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平成１８年白老町民生常任委員会会議録 

 

平成１８年５月２２日（月曜日） 

開会 午前  ９時５６分 

閉会 午前 １１時４１分 
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白老町立国民健康保険病院の運営について 
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委員長  吉 田 和 子 君     副委員長  熊 谷 雅 史 君 

委 員  西 田 祐 子 君           宗 像   脩 君 

大 渕 紀 夫 君           根 本 道 明 君 

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 

町 立 病 院 事 務 長     丸  山  伸  也  君 

町 立 病 院 事 務 局 主 幹      日野戸  謙  一  君 

  

○職務のために出席した者の職氏名 

事  務  局  主  幹        中 村 英 二 君 

嘱   託   職  員        松 本 美 紀 君 
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◎開会の宣言 

○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。 

〔「はい」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

いたします。 

○事務局主幹（中村英二君） 皆さん、おはようございます。本日の委員会につきましては、

４月２６日に引き続きまして、白老町立国民健康保険病院の運営についてを予定しております。

以上です。 

○委員長（吉田和子君） それでは、これより所管事務調査を行います。本件につきましては、

４月２６日に病院現地調査を含めまして、説明を受けておりますけれども、これより調査を行

います。それでは、執行部から何か補足説明がありましたら、お願いしたいと思います。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 特にございません。 

○委員長（吉田和子君） 無いですね。分かりました。他に質疑が無ければ、白老町国民健康

保険病院の運営について、診断報告がありましたけれども、この診断報告を経て病院側として

の説明があると思いますので、お願いしたいと思います。丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） おはようございます。お世話になっております。今回、病

院経営診断業務のこの報告書につきましては、先般、病院運営審議会並びに民生常任委員会の

皆様、そして全職員。これは委託先の職員、臨時職員、全ての職員を対象としまして、この結

果報告について、概ね約２時間近くをかけまして説明をしてございます。この分析結果の報告

書の中身につきまして、個々の点で各セクションでやはり改善すべき点が多数盛られてるとい

う状況にございます。従いまして、当日の説明会が終わりました後、その席上なんですが、全

セクションの職員に対して、この結果報告に基づいて、各現場で先ず話し合いを行っていただ

きたいと。それと、自分のセクションで定義されている問題については、後ほどヒアリングを

行います。これは、事務長と院長と行いますと。それまでの間、きちんと自分達の見解等を取

りまとめていただきたいと。特に現状、これからの方向性等については、種々病院内でも意見

があるものと考えております。指摘された事項についても、当然反論もしくは逆に提案する事

項等も多々あろうかと思いますので、これらのものにつきましても今後病院の中で論議を進め

ていきたいと、このように考えてます。それと、６月に入りまして、概ね６月の１０日前後、

ちょっと未だ予定は未定でございますが、病院運営審議会の委員の皆様にもこの結果の報告に

ついて、どのようなご意見をお持ちになってるか、どのような質問をお持ちになっておられる

か、これについて受け答えをする場面を是非設けていきたいと思ってます。方向性としまして

は、当然この秋ぐらいまでに、病院職員として、病院としてはこういう病院にしていきたい、

こういう病院でありたいと、こういったものはきっちりまとめないと、これからのこの病院を
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どうしていくかという論議につながっていかないというふうに考えております。そのための、

この結果を報告するというのが、一番最初の話の土台になるものと考えておりますので、この

点を再度職員の方に徹底をしまして、論議を進めていきたいと、このように考えております。

以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 今、今後のことも含めまして、事務長の方からありましたけれども、

委員の皆様からこの間の報告を経て、皆さんの質疑応答をしていきたいと思います。質疑のご

ざいます方、どうぞ。今、皆さん質問いろいろ考えてると思いますが、１点聞いておきたいこ

とがあるんですが、病院事業体験の中で、経営改革の推進ということでやってまして、平成１

４年から平成１８年度までの５ヵ年の自主健全化計画を持ってましたよね。これは１８年度の

本年度で終わるんですが、これ以降の計画はどのように考えられてるのか、そしてその経営診

断をどのように活かしていくというふうにお考えなのか、その辺ちょっと伺いたいと思うんで

すけども。丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 平成１４年から１８年度で作成されました病院事業の健全

化。これは自主健全化計画でございます。これに沿って、従前町からの不良債務の回収分など

として、繰上げ金をもらってる事実がございます。当然、これに基づいていろんな政策が進め

られてるわけですけども、何故、この自主健全化計画が特に必要かということで申し上げます

と、当然病院事業を運営していくために、医療機器を購入するために、起債を借りております。

当然、貸す側としましては、病院器具をきちんとしてもらわないと、せっかく貸した起債が返

してはいただけないということになりますので、先ずきちんと医療機器を買って、医療収益に

つなげていきなさいと。そのためにどうやって具体的にやっていくのかということになります。

これが１８年度で終わるわけですが、当然、本年４月１日付けで診療報酬が改定になりました。

これが実は、病院の経営に与える影響というのが予想以上に大きかったというような状況もご

ざいます。ですから、当然この経営診断の業務の中の結果報告の中も、そういった部分もひっ

くるめて、当然経営がどうなっていくのか。この辺を見据えながらベッド数は適正なのかどう

なのか、その辺もひっくるめながら、今回の結果報告書を受けて、病院のあるべき姿について

も、経営の実の数字もひっくるめて、ある姿でやっていかなきゃならないと、こういうふうに

考えてます。ですから、当然経営状況を抜きに病院のベッドをどうするか、診療科をどうする

かと、こんなことは当然ならないというふうに考えてまして、それもひっくるめながら今後具

体的に検討していきたいと思ってます。具体的に未だどういう形で計画を出すということには

なっておりません。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） １８年度の予算計上してますよね。それは昨年からずっと作ってき

たもので、４月１日から医療制度が改革になって、これはある程度分かっていたとは思うんで

すけども、その影響というのは金額に換算してどれ位になるというふうに見られてますか。丸

山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 最大と言いますか、実はポイントになっておりますのが、

正看護師の数が確保出来ないというような現状に今なってます。それがどういう影響になって
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くるかというと、正看護師と准看護師の比率につきましては、何とかぎりぎりのラインでクリ

