きく変化していくこ

とがもうすでに予測をされております。特に高齢者保健の問題、医療制度改革が０８年度にもう

入ってくると、そういった中でですね、今後求められてる病院の姿がどういうふうになっていく

のか、その辺も客観的にやはり分析していただいて、方向性づける資料としたいと、こういうよ

うなことから専門的な見識をお持ちの吉岡経営センターさんにお願いをしまして、今回このレポ

ートをまとめていただきました。 

このレポートの中を読ましていただきましたけれども、非常に端的に問題点を指摘していただ

いております。それと経営分析の世界、医療環境の条件についても簡潔丁寧に記載されておりま

すので、今後私どもとしましては、この分析結果を基に医院長以下医局の医師と係長職以上には

全部配布終わっています。それと５月の連休明けにはですね、全職員を対象にこの中身の説明と

意見交換会を行って、基本的な論議をスタートさせていきたいと思っています。 

 それと先般開催されました病院運営審議会にもこの結果報告書の中身については報告してお

ります。おおむね６月１０日ごろを目途に病院運営審議会を開きまして、この結果報告書を読ん

でいただいた感想、あるいは疑問質問等についてですね、質疑応答する場を作っていきたいと、

そういう形の中でですね、病院としての一定の方向性を理事者に対してお話できるような体制も

とっていきたいと、このように考えています。 

 本日この報告書の中身非常に専門的な部分ございますので、私が説明するよりも、今日参考人

としてお見えになっておりました吉田さん斎藤さんのほうからですね、きっちり説明を受けたほ

うが今後ともいろいろな論議の場にしするのではないかと、こう考えまして、委員長さんにお願

いをして参考人という形で出席をさせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（吉田和子君） それでは参考人の方からご説明を願いたいと思います。吉田次長さ

んよろしくお願いいたします。 

○吉岡経営センター（吉田真君） 吉岡経営センターの吉田でございます。本日は報告書報告
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会ということでご報告させていただきたいと思います。今回のお手元の資料に基づきましてご報

告させていただきたいと思いますけれども。まず前半の調査分析、外部環境、内部環境、こちら

の報告を私吉田の方から、それから後半の基本方向、それから検討課題につきまして斉藤のほう

からご報告させていただきたいと思います。 

 それではまず現状の調査分析ということでございまして、お手元の資料の１ページからご説明

を申し上げたいと思います。今お話ありましたとおり国の政策ということで医療制度改革が今非

常に進んできております。具体的にはその背景としまして少子高齢化の問題、経済の低迷、それ

から医療技術の進歩、国民の意識変化、そういったものを医療界を取り巻く環境大きな変化があ

るということでございまして、大きな狙いとしては皆様ご存知のように医療費を今後いかに伸び

率を抑制していくという方向でもって動いてきております。今回の４月から施行しております診

療報酬の改訂、この短期的な政策として２００８年度を待たずしても進んできているという状況

にございます。その抑制の効果といたしましては、こちらにございますとおり経済財政諮問会議

のほうで２０２５年度ですね、これを４８兆円医療費を目指していると。このまま推移していき

ますと、何も手を打たずしていきますと、プラス８兆円の支出が出てくるということでございま

して、今この数字を目標に中期的な構想でもって動いていくということでございます。近い目標

としましては２００６年の１０月から順次法改正が行われまして、まずは高齢者負担の問題ござ

います。医療費負担が今後増加していくのに関しまして患者負担をまず上げますよというような

政策から順次見直しをしていくということでございまして、スケジュールにつきましてはお手元

の資料編のほうに添付しておりますので、後程ご覧頂きたいと思います。 

 続きまして東胆振圏域におきます外部環境といたしまして、人口および高齢化率の推移という

ことで２ページに資料として添付しております。平成１２年度の状況からいたしますと、人口が

２１９，８２２人、今後１４．７パーセントの減少ということでございまして、更に４２年には

１８７，５３７人となる推計が出ております。年代別に見ますとお手元の資料にありますとおり

高齢化率が非常に進みまして、６５歳以上人口が何の７０パーセント以上になるという推計が出

ております。他の町村も見てみますと順次人口減ということはございますけれども、平成４２年

には６５歳以上の人口の割合が１２年のほぼ２倍に達するということでございまして、白老町に

おきましても総人口が３０パーセント以上の減少となる他、今申しましたとおり６５歳以上の占

める割合というのが３０パーセントにまで増加するという数字が出ております。この数字に関し

ましては単に高齢者人口の割合が増えるということにとどまりませんで、当然医療費の問題もそ

うでしょうし、ひきましては労働生産性という部分におきましても非常に大きな問題を抱えてい

るということになろうかと思います。医療費が今後増大するということと合わせまして労働生産

性が落ちてくる、したがいまして税収というところにもですね、影響が大きく及ぼしてくるとい

う数字が予測されております。 

４ページ目をお開きください。東胆振圏内における医療状況ということでございます。まず病

床数の問題でございますけれども、地域保健医療計画において示されています基準病床数という

ものがございます。これ各二次医療圏ごとの資料が４ページに示されておりますけれども、東胆
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振管内におきましては３３９床の超過と、基準病床数からみますと３３９床の超過があるという