アはしましたけれども、一人当たりの夜勤時間。実はこれが非常に厳格化されておりまして、

一人夜勤時間７２時間以上させてはいけないと。高い方の診療報酬を得るために。それが現状

では９６時間ということで、２４時間ほどオーバーしてます。この場面をクリア出来ないと、

診療報酬が相当ダウンします。月額で８００万程ダウンする見込みでおりますので、現在正看

護師を確保して、夜勤の数を増やすと。夜勤出来る看護師の数を増やすことによって、何とか

次の診療報酬の上のランクに位置づけたいと、今考えてます。従いまして、８００万かける１

年間丸々ということになりますと、約１億近い減収になる可能性が今の所あります。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 日野戸主幹。 

○町立病院事務局主幹（日野戸謙一君） ちょっとその辺の補足なんですが、具体的に入院料

が今言ってることが影響するんです。例えば、今まで看護師が７０％、７２時間ときちっとな

っていた場合に、大まかな数字ですけれども、入院料が仮に１万円もらってるとしたら、この

部分がクリアされないことによって、大体６千円位になってしますと。その差額というのは一

人頭、入院料が４千円から下手すれば５千円位の間、こういうダウンしちゃうんです。ですか

ら、その辺の形で決算していきますと、大体今言った８００万位。年間にしたら９，０００万

から下手したら１億と、そういうような数字になっていくのかなと。ですから、我々が今やっ

てるのは、出来るだけ早く看護師さんを、正看護師ですね。看護師さんを出来るだけ早くクリ

アするように募集をしてる所です。募集をしてきちっとなった時に、再度また社会保険事務局

の方に申請していいですよとなった時に、実績を見てよくなった時に次の月から、今は６千円

しか取れなかった所が１万円できちっとした形で入院料の請求が出来ると、このような今、制

度になっております。ですから、この辺の影響というのはうちだけではなく、聞いてるとこで

は例えばそこの苫小牧市立だとか王子だとか、そういうとこでも看護師さんが足りなくなりま

すんで。一概に、ちらっと聞いたとこでは王子あたりでも月に９，０００万位の影響が出てく

ると、こんなような話も聞いております。 

○委員長（吉田和子君） この間の説明では７割が正看ということでしたよね。だから、白老

では入院患者の５割の内が看護師の数ということで説明ありましたよね。 

○町立病院事務局主幹（日野戸謙一君） そうですね。今まで改正前は、入院患者さんに対し

て２．５対１こういう割合でもってやってたんですね。ですから、例えば看護師さんが、約う

ちの今までの実績から言うと２０人位いれば良いというような感じだったんですが、今回の改

正では、比率を出す計算が全く変わっちゃったんです。というのは今度の計算は、あくまでも

入院患者に対する今度１３対１という比率も持っていきたいと考えてますから、それで看護師

の比率、例えば４人だとかって出ますよね。患者数に対して割り返したら４人とか出るんです。

それを、看護師さんの勤務時間というのは一日８時間と。そして３交代だから、３交代の３を

かけて、一日８時間に３をかけて月３０日ですよと。こういう形で、時間数で出していかなけ

ればならないんです。そういうベースになる時間数を出して、正看護師さんの月の勤務時間数。

それを基本になるベースの時間数で割り返してやる。それで７０％になってるかどうかという、
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こういう複雑な計算方式になったんですね。ですから、ただ単純に今までの２．５対１だから

何人いればいいというのではなく、そういう勤務時間数でもっての割合になってくるという。

ですから、そこで病院としてどういうふうにしたらいいのかと言ったら、これいろんな難しい

部分あるんですが、それに対応していくためには、例えば看護師さんが集まらなかったらどう

すると。じゃあ、ベッド数を減らして患者さんをここまでするだとか。看護師の数を抑えてい

くだとか。そんなようなこともある部分では考えなければやっていけない部分もあるのかなと。

非常に今後の経営をしていくためには、そういう部分の今後のシビアな見方をしていかなけれ

ばならないなというふうに考えてます。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方どうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の話なんですけれど、実態としてはそうなると思うんですけれども、

国が今回の改定の中でそういうふうに正看の比率を上げたというのは、何を意図としているん

ですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 先ず基本的に国の言い方としては、医療の質を高めると。

当然准看護師さんと正看護師さんの出来る看護行為の看護業務の差があります。ですから、正

看護師でなければ診療報酬は高く出さないよと、これは１つあります。それともう１つは、当

然一人当たりの夜勤の時間が、先ほどお話にもありましたけれども、夜勤の回数を減らさない

とこには医療事項をひっくるめて医療の質が高くならないと、こういう観点から国は時間でも

って、今回非常にびっくりしたんですけども、もう７２時間クリア出来ないんだったら、あん

たの所はもう駄目ですよと。従前であれば、看護師の配置計画を出して、採用計画等を出して

これに近づけてもらえば良いでしょうというような、かなり緩かったんですが、そういった形

の中から看護師の部門から医療費とにかく抑制をしていこうと。つまり、看護師がきちんと確

保出来ないような病院には医療費は出さないよと、こういう形がちょっと見え隠れしてるのか

なと、このような状況になってございます。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 医療の質を上げるというのは、我々反対何ものでも無いんですよね。

ただ問題は、このような白老のような町でそれだけの看護師さんが確保出来るかどうかという

のは、一つ問題としてあると思うんですね。そういう形で白老町立病院の医療事情が良くなっ

ていくというふうに、本当に考えられるのかどうか。今回の改定は、もちろん長期展望の中で、

８兆円位医療費抑制していくという中の一つの方針ですから、そういう形になるんでしょうけ

れども、ただ実態として見た時に、そういう所がきちっと、どれ位の影響が出て、勿論診療報

酬下がったら困るんだけれど。お金得るために看護師さんを獲得しなくてはいけないというよ

うな、そういう状況になっていくということが、本当に医療の質を上げていくことになるのか

どうかというのが、僕自身はちょっと疑問が残るんです。そのことを事務長に聞いて、どうな

るものでもないとは思うんだけれども。ただ、そういう所が今の医療問題の大きな中身の一つ

になるんではないのかと。経営的にはどうにもならないわけですから。だから、そういう長期
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の方針で、この経営診断をこの改定に合わせて、本当に活かしていくことが出来るどうか、そ

こら辺はどうですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 正直言いまして、かなりシビアな問題と受け止めてます。