ことでございます。他の医療圏から見ますと、若干比率としては高いかなというような数字が出

ておりますけれども、人口１人あたりに換算いたしますと、大都市圏のような特に札幌圏ですね、

から見ますとまだ飽和状態には至っていないということでございます。若干の病床の超過は見当

たりますけれども、人口１人あたりに換算するとまだまだ余っているというような状況が出てお

ります。 

続きまして６ページをお開きください。今度は診療科目について調べておりますけれども、基

となりますデータとしましては国民健康保険のレセプト調査と、これデータが古くて恐縮なので

すけれども平成１２年３月診療分を分析させていただいた結果として挙がっております。受診し

た患者様の傾向といたしましては、入院で見ますと８０．３パーセント、それから外来におきま

して９２．８パーセントという数値を示しております。これでおきますと東胆振管内全体におき

ましては、地域住民の医療ニーズにほぼ応えられているという数値が出ています。以下資料のほ

うは後程ご覧頂きたいと思います。 

８ページ目なのですけれども、医療施設におきます一般病床ですね、療養病床と一般病床がご

ざいますけれども、その数値を分析した結果がこちらの表になっております。いわゆる病床区分

別の評価ということになりますけれども、東胆振管内全体では３，３１６床ということでござい

まして、白老町においては１８７床を占めているということでございます。そのうち一般病床で

見ますと、東胆振管内では全体で６０８床の一般病床が存在している。そのうち白老町立におき

ましては、８２床の病床を抱えているという現状でございます。以下病床区分につきましては下

の表のほうご覧いただければよろしいかと思います。一般病床の占める割合が３２．７パーセン

ト、療養病床におきましては１５．８パーセント、以下精神、結核、感染症の数字が下の資料に

出ておりますので、ご参考にしていただきたいと思います。 

続きまして医師のほうの分析、数のほうから見させていただいております。各診療科目ごとの

東胆振管内におけます医師数が出ておりますけれども、この数字を見ますと消化器、それから耳

鼻咽喉科におきまして若干非常勤の医師に対する依存度があるかなというようなことが伺える

かなと思います。医師の確保の問題といたしまして、今後常勤医師なのか非常勤医師なのかとい

う部分を町民のニーズとしては非常に出てくるかなと。後程町民の方へのアンケートというとこ

ろでも一部出てきますけれども、なるべく同じ先生に見ていただきたいということもございます

ので、今後この辺の常勤、非常勤の先生方の割合というものも意識していかなければならないと

いうことが数字に表れております。 

続きまして１１ページご覧ください。医療依存度の状況ということでございます。東胆振管内

のうちですね、１市３町におきましては苫小牧、白老、早来、厚真ということで、それぞれの入

院及び外来患者様の住所地、それを分析させていただきまして、医療自給度を測定しております。

やはり顕著なのが苫小牧市さんにおけます入院、外来、このへんの自給率がやはり９０パーセン

ト前後ということで、東胆振管内におけます医療の担い手として非常に高い数字が出ているとい

うことでございます。中で白老町で見ますと、外来の自給率が４５パーセント程度というような
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状況で数値が出ておりますけれども、入院につきましてはやはり外部分析としまして苫小牧市内

の医療機関に委ねているという現状が非常に高くなっているということでございます。これから

みますと、町内の患者様の動向といたしましてやはり外来では通院に時間と交通費がかからない

地域圏内の医療機関を受診する傾向がある。それに対して入院となりますと、近隣の大病院に対

する傾向がうかがえるということでございます。この結果町民の医療機関の選択行動ということ

につきましては、定期的な今後アンケート調査であるとかそういった調査をすることによりまし

て更に詳細な分析を行うということで、そういった形で依存状況を改善していく努力を継続とし

て行っていかなければならないということがうかがえるかと思います。入院外来の動向につきま

して更に東胆振圏内につきまして分析しました。白老町以外の地域につきましては顕著なのがや

はり一般病床ですね。これをお持ちの有床診療所、クリニックさん、医院がないということでご

ざいまして、町立病院における一般病床としての役割、この辺は苫小牧への入院の依存度が高い

とは言いながら、町内をそういった一般病院、一般病床がないというところにおいてのニーズ、

この辺は必ずしも苫小牧に依存ということではなく、町内でですね、やはり一般病床が必要だと

いうことも一部うかがえるのではないかと思われます。  

続きまして内部関係の環境調査ということで分析しております。１２ページ目になります。現

状の組織体制、医療提供体制ということについて触れさせていただきたいと思います。 

現在の組織体制というのはこちらにありますとおり院長以下各診療課長５名からなる医局、看

護部門、それから薬局及び検査、いわゆる診療診療支援部門、これらの４つの部門で構成されて

おり、更に事務局は３つの係が配置されているといった状況がございます。以下詳細につきまし

ては中身のほうご覧いただければよろしいかなと思います。この中でもやはりまず看護部門とい

うことでございますけれども、今回の診療報酬改訂４月から施行されておりますけれども、非常

に看護部門での縛りというものが厳しくなっております。看護配置もそうです。それから看護要

員に占める正看比率、これがやはり病院の診療報酬インセンティブをとっていく上においては非

常に重要なファクターとなってきているということでございまして、これらの新しい新看護体系

これを充足させていくためにはやはり看護師さんの中でもいわゆる正看さん、これをウエイトを

置いて比率を高めていく必要があるということがうかがえる。現状から見ますとまだまだこちら

もですね、正看比率が指標としまして７０パーセント以上が欲しいという、一般医療としてやっ

ていく部分におきましてはやはり７０パーセント以上という指標がございますので、やはりこれ

を目指した取り組みは今後必要になってくるかなと思います。それからコメディカルな部分なの

ですけれども、いわゆる診療支援ということにおきましては、やはり今回の診療報酬の改定でも

盛り込まれてきております予防医療ですね、そちらでかなり評価が集まってきているところでご

ざいますけれども、その中でもやはり栄養士さんの動きというところがクローズアップされてき

ております。栄養士さんがより診療医療の質に関わるべく動きをしていかなければ今後ならない

ということで、現状組織図上事務局に配置されておりますけれども、やはり栄養指導であるとか

そういったものに関しては医師からの支持があってはじめて栄養士さん動けるということでご

ざいますので、この辺は機能を鑑みて診療部あるいは診療支援部の一部として配置するというこ
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とが適切だろうと考えています。その他管理職含めた院内全体の職員の配置状況この辺は今後薬

剤師さんの業務だとかいうことも考えていきまして、やっぱり見直していく方向が必要だという

ことでございます。医療提供体制につきましてですけれども、下にありますとおり現在内科、外

科、小児科という標榜科目がございます。一般内科の他に呼吸器内科、消化器内科、神経内科、

消化器外科、整形外科などの外科一般、それから小児科の診療体制というところでですね、この

辺が固定化されているところに強みがあると。後程患者アンケートの中にも出てきますけれども、

先程も触れましたとおり、いつ行っても同じ先生に見てもらえる安心感というところでですね、

そういった医師が固定化されているということは患者さんに大きな安心を与えるファクターに

なっているということでございまして、この辺も見据えた医療提供体制を整えていく必要があろ

うかなと思います。 

続きまして１３ページ、病院運営の効率化ということでございます。この辺は病院事業損益計

算書、それから貸借対照表、財務関係の数値、この辺の推移を見まして分析させていただいてお

ります。収益全体に関しましては、入院患者数の伸びが低い伸びではありますけれども、患者数

が増えているということでございまして、増収増益の傾向が見られるというところでございます

けれども、まだ十分な収益の確保にはいたってはいないということが相対的にはうかがえるとい

うことでございます。医業収益に関しましては、ご存知のように平成１４年度、４年前でござい

ますけれども、このときには今回ほどではありませんけれども、大きな診療報酬の改訂がござい

ました。それに伴いまして患者負担も上がったという事でございまして、若干減収ということに

はなりましたけれども、平成１５年内科医師１名の確保、それから小児科常勤医師１名の欠員、

この辺が響いたということで、１４年、１５年につきましては若干予算から見まして大きく下回

っているという状況がございました。平成１６年になりまして入院外来とも患者の増加に伴いま

して、総収益の伸びは見られましたけれども、やはり１人辺りの単価であるとか、それからお薬

ですね、こちらの単価の抑制ということもございまして、十分な収益確保には至っていないとい

うことでございます。ただ今後保健であるとか福祉、そういったところでの連携を通じまして、

検診事業、それから保健指導、予防医療に関しての公衆衛生活動、こういったところを積極的に

展開することによりましてまだ増収の余地は十分にあるということで判断させていただいてお

ります。患者数の推移につきましては、いずれも予算数値からみますと達成率は大体８０パーセ

ント前後ということで推移しているということで、平成１４年には入院患者におきましては２１，

２４８人、１５年におきましては２１，５３６人、以下１６年ということで若干の微増傾向とい

うことでございます。外来患者におきましては同じく予算達成率としては８４～８８パーセント

で推移している。特に平成１５年には大きな落ち込みがあったということでございまして、ご存

知のようにお薬の関係が非常に大きく影響している部分もございます。当然受診抑制に関しては

自己負担が増えたということも背景にございますけれども、なるべく１回の通院で長いスパンの

お薬を頂きたいということでございまして、以前は２週間単位でお薬をもらえていたものがやは

り国の政策としてですね、２８日あるいは３０日、状況によっては６０日という長いスパンでの

お薬の投与が可能になったということもございまして、実数は減っていないのですけれども通院
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回数が減ったために述べ患者数が落ち込んでいるという状況がうかがえるかと思います。 

それから材料費について若干触れておきますと、平成１４年度につきましては材料費の推移と

しては０．５パーセント、以下１．８パーセント２．１パーセントいうことで、在庫量に関して

は非常に努力がうかがえて、圧縮されているということで、固定費の削減に関する努力がこの辺

の数字に表れているかなと思われます。 

１４ページの人件費についてです。人件費につきましては、いわゆる地方自治体病院の傾向と

いうことでございまして、白老町立さんにおいても労働分配率ですね、１００パーセントを超え

る状況になっているということでございます。指標としましては医療法人率の医療機関において

は大体６６から６７パーセントが指標ということで、安定水準としては６５パーセント以内とい

う指標がございます。それからみますと、労働分配率につきましては、高い傾向にあるというこ

とがうかがえるということです。それから給与費の伸びということでございますけども、１４年、

１５年ということで伸びが抑えられてはおりましたけれども、１６年には常勤医師の確保、ある

いは診療科への職員配置、看護師さんの配置であるとかコメディカルスタッフの配置によりまし

て、若干増加に転じているという傾向がございます。この辺は先程もお話しましたとおり、看護

師さん特に正看の充足というものがこれ必須用件ということになっておりますので、過剰に持つ

必要はございませんけれども、適正な人員配置を心がけていかなければならないということでご

ざいましょう。病床稼働率につきましては、全体で見ますと７０パーセントを下回っているとい

うことでございます。一般的な指標からしますと一般病床と療養病床で指標は違うのですけれど

も、一般病床においてはだいたい私どもの稼働率の指標としましては８５パーセントがおおむね

適正な水準、療養病床におきましては９５パーセントという数値が出ていますので、それから見

ますと稼働率はかなり低いということがうかがえると思います。 

経費につきましては、固定費の削減ということでお話しておりますけれども、この辺は非常に

取り組みとして効果が表れている数値ということでございます。医療界におきましてはご存知の

ように収入が頭打ちでございます。取り組むところとしましては、収益を確保していく上にはこ

ういった固定費の削減というのは必須でございまして、この固定費の削減なくして収益の確保は

難しいということでございます。この辺は良くお取り組みがなされているかなということで、数

値に表れております。 

続きまして１５ページ、患者数の将来推計シミユレーションということで、ここまでの患者数

の傾向ということで。先程もお話しましたとおり外来数が若干減ってきている。それに対して入

院は微増傾向にあるということでご判断いただきたいと思います。 

続きまして１６ページです。診療報酬の適正度ということで、実際の診療報酬明細書、この辺

を昨年１１月度の請求分、これをチェックさせていただきました。いくつか項目はあるのですけ

れども、その辺につきましては詳細をいちいち触れておきますと時間がかかってこの中で終わり

きらないと思いますので、傾向としていきますと現在委託業務にすべて請求事務が関わっていら

っしゃって、職員の方で医事業務に精通されている方がいらっしゃらないということでございま

す。この辺はやはりどうしても委託業者任せにいたしますと、内部形成が効かない部分がござい
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ますので、この辺は請求業務に関するあり方、この辺をチェックできる厳しい目を持って、絶え

ず委託業者任せにしない、内部でも報告であるとかそういったことを通して委託業者に関する教

育体制を構築していかなければならないということでございます。この辺につきましては、例え

ば３ヶ月に１度程度外部の人間に客観的に評価してもらうですとかいう事でもかなり効果が出

ているという私どもの事例もございますので、そういったところも検討していただいてですね、

適正な診療報酬の請求、これに結び付けていただきたいかなと思います。 

とびまして１９ページからヒアリングさせていただきました状況をご報告させていただきま

す。項目といたしましては１１ほどの項目についてまず管理者インタビューということでさせて

いただいております。当院、白老町立病院の強みと弱みから始まりまして１１番目の管理・制度

ということにおいて広くヒアリングをさせていただきました。これで見ますと強みと弱みという

ところの認識が非常に重要な項目にはなるのですけれども、強みとしてはやはり地域に密着した

医療が展開できる、これが町立病院としての強みだろうということです。それに対して施設的な

老朽化という部分については否めないかなということで、やはり近隣の苫小牧ではそういった医

療設備ならず療養環境、特に入院患者さんの療養環境というものは非常に高い評価を得るような

病院も非常に増えてきている。またそれがあたりまえな視点にもなってきているということで、

患者様の直接なアンケートの中でもやはりそういった病床、病棟に対する老朽化、それに対する

不満の声は多々出てきているということで、職員についても病院の弱みとして判断している傾向

がうかがえております。 

続きまして患者様のアンケートのところ２１ページのほう紹介させていただきたいと思いま

す。まず傾向としまして、やはり職員の態度、相対的な区分につきましてですけれども、おおむ

ね普通であるかなということで、ある特定の方に関してどうしても印象として受け入れられない

というような声も出てきております。この辺はどうしても聞いていく上でそういった声が出てく

るのは普通であろうかなと。おおむね良好であったかなと思います。病院の雰囲気ということな

のですけれども、確かに老朽化の部分につきましては非常に悪い、大変悪いということで、療養

環境に関しては非常にそういった声も高かったという部分もございますけれども、今後そういっ

た声を受けながらどういった方向に持っていくのかという、療養環境の整備というものは非常に

重要視していかなければならないかなと思います。職員の挨拶、態度、そういったサービス面に

ついては接遇研修であるとか、そういった管理者の意識改革、そういったものから取り組む必要

があるということで、まず悪印象を与えている要因ですね、この辺の分析を進めていく必要があ

るかなと思います。なかなかこの辺は内部から活性化してですね、改善するということは難しい

部分がございますので、外部の講師などによるですね、接遇、そういったものを定期的に行って

ですね、認識していただくというところからスタートしていかなければならないかなと思います。

この辺は病院全体の問題として、定期的に測定するということも非常に重要な項目であろうかな

と思います。やはり病院の組織力を付けていただくというものにおきましては、今第３者評価と

いうことで、病院機能評価というものがございます。実際病院さんにおかれましても、私立病院

さんを中心に受診非常に進んでおりますけれども、そういったものを１つのツールとしてお使い
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いただいて、組織力を全体的に高めているというものも今後検討が必要かと思います。 