実は、今年の４月になりましてから、新聞広告に４回程正看護師、もしくは臨時の看護師さん

の募集の広告を出しました。正直言いまして紹介があったというか、面接をしたいというのが、

４件程度に留まっております。話を聞きたいというのが、大体１０件程度。他の病院でどうで

すかということもお聞きしましたが、他の病院でもやはり広告をうっても正看護師さんの話は

ほとんど来ないと。室蘭の新聞社の方にお伺いしましたら、やはり室蘭も同じような状況で、

正看護師が全く集まらないというような状況になってます。ですから、正看護師をどう確保し

ていくのか。逆に確保出来なければ、確保出来ないという状況があれば、もうそのことが現実

問題として病院の経営をどうして行くのか。病院のあり方どうして行くのか。こうも考えざる

を得ない状況になってくるという認識を持ってます。ですから、先ほど主幹が申し上げました

が、今の状況によっては、患者を逆に制限をしていかなければならないと。今いる、あるいは

最低限確保出来る正看護師の数によって、特に入院の部分のベッドについては、確保せざるを

得ないという状況も当然出てくると思ってます。今、看護師長と話してますのは、今後、今私

共の病院というのは、正看護師の学校を出てきて直ぐ採用出来るという状況になってません。

どちらかの病院で経験を積まれた方を採用してると、こういうような形になってます。こうい

う形でいつまでもやっていくと、非常に不安定な看護師の採用が続いていくということになり

ます。ですから、例えば医院内の中に正看の免許を取られた方を、若い方を採用して、院内で

育てていって、医院内で教育をしていって町立病院の看護師として働いていただくようなそう

いったシステムを作っていかなければならないんじゃないかと。その辺もひっくるめてどうし

ていくかについては、検討していかなくてはならない状況になってございます。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 問題は医療費改定に、この経営診断がきちっと合致していくかという

のが問題ですよね。診断はやったはいいけれども、今回の改定のことは全く抜きにして、これ

が活きないんであれば全然診断しても全く意味なくなってしまうんですね。ですから、もう１

点前段で聞きたいのは、そういうことが十分これで配慮されるような今回の医療費改定が配慮

されるような仕組みになってるのかどうか。ちょっと読んだ範囲ではそういうふうになかなか

そういうふうに受け止めるのが難しいんです、我々の立場で言うと。ですから、その点はどう

ですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 実は、そこを結果報告書の中にきちっと盛ってくれという

ことで言ってあります。それが、１つは東胆振の医療状況がどうなってるのか。それがもう１

つと、今後国の政策の流れがどっちに向かっていくのか。もうこの二つ抜きには病院の経営も

考えられないだろうと。病院の現状は現状ですと。現状の中で何点か改善出来ることはありま
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すから、それはやっていきます。例えば、総合相談窓口を作りなさいと。あるいはレセプトの

中でお金が十分取れてない所があるでしょうと。こういう指摘については処遇の問題について

も、接遇の問題についても、そういった指摘は出来ますけれども、改善出来ますけども、国と

医療状況をもう無視して次のことはあり得ないだろうということになってます。それで、実は

この結果報告の資料編の中に、その辺の流れについては、非常に詳しく書いてございます。で

すから、私共はこの結果報告書と国全体の流れの中をどう見て考えていくのかということで検

討してます。そういった意味では、この結果報告にそういった流れについては記載はございま

すので、それは検討していかなければと思ってます。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そうなると例えば、一定現の流れは記載してあると。この分析が活き

るためには、今回の医療費改定にあった形で再度、コンサルならコンサルの会社にそれに合っ

た形でこの補足をしてほしいと、補足させるべきだと、そんなような意見だとか考え方とかは

院長を含めございませんか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 今年の４月１日の診療報酬もそうなんですが、衆議院を通

過しました医療制度改革。例えば、後期高齢者の保険制度の創設。あるいは前期高齢者の負担

の割合の問題。これらも含めて、もう考えていかなければならないでしょうと。そうすると、

正直言いまして、我々事務担当でははばける部分が当然出てくるなと思ってます。今、院長と

も話してますが、当然今の施設の老朽化もひっくるめて具体的に言いますと、こういう医療制

度の中で保険制度もしくは報酬制度の中で何ベッド位が適正なのか、診療科をどうしたらいい

のか。それを、この診療報酬制度の中でどうやって運営していけるのか。看護師がどうやって

確保していけるのか、その辺もある程度専門家にきちんと話を聞いて分析していかないと、次

の方向がちょっと見えずらいんじゃないかと。それについては院長から検討してみれという指

示は受けてます。今回、分析をしていただいた、委託をした会社では、将来的にはこういうテ

ーマで、大渕委員がおっしゃられたようなことで専門的な検討を加えてもらうことになるかも

しれないので、この辺の国の流れ、制度の流れもちょっときちんと抑えてほしいという話は、

実はしてございます。まだそこでは止まってございますが、そういうような状況にはなってご

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。宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 白老のいわゆる町立国民健康保険病院の実態というにのは何年も前か

らいろいろと聞かされてますし、今回の医療制度によって益々苦しくなるというか、明るい方

向には行ってないなというふうに思うわけですが、いろんな話を、よその道内の町村立国保病

院の経営も、みんな大体似たようなことで大変なんだと。白老だけが苦しくて、よそは良いと

いうのは無いんですよね。殆どが似たり寄ったりで大変なんだという。じゃあ、その原因は何

処にあるんだと。よそがみんな良くて白老だけが悪いというのであれば原因が分かりそうです

けど。皆が大変なんですから。だから、私は端的にこれは医療制度が改悪してるという、そう
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いうふうに私は結論付けているんです。ですから、私立の病院を見ましても、いろんな保険の

悪さをして犯罪を犯しながらやってるというのも、それも一つ影響してるのかなと思うわけで

す。それで、医療制度がそういう状態なんだということで、たくさんの国保病院が結束して道

なりあるいは国という働きかけというのはやってると思うんですけども、何かその辺りから一

つの明るい兆しを見出すという方策は考えられないのかなと。その辺の素人の考えですけども、

そんなふうに思うんですけども、どうですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 実は、今回の診療報酬の改訂の前段で、全国に自治体病院

協議会というのがございまして、こちらの方からも診療報酬の私共の行った小さい病院にすれ

ば改悪になるわけですから、それは何とか考慮してほしいという働きかけは当然やってます。

それと、先ほど言いました看護師の７２時間、あるいは７０％クリアの問題も若干緩和してい

ただけないかということで、これは自治体病院協議会、これは全道も全国も今総力を上げて緩

和について要請を行ってる状況です。ただ、基本的に言いますと、国はとにかく医療費を絶対

的に減らしていくんだと。こういう大命題で動いてますので、正直言ってうちの次長が社会保

険事務所に行きましたけれども、もうずばり一言駄目よで終わりと、こういうような状況にな

ってるのも事実です。ただ、手を拱いて何とかならないかと言ってるわけではございませんで、

当然首長も４月の２６日に、うちの町長は出ませんでしたけれども、全国の自治体病院協議会

の開設者総会というのがございましたけれども、同じような話をされてます。自治体病院の様々

な地域によってニーズが、バリエーションがかなり違いますので、白老と例えば道北の町とは

一緒にはならないというはありますけれども、相対的に赤字あるいは診療報酬の厳しいという

のは事実ですから、それは制度改正はきちっとやっていっていただきたいと、こういうふうに

お願いしてる状況にございます。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像 脩君） 何年か前から白老町立病院の実態のことを、いろいろと議会でも委員

会でも話題になってるわけですけども、玄関入った所に患者さんの声を入れるポストと言いま

すか、そういうような所に入ってて、その中身読ませてもらうと、お医者さんの態度、看護師

さんあるいはヘルパーさん、そういった方々の対応の仕方についてもあったということも聞い

たことがあるんですけども、たまたま私もここ最近、別なことで町立病院の方に通うこと多か

ったんですけども、関心を持ちながらと言ったら語弊がありますけども、私のこの目で見なが

ら、対応も一緒に看護師さんと話しながら、お医者さんと話しをしながらという機会が今回あ

ったんですけども、私は患者という立場ではなくて、違う立場で行ったわけですけども、別に

正直言って良いんです。ヘルパーさんでも一生懸命やって、患者さんのことについて一生懸命

やってる生の姿を見た時に、何が悪いんだろうかなと。悪い所を探すといったら変ですけれど

も、特に見当たらないですね。お医者さんはお医者さんなりにちゃんと対応してるし、それと

曜日と関係している科にもよるでしょうけども、水曜日の午後ですか、外科を見ると一杯、こ

の間なんかびっくりするくらい一杯いるんですね。こんなに患者さんがいる。そしてまた、お
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医者さんなりヘルパーさん、看護師さんの対応も良い。今特に何処が悪いんだ、あそこが悪い

んだなんていう、指摘する材料がないなと思いつつ、赤字が大変なんだという。ですから、こ

れ以上、赤字を解消するということについては病院の努力で出来るんだろうかという。私自身

は先ほど言いましたように、やっぱり医療制度の改悪が益々拍車をかけているんではないかと、

そんなふうに思えてしょうがないんですよ。私が例えば患者としてあそこの病院に入ってて、

何か患者の意見として出しなさいといっても、その位しかないんじゃないかなというふうに思

うんです。どうですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 実は、昨年の５月に、病院の事務長になりまして、先ず最

初にやった仕事が、患者さんの苦情処理でした。患者さんの自宅に行って、状況を全部聞いて、

問題になる点、全部洗い出しを行なって、その対策を実はやらせていただいたと。それは人事

の中でもメリハリは付けてやらさせていただいております。その後、正直申し上げまして、苦

情等のついては相当減ったと。当然ご意見箱の中に入れられて来る中身を見ても、最近は意外

とお褒めのことばが多いなと。それともう一つご意見箱の特徴と言えるのは、具体的な指摘を

していただけるようにかなりなってきたと。ただ、病院に来られる患者様に関しましては、個々

様々な状況、状態。あるいはその時その時の精神状況と言いますか、状況に応じて、例えば看

護師やヘルパーや何気ない一言が非常にやっぱり気になることがあると思うんですよね。先生

が、ドクターが不用意にちょっと一言言ったことが気にかかるということもありますので、極

力そういうことに配慮してもらいたいということで看護師長を通じまして、そういったことに

ついてはかなり要請はしてきております。そういった面では、かなり減ってきてると思ってま

す。それともう１つは、この赤字ひっくるめて何か低減策はないのかということですが、まだ

まだ出来る面はあろうかと思うんですね。それは、今回人間ドッグの待合スペースを作ること

によって、もう少し検診に力を入れていこうと。人間ドッグだけじゃなくて、出来れば町内の

企業の、全企業の企業検診権を受けれるようにやっていこうじゃないかと。人は居ます。機械

もあります。ただ問題は、それを呼び込むための人と場所が無いということになりますので、

これは何も町職員がセールスになって各企業を回る必要はありませんから。例えば、町職員の

ＯＢに回っていただく、そういったことも考えながら、そういったことも機能をやることによ

って、相当売り上げも増えるんじゃないかと思ってます。去年一年間いろいろ節約した結果、

結構は幅で赤字が減りましたんで、今回また診療報酬がかなり下がりましたんで、同じ状況に

はなりませんけれども、そういった意味ではまだまだ我々が努力する汗をかく余地があるとい

うふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうぞ。質疑ありませんか。経営診断の中から、こういった所

が謳われているけれども、病院側としてはとお聞きしたいことも含めて、どうでしょうか。丸

山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 経営診断の中で、実は職員の説明会の中で、非常に話題に

なったことが１ヶ所あります。それは何かというと、患者さん以外の町民の方はどう評価して
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るんだと。要するに町民は町立病院をどう見てるんだと。本当に必要だと思っていただけてる