以上内部分析および外部環境から分析した項目につきましてかいつまんで報告させていただ

きました。引き続きまして基本方向、改善課題につきまして私どもの斉藤から報告させていただ

きます。 

○委員長（吉田和子君） それでは斉藤主任さんよろしくお願いいたします。 

○吉岡経営センター主任（斉藤規子君） ただ今の外部、内部環境分析を通じまして注視され

た課題から検討した報告結果といたしまして、町立病院がとるべき基本的な方向性、それから将

来像、それを達成するための検討課題について結果報告させていただきたいと思います。 

 ２２ページをご覧くださいませ。基本方向といたしまして、町立病院に求められている機能と

役割ということで４点挙げさせていただきました。まず１つ目。地域ニーズに応じた医療を提供

するという機能でございます。先程外部環境分析のほうでご説明いたしましたが、白老町内にお

きまして一般病床を有する医療機関は町立病院だけであります。この点ですね、白老町内の住民

の方もしくは地域の住民の方におきましては退院後の通院治療とそれから入院患者さんの家族

の方の利便性、経済的な負担も含めると地域に入院の受け入れが可能な医療機関は必ず必要であ

ると、欠かせないものであると考えられております。更に小児科に対しての地域ニーズというも

のは、いずれの地域においても高いと考えられております。特に町立病院、公的病院の使命とい

たしまして、小児科に対するものというものは強く求められている点でございまして、この点医

療制度改革におきましても、小児科が出産期とともに重点化されている分野でもありますので、

この点についての地域の医療ニーズという対応はかなり進めていかなければならない課題であ

る、求められている機能であると考えられます。 

そして２点目でございます。医療提供の安定性・継続性・平等性になりますけれども、外部環

境の分析から入院患者の８割近い数字が苫小牧市に流出しているという現状がございます。しか

しだからといって苫小牧の流出を阻むという、地域内に囲い込むということではなく、高度な医

療を町立病院が持つ必要もなく、協定については地域センター病院である苫小牧市立総合病院と

の連携を強めまして、その分町立病院としましては公的病院としての地域密着型医療の提供を進

めるということ、この点についての重点化を図るということが求められていると考えられます。 

 地域住民にとりましては、現状あります診療科目４つが維持されていることが期待されており

ますし、同時に地域の中の住民の皆さんに対するそれぞれのニーズに合わせた受療の機会を与え

るということが公的病院の責務といえるものであります。 

 そして３つ目です。地域住民の健康維持と増進についての役割を果たす必要があるかと考えら

れます。これにつきましてはすでに生活習慣病予備軍への改善ということで、ハイリスクアプロ

ーチという取り組みが進められているかと思いますけれども、これが具体的な連携モデルといえ

るかと思います。そのほかにはですね、健康教室への住民への啓蒙事業、そして受診検診の受診

勧奨などその結果の有効活用というものも挙げられるわけですが、瀬棚方式といわれております

保健との連携によっての一定の効果というものも期待できるかと思われますので、その辺りの取

り組みというものも進めていくべきであると考えられます。更に高齢化社会というものはこれか
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らも進んでいくわけでございますけれども、この点につきまして高齢者の介護予防という点で取