のか。あるいは極端のことを言いますと、こんなにお金を使うんだったら止めちゃっていいん

じゃないのと思われてるのか、そこをきちっと踏まえなければ駄目じゃないかと。この経営診

断の中での病院の機能として一番挙げられてるのは、１つは救急医療が挙げられてます。それ

ともう１つは、一般病床といいまして、急に病気にかかった。要するに、老人性の慢性疾患で

はなくて、急に頭痛だとか腹痛だとかいろんなパターンの病気があると思いますが、そういっ

た方を受け入れるベッドが町内には町立しかないと。現在７６床あります。７６床ありますが、

それをどう維持してくのか、ここも１つポイントになってくると思います。ですから、その辺

もひっくるめて町民あるいは議会の皆さん、その辺の意向も病院側としてはきちっと調べてい

かなければならないと。それも踏まえて最終的に理事者の方で結論をいただくということにな

ろうかと思ってます。その前段として、やっぱり病院がどういうふうに見られてるのか、もう

一度謙虚にリサーチをする必要があるのかなと考えてございます。 

○委員長（吉田和子君） １点いいですか、お聞きしたいんですけど。先ほどずっと説明があ

りまして、医療収入を上げるというのはかなり厳しいというのもありますし、看護師の適正配

置の部分での減収もみられるということもありましたよね。病院の診断もありますし、勿論こ

れからの計画、自立の健全化計画等をずっと見てきても、病院の中で経費削減というのを、か

なりずっとこの何年来やってきてますよね。まだ出来る所ってあるのかなって反対に。どうな

んでしょう、ここまでやって来て、反対に正看を増やさなければならないということになると、

当然人件費は増収するわけですよね。それでいて今度ベッド数を増やしていくということにな

ると、今度正看の関係があると。何か全部八方塞がりのような凄い厳しい状況が出て来てるん

だなというのは感じる。ただ、本当にさっきおっしゃったように、今緊急になった時に入院ベ

ッドあるのは白老町立病院だけだと。そういった本当の細かい部分も凄く重要な部分なんです

けども、全部総合的に見て、大きな一つ占めていた経費削減という部分を、これからどれ位も

っていけるものなのだろうかって。病院は老朽化どんどんしてます、直していかなければなら

ないですよね。だから、どういうふうな所が削減出来るのかということが１点と、それから検

診事業を拡大していきたいということで今部屋も出来るんですけども、そういった所での目標

値みたいなもの。町立病院としてはこれ位の検診の上乗せをしていきたいというようなものが。

経営診断にあれしてくるかもしれないですけども、そういう見通しみたいなものはどのように

持っておられるのか、その点伺いたいと思います。丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 先ず、この結果報告書の中にも出てますが、経費削減につ

いてはもう底をうってるだろうと、実はそういう認識を持ってます。人もそうですし医療機械

もそうなんですが、建物もそうなんですが、逆に言うと今まで何故投資をしてこなかったのか

なと。これは考え方いろいろあろうかと思いますが、投資をすることによって収益を増やすと

いうことも当然あると思うんでですよね。今回、１，０００万近い予算ですが、１，０００万

をかけて、それで２番目の質問あったように医業外の収益、検診で幾ら収益上げるんだと。年

間やっぱり１，０００万増やしたいと。１，０００万かけたんなら１，０００万増やしたいと。
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最低それくらいのことはやっていきたいと思ってます。基本的には人件費、委託料、修繕費も

ひっくるめて、もう削減も出来る幅は何処にも多分無いだろうと。やったとしても微々たるも

んだろうと。今年の４月１日町職員が１名、事務職員が欠員になりました。これも町職員がや

ってる部分についても６月の議会で補正予算をやらせていただきますが、そこの部分を委託に

切り替えていきたいと。それやっても、精々差額で２００万程度の人件費かなと思ってます。

そういった形の中ではもう無理かなと思ってますが、逆に今度、今の施設ではどうしようもあ

りません部分あるもんですから、例えばレントゲン、ＣＴの機械もあるんですが、ＣＴもいろ

んな種類があるらしくて、もう１２、３年使ってる機械が実はあります。それもそろそろ更新

の時期が来てます。ＣＴの機械もその種類によっては、結構お金の取れる機械もあるらしいん

ですよね。ちょっと詳しいこと分からないんですが。１２マルチスライスだとか言って、細か

く取れるか取れないかの差で。ただ問題は、その機械を入れるとなったら、建屋も直さなけれ

ばならないと。ＣＴスキャンこの間病院行って見たら、多分斜めに入っちゃったと思うんです。

結局、縦横の幅が無いもんですから斜めに。こういうような建屋の状況もありますんで、そう

いった形の中で、次の新規投資というのは、今の建物では非常に難しいという状況にあります。

ですから、投資が出来る時代にやっぱり投資をしてこなかったと言ったら失礼ですけれども、

そういった影響もありますので、今回この経営の分析結果を受けて、逆に積極的に投資するこ

とによって、医業収益を上げるようなこともやっぱり考えていった方がいいのではないかと。

あるいは、採算ライン乗れるようなものに上げていったらいいのではないかなと。それは全体

考えていくとなると難しいことなのかなと。それはやっぱり専門家の力を借りながら、話をま

とめないと駄目かなと思ってます。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） 他に質疑のございます方、ありませんか。大渕紀委員。 

○委員（大渕紀夫君） この３連携の方針が出たわけですけれども、この中でも町立病院の役

割というのが明確に書かれてるんですね。５点に渡って書かれてるんですけれども、今町立病

院がこういう医療改定の中で、どういう選択肢が実際あるのかというような所がもう問われて

ると、はっきり。そういうことを理事者側を含めてやらなければ、もう間に合わないんではな

いかという気がするんです。現実的には３連携進めるためには、町立病院は無くてはならない

ものです。これが無ければ、３連携は進めません。そうなると、平成１９年、町長が一定の方

向性出すんだと言ってますけれども、実際、理事者側がどれ位の認識、今回の医療改定含めて、

今回の改定含めて、どれ位の認識があるのかということは一つです。それから、具体的の言え

ば選択肢がどの程度あるのか。３連携も含めて具体的な施策も町立病院に関わって３点出され

てあるわけです、これは受診者数の改善だとか、検診の問題だとか、総合窓口は出来ましたけ

ども、そういうものが１９年にきちっと本来ならば活きるということがなかったら、何も意味

が無いんですよ。ですから、理事者の認識がどの程度か、それは事務長の口からどの程度話出

来るかというのはあると思います。必要ならば助役なり町長でもこの後、出席してもらうべき

時期なのかも含めて、私は議会の側として判断をせざるを得ないだろうと思うんですけれども、

その点どんなような進行状況になってますか。 
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○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 町長の方から、今回の経営分析につきましては報告書をお

渡しして、若干の中身については詳細ではございませんが説明はしてございます。町長はどう

すればこの病院が生き残れるかについて考えてみれという話はいただいてますが、じゃあ私共

が先ほどお話しましたとおり、病院としてどうしていくのかと。この辺の話もまとまらない内

に、ただ院長と事務長が町長の所へ行って、これで如何でしょうかという話には多分ならない

と思いますし、先ほどお話させていただきましたが、町民や議会の皆様がどう考えてるのかと、

町立病院をどう思ってるのかと。こういうことも理事者として、いろんな場で話を聞いていた

だいて、あるいは私が言うのはちょっとおかしいかもしれませんが、町長の考えも公の場面で

聞いていただくような形で、やっぱりきちっと論議をしていかないとこの話は進んで行かない

なと。単に院長と事務長がこういうふうに考えてるからこうしますということにはつながって

いかないなと、私は思っております。そういった意味で忌憚のないご意見を町長ともしくは理

事者と議論されては如何なものかと考えてございます。それと、もう一つは３連携ひっくるめ

て選択肢の話でありますけれども、先般この分析を担当しました委託先の社員が３つあるとス

トレートに言っておりました。私も選択肢は３つしかないと思います。１つは現状維持ですね。

現状維持ということは、今のままでいって、今の建物が使えなくなる、あるいは医師が確保出

来なくなったらその時点で終わりと、それが一つ。もう一つは、いつかの時点ではっきり止め

てしまう。これは１に通じる所あろうかと思いますが、町立病院を閉めてしまう。もしくは民

間に移譲。これは指定管理者もひっくるめての話かと思いますが、今のこの診療報酬の改定あ

るいは保険制度の改革というような中で、果たして３連携に望むような、３連携できちっとし

たスタンスで動いてくれるような医療法人そのものが見つかるのかどうなのかと。私は非常に

個人的には探してみない内に何を言うんだということがあるかもしれませんが、難しいと思っ

てます。何故ならば、先ず基本的にベッド数が今９２床ございますが、これ間違いなく１割カ

ットになります。そうすると８３床位のベッド数になろうかと思いますが、それで経営をこの

中でやれということになっても、かなり厳しいなという状況になりますので、仮に移譲という

ことになりましても、現実問題としては難しいのではないかと。じゃあ、我々が検討すべきは

３つ目のはなしとしてダウンサイジングだろうと。ダウンサイジングというのは、規模も縮小

しての話ですけども、今のうちの医療人口の状況あるいは疾病の状況。それと自治体間病院の

連携。あるいは、３連携推進のためのいろんな各種検診の充実等もひっくるめた時に、ダウン

サイジングの中でどんな手法があるのか。これを検討するしか選択肢は残されてないんだろう

なと、こういうふうな感じで考えてございます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 只今の町立病院の選択の中の３番目の選択をとおっしゃってましたけ

れども、さらさらと言われたものですから、もうちょっと詳しく教えていただけるとこがあっ

たら教えていただきたいなと思います。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 
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○町立病院事務長（丸山伸也君） 選択肢として１つは現状維持と、もう１つはやめることと

民間の医療法人に移譲するのが１つと、３番目がダウンサイジング。ダウンサイジングという

のは、病院の規模を検討する必要があるだろうと。規模というのは１つはベッド数の問題。そ

れともう１つは診療科の問題。あえて付け加えて言いますと、救急をやるのかやらないのか。

救急医療をやるのかやらないのか。それと今、政策的に小児科が設けられてます。何かをどう

するのかということについても、小児科をやるのかやらないのか。こういった科目、診療科の

数。それと、外的な要因としては当然人口減、高齢化に伴ってくる、患者さんが減るわけです

から。当然、ベッドの規模も勿論のこと、最終的に診療科で診察をしていただけるお医者さん

の頭数。それに伴って必要な看護師さん、入院のための看護師さん。こういったことも考慮し

ながら、診療報酬と医療制度改革によって大きな流れが出てくるでしょうから、そういったこ

とも見据えて、それに対応出来るだけのものにどうやってやっていくかを検討するしか、今の

所選択肢がないのではないかと、ちょっとお話をさせていただきました。 

○委員長（吉田和子君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今のお話の中で、私もそれが良いなと以前から感じておりましたので、

病院としての規模というんですか、もしそういうのがありましたら、無ければ仕方ないんです

けども、ありましたら教えていただきたいと思いますけども。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 規模の問題については、今の時点で例えば診療科を幾つに

しようかとか、療養のベッドをどうしよう、一般のベッドをどうするというのは、今の段階で

は難しいと思います。医療の需要の予測がついても、先ほど言いましたとおり、本当に看護師

確保出来るのかと。あるいは近い将来はっきりしてるのは、療養型のベッドが介護療養型もゼ

ロになりますから。今うちで持ってる医療用の１６のベッドを半分にしなさいと。全国的には

そのベッドを持ってる病院が実は大変な状況になってきますので。ですから、例えば１６持っ

てる医療の療養型にベッドを、１６そのまま残して良いのかという問題も当然出てきますので、

それはある程度専門化のいろんな意見なり、分析結果を聞いてからでないと、ちょっと具体的

な規模について今、言えるような状況には全くございません。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうですか。３連携の関係で、今相談窓口の担当者が本当に必

死になって、新しく来た患者さんの状況聞いてあげたりだとか、退院される間近の方の各病室

を回っていろんな相談にのってらっしゃると。相談に来るのを待ってるのではなくて、積極的

に出て行かれてると、そういう話も伺ってるんですが、私はこの３連携の中で退院した時に病

気予防というか、そういうものも含めて３連携ですよね。それをどんどんやっていくと、病院

にかかる人は少なくともなるのかなと反対に思ったんですけど、そういう中での病院が占める

割合というのは、勿論先ほどおっしゃったように重要な立場だと思うんですが、この３連携の

中で医療が家庭へ動いていくという、そういう医療の報酬というのはどうなんですか、患者さ

んいらっしゃるの待ってて病院で対応するのと、それから出て行って往診ですか、そういった

状況になるのかなと思うんですけど、そういった医療収益というのは違うものなのかどうなの
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か、丸っきり同じなのか、その３連携の中での医療収益の増というのは見込めるのかどうなの

か、その点ちょっと伺いたいと思います。丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 昔言ってた往診というのがありますが、訪問診療。これは