り組みも進めていく必要があるかと思います。この点での医療の拠点としての町立病院の役割と

いうものも大きく関わってくるかと思います。 

 ２３ページにはハイリスクアプローチのイメージ図がございます。 

 そして４つ目。医療総合相談機能ということでございますけれども、これらの連携、地域住民

の健康維持と増進に対する取り組みを進めるにあたりまして、町立病院に備える機能として医療

総合相談というものが窓口の設置が必要かと考えられます。現在独立した患者相談窓口というも

のは設置されておりません。地域医療だけではなくこの取り組みといたしまして保健、介護領域

との連携というものがありますので、この点地域住民の方の健康づくりを図る基盤として病院が

果たすべき機能の中に相談を受け付ける業務をここで取り入れるべきと考えられます。具体的に

は医療や介護の必要度に応じて各専門機関への総合的なコーディネート、それと一般的な患者相

談窓口という機能を併せて持つもの、この中から出てくる保健、医療、福祉の各政策へのニーズ、

意見というものも各政策へ反映させていくことができるかと思います。このような形での総合的

な推進が医療の拠点として町立病院には求められている、こういったところを基本的な方向性と

して町立病院はもっていかなければならないと考えております。ではこれらの具体的な連携をど

のように構築していくかという点が次の４章にございます。医療・保健・介護のネットワーク構

築というところでございますけれども、医療制度構造改革、医療制度におきましても、疾病予防、

それから介護との連携というものが強くうたわれておりますけれども、地域の中におきまして

個々の状況に応じた総合的なサービス提供というものを進める必要性があります。ここで医療の

拠点、要としての町立病院の担うべき機能といたしまして、まずどのようなものを担うべきかと

いうところからご説明をさせていただきます。 

 保健、介護との領域、３領域におきまして、横断的で更に地域の生活と密着したネットワーク

の構築というものが求められているわけですけれども、この点具体的には下に四角で囲みました

５点、これらが具体的な取り組みと挙げられるかと思います。まず１つは健康づくりへの積極的

な参画、そして予防医療、また在宅看護・介護・リハビリへの支援、そして一次救急医療体制、

更には地域開業医との連携それから支援、このような形でそれぞれの保健、介護、医療の機能の

分担、更には開業医、地域の先端病院である苫小牧市立総合病院とも機能の分担、そういったと

ころが重要になってくるかと考えております。そして保健と介護領域の連携強化につきましては、

まずこの内容が２つに分けられるかと思います。全国の各自治体におきましてこの３連携の姿と

いうものは、１つには施設面のハード面の連携、それから情報と組織体制という３つになってお

りますけれども、これらの組み合わせによってこの連携の強化というものを目指しております。 

 最終的な目標は医療費の伸びの抑制にあると考えられておりますが、これは医療制度改革の最

終的な目標にも合致しているものでございます。この点町立病院におきましては、医療の要であ

りますので、保健と介護という隣り合う領域にかかる情報共有、それから協力と連携体制という

ものをまず整備するということが重要です。更にその強化とともにコーディネートという先程相

談窓口の件で機能を申し上げましたけれども、これら調整する部分というものも検討しなければ



 12 

ならないかと考えています。このような連携といいますのは、今年度から地域包括支援センター

の設置というものもございまして、介護保険サービスだけではなくて、医療や保健との連携を強

めた支援体制というものが構築されているかと思いますけれども、ここのあたりにも町立病院と

しては医療の要としての積極的な関与というものを進めていくべきだと考えております。 

 ２７ページにまいりますが、これらのネットワーク体系のイメージとして、まず具体的にはど

のような方向かというところでございますけれども、１つには総合保健福祉センターとの連携強

化です。従来からの取り組みはあったかと思いますけれども、これらは日本全体の問題でもあり

ますけれども、介護保険、保健分野というところで制度の違いがまずありますので、その一貫性

や連続性に欠けていたサービスの提供になっておりました。そしてそのサービスの内容に関して

も統一性に欠けているという課題があったわけですけれども、この点で実際保健と介護との両領

域との連携を医療の要である町立病院が担うことによりまして、この３連携をベースにした連続

したサービス提供が可能になると考えられます。更にここにおいて重要になるというものが、情

報の共有化です。個人情報保護法の施行でその情報の提供というものにかなり支障が出ていると

いう現状がございますけれども、この連携におきましては、この情報を共有するということが非

常に重要かと考えられます。によりまして、これらのまず地域住民に提供すべき情報と、それか

らサービス提供のために必要な情報、それぞれを共有して住民からのアクセスに関しましては、

３連携のネットワークのどの部分からでも同じ情報が手に入れられるというシステムの整備が

必要かと考えます。これによりまして連続して相互に質を高めあうサービスが実践できると考え

ます。実際に資料のほうにこのネットワークとイメージ図というものが掲載してございますので、

そちらをご確認ください。 

更にネットワークの柱といたしまして２８ページから検診事業の展開です。ここでは体制の充

実、それから結果の有効活用という点の２点を指摘させていただきました。具体的には町のほう

のお取り組みと、それから国保病院の取組み、更には介護との連携というものがやはり関わって

くるかと思いますけれども、これにつきましてもやはり医療費の適正化という点の視点から町立

病院の果たすべき役割というものは大きく関わってくるかと思われます。まずは先程瀬棚方式の

お話いたしましたけれども、地域の住民に対する啓蒙事業というものは非常に重要です。これが

結果として医療費の適正化につながるということを強く訴えていくという取り組みが求められ

ていると考えております。それではこのような基本方向、ネットワークの構築という具体的な取

り組みを目指すためにどのような課題があるのかということを、最後にまとめさせていただきま

した。 

 環境変化を招く要素といたしまして、昨年末に示されております医療制度改革大綱の内容、

詳しくは資料をご覧いただきたいかと思いますが、そこでの中心はまず安心・信頼の確保と予防

の重視、そして医療費適正化の総合的推進、更には超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体

系の実現という３点が考え方の中心となっておりますけれども、すでに２００８年度からその改

革によって改正された法律というものが徐々に施行され、その制度というものが変わってまいり

ます。こういったところからも影響というものは環境変化につながるわけですから、考慮しなけ
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ればならないものではありますけれども、町立病院といたしましてはこれらの環境変化に対応し

て、経営を安定して維持できるような体質というものを作っていかなければならないと考えてお

ります。そして今回４月より診療報酬の改訂がございましたけれども、また更に２年後新たな改

訂がなされるまでの間、今の改定に対する対応策というものは進められていくわけですけれども、

これからどのような方向に診療報酬の改訂が進んでいくのかという点についても、将来の予測を

含めて対応する体力をつけなければならない、体制の整備をしなければならないというところが

ございます。この詳細につきましても資料のほうで掲載させていただいておりますのでご確認く

ださい。 

それでは将来向かうべき方向といたしまして、検討しなければならない事項をこちらから提示

させていただきましたので、そちらのご説明で終わらせていただきたいと思います。 

まず第１点、施設・機器の検証です。病院が将来どうあるべきかということを考えるにあたっ

て、果たして今の施設でいいのか、今持っている機能でいいのかということをまず検討する必要

がございます。まず重要なのがその規模ということになりますけれども、現状の病床利用率、先

程７０パーセント下回るというお話でしたが、平均すると６０パーセントの前半を推移している

状況にあります。これをまず９０パーセント前後に上げるということ。先程安定した数値として

は８０から８５というお話がありましたけれども、この比率まで向上させるということをまず目

標に掲げて、そのところから効率化と医業収入の安定化を図ることが可能になるかと考えられま

す。 

この点では外部の環境変化ということで将来的な人口の推移、高齢化の進退という外部的な要

素もありますので、そういった形の需要の増・減というものを十分考慮する必要があります。要

因については上の４点掲げておりますけれども、これらのものを含めまして将来病院が持つべき

機能とそれから病棟の構成ですね、詳細を言えば一般病床と療養病床の割合にも関わってくるこ

とかと思いますけれども、このあたりも深く考慮して検討するべき問題であると考えられます。

そして現在導入されております設備や機器というものも果たしてこれから担うべき機能に必要

なものであるのか、応じたものであるのか、足りないものはないのかというものを検証して、実

際その機器をどれくらい利用してどれくらいの効果を挙げているかというような事、それからラ

ンニングコストを回避してそれらの施設、設備の廃止も視野に入れつつ、どのような形でこれら

を維持・運用していくべきかということを検討する必要がございます。そして次に医療提供体制

というところでは、診療科目、それから入院体制の見直しです。ここでは標榜する診療科、現在

の内科、小児科、外科、放射線、外来のみですが、これらを基本的に維持することが必要である

と考えております。この点では先程の３連携というところの連携を強化する必要がございますけ

れども、とりわけ医療の拠点といたしまして、予防医療に対する取り組みについてはこの町立病

院が果たしていかなければならない機能であると考えられます。よって医師確保という面の取り

組みは継続する必要がございますし、更にはせっかく専門医師を迎えている科目がなかなか住民

の皆さんへの周知が進んでいないのか利用率が上がっていないというところがありますので、こ

ちらの認知度を上げるとともに、専門的な分化、科目の分化というものを検討しなければならな
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いと考えます。 