定期的にどうしても医者が行って必要な処置、もしくは投薬等の処方箋を出すというようなこ

と、正直言って真っ赤っかです。ただ、それは診療報酬にならないから止めるということには

ならないと思ってます。当然、在宅で一生懸命頑張っておられる方がいるわけですから、それ

を支えていくのはやっぱり町立病院の医師でしかない。何か救急のことがあって民間の病院の

お医者さんに緊急の時だけ診ていただくというようなことはありますけれども、これは往診で

ありますけれども、そういった形の中で訪問診療出来るというのは町立病院しかありません。

残念ながら、それは診療報酬上から言うと、全く経営には正直言ってプラスにはなってないと

いうような状況です。今後これを増やしたとしても、人件費が嵩む一方ですので、正直言って

経営的には難しいのかなと。ただ、これから先、国の大きな流れとしては、とにかく在宅に帰

すんだと。これはもうはっきりしてます。もう、何が何でも帰せというような状況になってき

ますので、そうなった時に例えば訪問看護。町立病院といきいきの中にあります訪問看護ステ

ーションとか、やっぱりきちんと連携出来るような形で、在宅に帰してあげれるようなことも

きちんと考えていかなければならない。それと先ほどお話ありました医療相談の窓口ですけれ

ども、今回４月１日付けで主幹職が１名配置になりました。極めて、事務長が言うのもおかし

いですが、申し分なく動いていただいてると思ってます。実は、診療の外来の診察の中でも、

病気の相談なのか生活相談なのか、正直言って分からないのが結構あるんですが、そういう患

者さんをどんどん回していただけるということで、外来の方から非常に院長あたりから、先生

あたりからかなり評価していただいてます。そうすることによって、トータルでうちの病院は

あなたのことはちゃんと診察して看護もしてますというような評価につながっていく。それが

やっぱり経営の安定化につながってくるもんだと考えてます。ですから、これはコストがかか

るから止めますというような話には当然ならないと思いますので、今後とも逆に人は増やす、

必要が多くなれば当然人を増やして、いきいき４．６と連携をしながらやっていかなければな

らないなと、こういうふうに考えてます。 

○委員長（吉田和子君） もう一つ、単純な質問ですいません。薬をもらう時に、薬をもらう

だけでは薬代だけですけど、その時に指導しますよね。薬事指導というんですか。そういうの

は医療費の点数として収益につながると聞いたんですけど、この相談窓口というのは、全然そ

ういうものに該当するものは無いんですか。丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 全くございません。でも、これはやっぱりこれは病院とし

て当然やらなければならないと。今まで無かったのが正直言っておかしいんでないかなと思っ

てます。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか、質疑のございます方。先ほどちょっと説明が

あったんですけど、白老町立健康保険病院の経営業務の経営診断の報告書を私達いただいたん

ですが、先ほど資料編で説明されましたけど、資料編はかなり厚いものなんですが、この委員
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会には配られてませんよね。私は前の病院審議会の終わったということで、こういうのあった

んだということで私見てて、委員会では無かったなと思ったんですよ。ほとんど残ってるんで

すけど、先ほど説明あって、これも私も見たんですけど載ってるんですよね。評価だとかいろ

んなものが。これあった方が良いなと思って、どうして委員会に無いのかなとちょっと思った

んですけど。もらってないですよね。確か委員会としてはいただいてないと思ったんですけど。

暫時、休憩をいたします。 

休憩 午前 １０時５７分 

  

再開 午前 １１時１５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。引き続き、質疑の方ありま

したら受けたいと思いますけれども、どうでしょうか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 先ほど、選択肢が３つあるんではないかというようなことなんですけ

れども、今の資料の話じゃないんだけれども。これの裏づけと言うか長期方針というか、どう

いう状況になっていくかと。例えば現状維持の場合は、建物がどの程度現実的にもつのかとい

う問題。民間委託の場合は考え方がどういうものがあるのかとか。例えばダウンサイジングし

た場合に、どういうようなシュミレーションが出来るのか。そういうものが一つ。特に救急、

小児科、検診、後で出ました訪問診療ですか。こういう公がやらなければ、採算分子に合わな

いということもベースに置きながら、それが抜けちゃうと公立病院という意味が無くなります

ので、そういうことを公にやる医療の果たす役割、これをきちっと明確にした、これ以外もあ

るかもしれません。明確にした中で３連携の関係も含めて、この３つの部分での将来方向、シ

ュミレーション何かがやる考え方がないかどうかということと、私はやるべきだろうと。特に

来年の町長がそういう方向を出すとしたならば、それの前にきちっとそういう所を明確に出来

る所は明確にすべきだというふうに私は思うんですけれども、ここら辺は事務長の判断になる

のか、助役の判断になるのか分かりませんけれども、どういうふうに考えられますか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 理事者の判断にやはり最終的にはなってくるかと思います

が、ただ問題は理事者が何の根拠も無しに、こうしますああしますという話には当然ならない

と思います。やっぱり一番必要なことは、事務当局としてこういう場合で行った場合はこうな

ります。公の施設として、今言った救急だとか小児科もひっくるめて、例えば一般病床をこの

程度にすれば、こういう経営状況になってきます。その経営状況の中でも、診療報酬あるいは

医療制度改革の影響で、この程度の数値になってきます。こういったものはきっちり何通りか

出して、その中で最善の方法をやっぱりこれしかないんではないでしょうかという形で理事者

にお話をしていく。そうしないと、この話は進んで行かないのかなというふうに考えてます。

その中で、じゃあ病院自身が私達は私達でここまでのことをやりますから、そこについてきち

んと理事者も、あるいは議会、町民の皆様方もこのことについてはバックアップなり叱咤激励

をしてほしいと。こういう形でなかったら、ここまでちょっといかないなというふうに考えて
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ますので、基本的には前にお話しましたとおり、何通りかのパターンを作って、専門家にある

程度お願いする形で分析というか、こうした場合はこうなるという方向性もある程度は見出し

ていっていきたいなと。それ以外に進めていきたいというふうには、事務長の段階では考えで

はございません。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 当然、事務当局ではそうなると思うんですけども、今ちょっとおっし

ゃいましたけれども、例えば民間でこういうこと分析させるというのであれば、期間というの

はどれ位かかるものなんですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 今回の経営診断の実質的な分析するのに、約５ヶ月位かか

ってます。かなり、事前の調査等に時間がかかっておりまして、仮にケースバイケース、この

ケースについてはどうなりますかということになりますと、実質元になる数字、元になる資料

というのは出てありますんで、後は診療報酬の本年４月１日の診療報酬使えば。あるいは医療

制度改革法案が正式に成立をして、その医療制度が変わればという条件が付けてやれば、３ヶ

月か４ヶ月あれば、ある程度の成果は得られるのではないかなと考えてます。そんなに半年、

１年とかにはならないと思います。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） くどいようですけど、民間病院ではなくて、公立病院の果たす役割。

ここの所はきっちり入れて、やっぱり救急、検診、小児科もそう。小児科は民間の方もいらっ

しゃるようだけれども、やっぱり町立病院が白老でやりことによるメリットというか、町民に

与える恩恵というか、そういうことをきちっと明確にした上での方向でないと僕はいけないと

思うんですよ。それが無くて、ただこういう方向になるよというのであれば、全然僕は駄目だ

と思う。そこの所をはっきり打ち出すというような考え方だということで、理解してよろしい

ですか。 

○委員長（吉田和子君） 丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 当然、事務長、院長と話してますけども、院長としては公