そして入院体制ですが、こちらについては先程病床のお話をいたしましたけれども、どのよう

な病床機能を担っていくのかという方向性を定める必要性があります。これにつきましては診療

報酬改訂で示された病院の機能というものの分化の用件とも兼ね合いがございますが、そちらの

ものを満たしつつどのような形で病床の利用率を上げていくかというようなものを考えていか

なければならないと考えております。そして今後制度改革と診療報酬改定の方向性というものも

見極め、将来予測を立てて対応していく必要があると考えられます。この点先程療養病床につい

ての取り扱いはお話いたしましたけれども、廃止される方向が今示されておりますので、今後高

齢化によって需要が増えると単純に療養病床考えられないところがあります。どの程度の削減が

どこまで進められるのかということは現在でもまだ見通しがたっておりません。ただ療養型に将

来国保病院がシフトしていく場合にはこれらの施設基準、建物の広さであるとか、いろいろな満

たすべき条件を考慮しなければならないと考えられます。更に今後の病院がどうあるべきかとい

う点では、医療の質、それと組織体制というものも重要になってくるわけですが、これらも先程

の吉田よりご説明ありました第３者評価、病院機能評価の受診通じて向上を図るということも選

択肢の１つであると考えております。 

更に組織体制の再編としてここに挙げておりますけれども、先程求められるべき機能というと

ころでご説明いたしましたので、総合相談窓口につきましては今割愛させていただきます。もう

１つは地域医療連携室です。高度医療を担う病院との連携を強化するという点で、具体的には苫

小牧センター病院である苫小牧市立総合病院になるかと思いますけれども、そこの部分の情報の

共有化、それからその他の地域内の開業医、検診結果に基づく受診干渉ですとか、そういった点

での情報の共有というものを進めるために、これらの情報を管理する体制というところで地域医

療の連携室が必要であると考えております。これらを含めまして最後に挙げたのが地域医療の選

択肢です。どのような形で連携を含まっていくのかというところでここにご紹介したのが、具体

的には医師の派遣、それから病床の有効利用、いまや患者の紹介というところは当たり前のとこ

ろになっておりますけれども、そういった点を強化していくというところ。それから札幌医科大

学で進められております地域医療新システムの活用、この辺りを提言させていただきました。 

町立病院これからの将来像を検討するにあたりまして、選択肢は大きく分けて３つしかありま

せん。１つには現状維持、２つめには民間への移譲も含めた廃止，更には３つめとして病床の削

減も含めたダウンサイジングとして残るというところ。この３つの選択肢しかありません。どれ

をとってどのような形で地域医療に貢献していくのか、地域の住民の健康と保健への貢献をして

いくのかというところにあります。今回の分析結果におきましては一般病床が町内にないという

こと、入院できる、受け入れられる体制を常に整えておくという点で一般病床必ず必要かと。そ

の点ではどのような形で残るべきかというところ、それらを検討する時期に今回の診断を通しま

して今きているのではないかと考えています。道内いずれの自治体におきましても地方病院が抱

えている課題というものはそれほど大きく異なっておりません。ですので、今後果たすべき、今

ご提示申し上げたような町立病院に求められている機能と役割分担というところ、それを今後明
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確な形で示していかなければならない時期に来ていると考えております。以上でご報告終わりま

す。 

○委員長（吉田和子君） 説明が今終わりましたけれども、先程お話しましたように２３日に

はもう１度病院自体で各部門ごとに検討した結果も含めての意見交換、所管事務調査行うのです

が、今この報告に対しての説明がありましたけれども、現時点で特にお聞きをしたいことがあれ

ばお聞きをしたいと思いますので、だれかいらっしゃいますか。どうでしょうか。 

 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） まずは吉田参考人さんにお伺いしたいのですが、請求事務のとこ

ろでですね、いろいろ分析結果も含めてご提示されている部分あるのですが、電子カルテ等々に

ついての検証というか、そういう部分ではうちの国保病院については、そういう部分ではそうい

うニーズにはなっていないという判断なのかどうか、それだけまず１点聞かせていただきたい。 

○委員長（吉田和子君） 吉田参考人。 

○吉岡経営センター次長（吉田真君） ただ今の電子カルテの問題でございますけれども、現

状の体制では電子カルテをそのまま移行するというのは望ましくないのではないかなという判

断をしております。まずは現状のカルテ管理自体の問題もございますので、その辺の整備体制が

確立されない限り、安直に電子カルテということを入れましても、これ非常に病院が混乱するだ

け、しいては町民へのですね、いい影響与えないのではないかなという判断をしております。以

上です。 

○委員長（吉田和子君） 丸山事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） それに関連しての話なのですが、電子カルテもそうなので

すけれども、病院のほうでオーダリングシステムを入れようということで、実は検討しておりま

した。最終的にはオーダリングシステムを入れて何を具体的に目指していくのか、この辺の具体

策ともう１つはシステム運用自体が非常に難しいと、今の病院の中で必要な単純にいうとですね、

配線すらままならないという状況の中で、もう少し病院の機能全体を高めていくためにはもう１

つ改築も含めてですね、そういう時点でもう一回検討したらどうかという論議になっています。

電子カルテも必要だと。ただ今吉田さんも言われたとおりですね、今の中ですぐ導入するという

ことはやっぱり非常に現場に混乱をもたらすだけだと、もう少しその点もひっくるめてですね、

検討したいというふうに医院長は申しておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。 

 他にお聞きしたいことがあればどうぞ。熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 斉藤参考人にお伺いしたいのですけれど。最後方向性のところで

一番最後にこれには文章がなかったのですけれども、今後考えられる３点の考え方を示されたの

ですが、聞き漏らしたのでもう１度言っていただきたいのですが。 

○委員長（吉田和子君） 斉藤参考人。 

○吉岡経営センター主任（斉藤規子君） ３点とおっしゃいますのは選択肢の関係でしょうか。  

○副委員長（熊谷雅史君） そうです。 
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○吉岡経営センター主任（斉藤規子君） 考えられるのは、現状維持、２点めには廃止も含め

た民営化ですね、民間移譲という選択肢、それから病床削減した形での存続の３点ですね。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） ３番目のダウンサイジングというのはサテライトも含めてという

意味で理解していいのでしょうか。診療所形式というか・・・ 

○委員長（吉田和子君） 斉藤参考人。 

○吉岡経営センター主任（斉藤規子君） 診療所という形で仮にあったとしても、本編の中で

お話いたしましたが、一般病床を供給したいというのがありますので、診療といたしましたも有

床の診療所というところですね。ただ機能といたしまして１９床レベルで地域住民の受け入れが

十分満たされるかというところがあります。ですのでもう少し大きい規模のイメージで私は考え

ました。 

○副委員長（熊谷雅史君） わかりました。 

○委員長（吉田和子君） 他に。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １つはハードな部分で病院の改築の話が今局長からも出ましたけれで

も、その病院の改築なんかについてはどのような考え方持っていらっしゃるか。もちろん採算ベ

ースの問題ですね。それが１点。それから瀬棚方式の評価がかなり話されましたけれども、瀬棚

と白老の利用状況、それから町の作り方が旧瀬棚です、ぼくが言ってるのは旧瀬棚ですけどね、

相当町の形式が違います。環境もまったく違うという状況です。そういう中で白老町が例えば瀬

棚方式をかなり強力に取り入れたとしたならば、そこでの改善が図られる可能性があるかどうか、

その点もう少し具体的にお話をしていただければと思います。 

 それから国の方針もそうなのですけれども、結果的には医療費が減らなければまったく意味が

ないということなのですよね。うちらの言っているのは町民の健康を現在の状況で守りながら医

療費を減らしたいという考えなのですよ。受診抑制を強制的に図るだとかそういうことは我々は

はっきり言えません。そうじゃなくて町民の健康がきちっと守られる中で医療費が下がらなけれ

ば、この診断の意味はないと私は思います。そういう意味で単純に国の受診抑制、｢お金が足ら

ないから病院に行けない｣、こういうのは僕はまったく駄目だと思っていますので。そういう視

点から見た医療費削減が可能かどうかと、その辺がざっくばらんに言えば本当に具体的に知りた

い部分なのですよ。そこら辺の考え方どんな考え方持っていらっしゃるかお聞かせ願えれば。も

ちろん責めてるわけでも分析の中身を聞いるわけでもございませんので、思ったことで結構でご

ざいます。 

○委員長（吉田和子君） 斉藤参考人。 

○吉岡経営センター主任（斉藤規子君） まず１点目に付きまして、施設ハード面改築という

お話の絡みになりますけれども、病院が目指していく将来像の中でまずこの設備でいいのかとい

うものが来年の方向性示すというところで非常に重要になってくるかと思います。そして経営の

面のお話と合わせますと、先程私ダウンサイジング、病床数減らすというお話いたしました。こ

の点で病床数ある程度抑えて、人員の配置も減らすというところである程度コストカットが進み
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ます。その点で一定の効果は考えられるのではないかと思いますけれども、ただ残念ながらすぐ

にこれも効果が出るものではありません。将来的な推移を予測していかなければならないという

ところで非常に難しいかなと思っております。 

そして２点目、瀬棚方式につきましては、先程地方の取り組みといたしましてご紹介したまで

にすぎませんで、特に私も推奨しているというわけではありませんし、実際に全国でも賛否両論

にあるところでもありますので、けっして白老町がそれを進めるということではなくて、あれも

長い取り組みで保健に対する注意力があって、その取り組みから結果的には医療費の抑制に結び

ついたというところ。一番大きいのは住民への啓蒙なのです。住民の意識への啓蒙。それも結果

的には医療費の抑制に結びつくのだというところまでにはある程度の時間が必要だと考えます

けれども、町のスタイル、人口の構成,異なっているとは思いますので、それはそのままスライ

ドしてやるかどうかというのはまた別の方策になるかなと考えております。 

そして３つめ、受診抑制ということですね。医療費の伸びによって行きたくても受診できない

というような患者さんを増やしているのではないかという、そういう望ましくないということで

すけれども。これも今申し上げたような住民の方へに対する保健分野での啓蒙ですね。結果的に

は医療費の抑制、自分の健康づくりに役立つということ、それらの教育、研修というものを進め

ていくことで、ある程度受診抑制というものを進めていくことができると考えております。です

がこれも長い時間かかります。すぐに効果を検証できるものではないということが、短所といえ

ば短所になるかなと思われます。そのように私は考えます。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。だいたい分かりました。ダウンサイジングのことなのです

けどね、我々は非常に短絡的だったのですけれども、できればですね、さっきある 19 床の診療  

所方式。ここまで落とすということだけしか我々の認識中にはなかったのです。ところが今のお

話はそれぞれ上で、ある意味では病院という形をとりながら今の 90 床をダウンするという言い

方もありましたよね。僕の頭の中にはそういう考え方全然なくて、例えば分からないですよ、

50 床でも 30 床でもいいのですけど、そういうことで病院を運営するということになると一定の

人の覚悟も必要になりますよね。そういうことでの採算ベースというか、今よりも採算を好転さ

せるという可能性はあるという分析結果なのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 斉藤参考人。 

○吉岡経営センター主任（斉藤規子君） おっしゃるとおりで、分析結果としてやはり地域の

一般病床のニーズが高いという結果ですね、それをやはり尊重したいというのがまず大前提にあ

りました。そして実際高度な医療というのは苫小牧市のほうに流出しているという現状はあるか

とは思いますけれども、それ以外の短い期間の入院というものは、町なりやはり保健と介護との

両立、連携の中で進めていくべきものであって、その点で１９床という規模ではやっていけない

のではないかなというところです。今実際に一般と療養という２つの種類の病床をお持ちですけ

れども、比率ですね、これらも考えていかなければならないところありますけれども、単純に診

療所サイズに病床減らしてしまうという以前に、まず療養の病床はどれくらいのニーズがあるの
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かということ、それから一般ではどれくらい受け入れているのかということを細かに検証してい