立病院としての果たす役目というのはあるだろうと。それをよっこいしょして、次の分野をど

うするかという話には当然ならないだろうというふうに話をしております。当然、院長の考え

方も非常に大きな考え方になってきますので、事務長としましては、今の救急だとか小児科だ

とか３連携の中で果たすべき役割もきちんと載せて、それで実際の経営問題として、じゃあベ

ッド数どうしようか診療科どうしようかと、こういう形のシュミレーションになろうかと考え

ております。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。もう１点、いいでしょうか。道内の中でも結

構なんですが、こういう病院の経営診断とか、最近の公立の病院でやっぱり同じような状況の

中で、いろんな工夫、診断をしたり何かの工夫でかなり上向きになっている病院等とか、そう

いう情報というのは無いんでしょうか。丸山病院事務長。 
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○町立病院事務長（丸山伸也君） 実は、平成１７年度の決算等については、もうぼちぼちと

出てくるかと思ってます。平成１６年度の各地方自治体で行ってます病院の経営状況について

も、これは大まかな話はつかめます。ただ、残念ながら、何処の病院で経営診断を行ってるか。

あるいは、基本的な運営について調査してるかについては、残念ながら資料はございません。

もしやるとすれば、全体的に調査をしないと何とも言えないかなと思ってます。ただ、正直言

いまして、今年の４月１日で診療報酬、制度が大きく変わりましたんで、なかなか１７年度も

しくは１６年度の経営状況というのは、ちょっと比較にならないのかなと。うちの病院でも、

１７年度に出てきた数字は１８年度はもう使えないというような状況になってきますので、そ

の辺もちょっと考慮しながら、経営状況については考えていかなければならないかと考えてま

す。 

○委員長（吉田和子君） 今の現時点では白老の町立病院が今後の方針を含めて、こういう所

の病院が参考になるとか、そういったような所は、今の所は道内では見受けられないというこ

とになりますか。丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 当然、今の時点では何処の病院をということにはなりませ

んけれども、我々事務方としても同じ位の規模の病院で何をしてるか。あるいは、胆振管内の

病院でどうしてるか。たまたま新冠の町立病院が多分今年基本計画を作ってるはずなんです。

その状況なんかも、ちょっと参考にさせてもらいながら検討はしていきたと考えております。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。質疑ございます方。ありませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 先ほど、事務長の方から話した中で、経営診断をされた時に、病院の

中で患者さん以外の町民がどのように考えて、どう見てるのかということで、再度経営診断さ

れるのかどうか、そういうお考えがあるのか。それとも、町民全体にアンケート取るなり、何

かするなりして、町立病院に来ない患者さん以外に対してアンケートをするお考えがあるのか

どうなのか、ちょっとお伺いしてみたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）丸山病院事務長。 

○町立病院事務長（丸山伸也君） 基本的にはどういう形でアンケートを行うのか、これは手

法は別にして、病院の職員に説明した時に一番話題になったのが、アンケートの結果ではなく

てどういう声なんだろうねと。そこはきっちり見ていく必要があるのではないかという話が出

てますので、次回例えば病院がどうあるかということには、当然町民の皆さん、あるいは病院

を利用されてる方、こういった方がどういうふうに町立病院を見ていらっしゃるのか、これに

ついては手法は別にして、やっぱりチェックをしておく必要があるというふうに考えてます。

今の段階で町民アンケートをやるとか、あるいは調査員が外へ出て行って聞くとかという具体

的には、未だ何も決まってません。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。無いようですので、以上で終わりたいと思い

ます。先ず、町立病院の皆さん、ありがとうございました。暫時、休憩をいたします。 

休憩 午前 １１時２６分 
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再開 午前 １１時２７分 

○委員長（吉田和子君） ２回に渡って、白老町立健康保険病院の運営について、健康診断を

含めての調査を一応終了したんですが、今後どうしたらいいか。これで継続にはしないで終わ

って、委員会として報告をした方がいいのか。先ほどのお話でしたら、９月に向けてシュミレ

ーション等も作っていくというような話もありましたし、今後診断結果を受けてのそれぞれの

対応が具体的に出てくるのではないかなと考えられるのですが、どのように取りは諮ったらよ

ろしいでしょうか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 一つは、病院事務長の話は聞いたんだけれども、現段階で町長の必要

は無いけれども、助役なら助役の。町立病院というのは、管理者は町長ですから、そういうこ

とで言えば、助役なら助役の一定の見解を聞く必要がないかどうかというのが先ず１点。それ

と、この問題は今回結論出すといったって、きっと出しようないと思います。今、診断終わっ

たばかりですから。これで出ましたって、ああそうですかというような結論にならないでしょ

う。ですから、当然継続審議にならざるを得ないんじゃないですか。私はそう思いますけど。

ただ、本当に短くてもいいですから、理事者、担当助役がどういうふうにこの問題を考え、認

識してるのかというあたりだけは、私は聞いた方が良いんでないかなというふうに思うんです。

そんな時間なんて２０分でも１０分でもいいですから、長く聞かなければならないというので

はないです。それはやっておく必要があるのではないのかなと思うんだけど。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私も大渕委員の意見に賛成です。また、そして今ほどいただきました

報告書を、一つ抜けてた部分、こちらの方もよく見させていただいて、再度された方がよろし

いのではないかなと思います。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。先ほど、事務長は取りたてて道内の中でも進

んでる病院があまり無いということだったんですが、同系の同じような系列の病院とか、人口

も大体同じような所で病院等も視察する必要はないのかなと、ちょっと思ってこういう工夫を

されてる病院がないかどうか伺ったんですが。暫時、休憩をいたします。 

休憩 午前 １１時３１分 

  

再開 午前 １１時４０分 

○委員長（吉田和子君） 明日、委員会がありますので、担当助役の方が時間が取れれば、一

番最初に来ていただいて、今後の方向性、どのように持って行くかということで、助役の意見

を伺っておくということで、それによって委員会もどのように今後進めていくかということも、

継続審査ということになるかと思うんですが、それを含めて明日委員会の中で説明をして、意

見を聞いていくということでしたいと思います。それでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（吉田和子君） そういうことで、本日の委員会はこれで終了いたします。 

（午前 １１時４１分） 