って病床数というものは決めていかなければならないので、その中での１つの選択肢としてはも

ちろん診療所というスタイルがあるかと思います。実際診療所であれば医師の確保というところ

が問題になってきますけれども、有資格者含めまして比較的町立病院については確保がうまくい

っているほうだと思います。苦労している地方病院いっぱいありますけれども、その点は努力を

重ねていくというところですね。数にしても診療所とまではいかなくても、ある程度３０床,４

０床、５０床というもの考えても、今よりは多少減らすことはできるということはあります。 

○委員（大渕紀夫君） なるほどね。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他にどうですか。 

 私から２点ほどよろしいでしょうか。先程薬局の関係なのですが、白老町は全面的に院内なの

ですね、苫小牧の私立病院あたりは院外にもありますが、院内にもあったような気がするのです。 

 職員の配置の点からも検討の余地があるということなのですが、この院外薬局にすることのメ

リットというのですか、白老はいろいろな議会でも何回か出ているのですが、やっぱり高齢化が

進んでいるということで、外へ１歩出るということの負担ということもいろいろ含めて、今のま

まの状況が続いているというところもあるのですが、メリット的なもの、院外にしてこういうふ

うに経理の面でこういう差があるということがどれくらいなものなのか、それを知らせていただ

きたいということと、それから正看の配置率がかなり厳しくなるということなのですが、その辺

の基準とか法律的なこと分からないのですが、正看が増えると臨時の看護師さんとかそういう方

は減っていいのですか。比率がきっと患者何名に対しては何人という割り当てがあると思うので

す。それが臨時の正看だとか准看護師、そういう方たちでいろいろやっていると思うのですが、

正看の比率が高くなるということは、正看が多くなればその割り当ての分は正看で２人分になる

とかというふうに判断されるのかどうなのかね、人員的は配置は変わらないのかどうなのか、そ

の辺教えていただきたいと思います。 

 吉田参考人。 

○吉岡経営センター次長（吉田真君） まず院外処方の問題でございますけれども、今医薬分

業と叫ばれてかなり時間が経ちますけれども、まず医療の質という部分に考えますとね、薬剤師

さんの業務ですね、白老町立さんも薬剤師さん数名抱えておりますけれども、医療の質の部分で

薬剤師さんが病院における役割というのは何ぞやというところなのですけれども。まず収入の部

分でいきますとね、薬剤師さんの今の業務というのは当然お薬の調剤というものは大事な業務と

してはあるのですけれども、今はもっと患者さんとのかかわりというのを重要視しなさいという

ことで進んできているのが現状でございます。そうしますと外来の患者さんに対する薬の説明と

いうものも当然あるのですけれども、それは調剤薬局さんの業務として受け渡しましょうと。院

内にいる薬剤師さんの業務は何ぞやということになるわけなのですけれども。入院患者さんに対

するお薬の指導なのですよ。そうしますと今当然８０数床ある病院の患者さんのお薬に対し、あ

なたのお薬はこういったお薬ですよ、こういった副作用があります、今まで飲んでいたお薬と見

ますとこういった効果があるのですよというような、先程栄養士さんのお話も一部しましたけれ
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ども、医療の質にどれだけ関わっていくかというのが薬剤師さんの今業務として進めていかなけ

ればならないことであって、当然その指導料のほうが収入に対してのインセンティブもあるとい

うことでございます。当然薬価は今どんどん下がってきておりますし、ジェネリックというもの

も今広まってきまして、薬価債権も病院としてはほとんど数パーセントしかないということでご

ざいますので、無駄な薬品の在庫を抱えるというよりは外来のほうへ出してしまいましょうとい

うことでですね、本来薬剤師さんが担うべきそういった指導業務ですね、医療の先生方の医の部

分で補助的なところに重点を置いていこうということが１番のメリットでございます。 

 それに対して当然収入も増えるということ。ただ１点高齢化されているという医療機関におい

ては確かに院外に出てまたそこで調剤薬局に行って待たされるのかという問題はどこの医療機

関も抱えている問題でございますので、まずは院内における待ち時間をどれだけ解消できるか、

あと薬局さんは薬局さんで病院との連携をとりながら、癒着の問題ありますからあまり深く関わ

ってもあれなのですけれども、当然調剤薬局さんに行ったらすぐお薬ができているような体制作

りをして、なるべく院外に出したからといって待ち時間が長くなったというようなことがないよ

うな形での取り組みというのは当然必要になります。 

 それから２点目の看護師さんの問題でございますけれども。単純に考えていきますと、今回の

改訂で１．４対１という高い上位の看護基準というのができたのですけれども、仮に１００床ク

ラスの病院で２対１看護をしていますということでありますと、これ基準病床数に対する看護配

置じゃないのですね、100 床の病院であっても平均患者数が８０名であれば、その８０名に対し

てまず２対１の看護師さんが必要ですよと。ということは単純に 5 割ですから、40 名の正看プ

ラス准看さんでまず 40 名必要だということでございます。その 40 名に対して 7 割ですから、

28 名の正看さんが必要ですということでございます。これは常勤であれ非常勤であれ達すれば

正看扱いなりますし、残りは准看さんでいいということでございますので、数字の指標としては

そういった看護配置数、それから看護比率という構成になっております。 

○委員長（吉田和子君） 先程院外薬局、そういう薬局を院外でやっている方が病院内の一部

を使ってやるということはできないのかどうなのか。それともう 1 点栄養士さんの栄養指導も

ありますよね、栄養指導ということで、医学の医療の部門に入ってくると、その医業収入という

のですか、そういう部分もやっぱり今までの栄養士さんとしているよりは上がってくるのかどう

なのか、その点教えていただきたいと思います。 

 吉田参考人。 

○吉岡経営センター次長（吉田真君） 調剤薬局さんの場合は外部の方が院内でするという事

は基本的にはできません。院内の薬局をやるということはできません。これ当然保健所での縛り

もございまして、病院と薬局間の癒着が一時期問題になりましたので、基本的に病院側がどこそ

この調剤薬局に行きなさいという誘導は原則駄目なのですね。従ってその敷地に対してもどうい

ったところじゃないと建てられませんというものが当然ございます。ですからどこそこの調剤薬

局さんがやりたいということになった場合は、その敷地の問題ですとかいろいろ出てきますけれ

ども、基本的には病院内の敷地には建てられないということ等がございます。まして中には設け
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ないということですね。 

 それから 2 点目の栄養士さんの部分ですね。栄養指導の部分は今回食事療養費ですね、患者

さんに対する食事の部分が適時適温食、いわゆるあったかいものはあったかいうちに患者さんに

お渡ししなさい、冷たいものは当然冷たいものを患者さんにお渡ししましょうと。夕食時間は以

前は 4 時とか非常に早い時間に、状態に合わないような支給を病院の都合でしていた、それで

はおかしいでしょうということで、適時というのが夜の 6 時に支給した場合に 1 日 200 円、イ

ンセンティブがあったのですが、それが今回の改訂でなくなってしまいました。なくなったとい

うことは、適時適温は当たり前ですよという指標になってきているわけです。そこにおいて栄養

士さんの役割というのは先程出てきましたけれども、まず栄養指導の問題。これは患者さんに対

して個々にするわけですから、指導した分だけ条件もありますけれども、診療報酬としていただ

くことができる。プラス今回の 200 円の加算がなくなった分管理栄養士さんの動きとしてです

ね、入ってきた患者さんに対して評価をしましょうと。生活習慣病をお持ちの方かどうか、栄養

状態の問題であるとか、そういったものを総合的にまず入り口のところで必要であるか必要で内

かに関わらず評価をしましょうと。必要な場合については先生にこういった栄養指導も必要な患

者さんですよということで指示を仰いで、栄養指導をするという動きで、まず入り口ですべての

患者さんに評価をするということで、今回 120 円のインセンティブがつきました。200 円の適

時適温はなくなったのですけれども、すべての患者さんに入り口で評価をすることによって、

120円のインセンティブがついたと。80 円下がったことは仕方ないかとは思うのですけれども、

そういった形で栄養士さんの動きというのは、医療の質の部分において非常に評価されてきてい

るところではあるということが確認いただけるからだと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他によろしいでしょうか。あとなければこの次の委員会に質問があ

ればと思います。それではご質疑がなければ休憩に入ります。休憩の後町立病院のほうの現地調

査をいたしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 では暫時休憩をいたします。今日は大変ありがとうございました。 

（午前 11 時 21 分） 


