
平成１９年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会議録 

 

平成１９年 １月１２日（金） 

  開 会   午前１０時００分 

  閉 会   午後 ３時１４分 

 

○議事日程  

 調査事項  

 ○今後の運営方法について 

 

○会議に付した事件 

 調査事項  

 ○今後の運営方法について  

 

○出席委員（６名） 

 委員長    大 渕 紀 夫 君         委 員    熊 谷 雅 史 君 

 委 員    西 田 祐 子 君                吉 田 和 子 君 

        根 本 道 明 君         議 長    堀 部 登志雄 君   

  

○欠席委員（１名）  

副委員長   宗 像   脩 君 

 

○説明の為出席した者の職氏名  

病院事務長  丸 山 伸 也 君         病院次長    日野戸 謙 一 君 

政策推進室長 二 瓶   充 君         政策推進室参事 岡 村 幸 男 君 

  

○職務の為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 



 
◎開催の宣言 

○小委員長（大渕紀夫君） これより白老町立国民健康保険病院の運営に関する小委員会を開会いたしま

す。 

 お諮りをいたします。本小委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 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 
○小委員長（大渕紀夫君） 本日は病院から丸山事務長と日野戸次長が参加をしております。最初に資料

が出ておりますので、資料を中心に現在の病院の取り組み状況について事務長から報告をお願いいたしま

す。丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） おはようございます。小委員会にお招きいただきましてありがとうござい

ます。  

平成 18 年３月に町立病院で経営分析を行いまして、その中身について議会等にも報告させていただい

ておりますが、病院内部でも種々検討して具体的な対応を取っていきましょうということで種々取り組み

を進めております。お手元にありますのは，本年 4 月から 12 月の末までに職員の研修を行った状況等に

ついての資料でございます。順次中身について説明させていただきたいと思いますが、基本的に経営分析

の中で指摘されてきたのは、特に職員の意識改革。この問題は議会からもかなり厳しく言われております

が、職員の意識改革をどうやって進めていくのか、これは我々管理する立場の人間にとっては、意識改革

をしてもらうのではなくて、意識改革をさせるという観点から取り組みを進めてきたところであります。 

特に意識改革の中で重要なことは、今までうちの特に看護職員については、なかなか病院の外に出ると

いう機会がなくて、他の病院の取り組みあるいは社会の趨勢、医療状況等についてなかなか情報が入って

こないと。こういうことがずっと続いておりましたので、今年は特に看護師の研修に力を入れて実施をし

ていっているところであります。 

お手元の資料に基づきまして、病院全体がどんな研修を行っているのかについて若干説明をさせていた

だきたいと思います。 

お手元に、病院職員の研修状況ということで、18 年 4 月から 12 月 30 日までの取り組みの状況につい

てとりまとめてございます。 

１番目の医師でございますが、６月から 12 月までの間、院長並びに各医長がご覧のような学会に出席

をして研鑚に努めておられます。今年の１月には、病院長自身が病院のあり方についての研修を受けてく

ると、こんなような状況になってございます。おおむね全国的な規模の学会に１回ないし２回程度、各医

師の方々が参加をしているというような状況になってございます。 

２番目でございますが、医療スタッフと書いてございます。医療スタッフというのは臨床検査技師、放

射線技師、それと薬局のスタッフですね。この方々がどんな研修を受けているかということであります。

４月には臨床検査の技師長が、具体的な中身は分かりませんがエコーの画像の研究会というふうにお聞き

しております。４、５月には放射線科の技師が出席しています。10 月には同じく検査技師長が。 

それと薬局関係ですが、苫小牧の病院薬剤師会というのと苫小牧薬剤師会という２通り会があるそうで、



この研修会に２人の薬局長及び薬剤師が出席をしていると。病院薬剤師会には毎月１回お勉強会を含めて

行っていると。それと苫小牧薬剤師会については年６回、２人とも出席をしていると、こんな状況でござ

います。 

それと、医師及び薬剤師につきましては、各製薬メーカーから薬の売り込み等もあるのですが、新薬あ

るいは、特にこれから市場に出てくるための試験薬等、こういったもののお勉強会を各製薬会社等を招い

て研修会を行っております。５月には２回、６月にも２回、11 月２回、12 月は１回というふうに 12 月

までに７回、各種薬剤の効能、あるいはどういう具合に患者様に整合していくかと、こういったことにつ

いて勉強をしてございます。 

２ページ目です。まず最初に３ページ目の４の看護師の一番下の欄を参考にしていただきたいのですが、

平成１７年度の看護試験に関わる研修につきましては２件でございました。師長が１回、副看護師長が１

回研修に行っております。今年度は特に、准看護師も含めて、看護職員についてはとりあえずいろんな場

に出して、いろんな勉強をさせていこうという方針の基に、かなり予算もつけまして、大変人手の厳しい

状況ですが、こういう状況に中研修に出しております。ざっと読み上げさせていただきますが、６月には

接遇指導者の研修、これは主任看護師に行ってもらいましたが、指導者を作ることによって病院の看護職

員含めて、全体の研修を行うための指導者と。すでに、横のほうに◎マルがついておりますが、これは伝

達講習といいまして、行ってきた成果について報告会を開いているという状況であります。 

６月に同じく師長が看護部長の研修会、９月には看護管理者の研修会、師長さん新人でございますので、

看護責任者としての基本的な研修に行っていただいております。それと、自治体病院協議会の接遇・感染

管理・公務員としての服務規定について２日間看護師１名が行っております。これは 17 年に採用になっ

た正看護師です。それと中材業務、医療機関における滅菌保障・手術器機の点検及び洗浄ということで、

これは技術的な研修に中材勤務の副師長１名に行っていただいております。 

それと、看護師会の苫小牧支部研修というのが結構ございまして、各病院等から看護師さんが集まって

まいりますので、こういった研修には積極的に出て行っていただいております。 

10 月同じく准看護師研修と、どうしても准看護師の場合ですと、社会の動向から遅れるということも

ありますので、それと正看護師、准看護師という１つの職務分担、資格の問題等もありまして、ややもす

ると存在感がなくなると。こういう状況に中で古手の准看護師２名に行っていただいております。それと、

11 月には看護記録の書き方セミナーということで、看護師２名に研修に行っていただいて、ポスシステ

ム・看護診断・看護師としてどういう判断をして医師に上申していくのか、計画的な医療クリティカルパ

スについてどのように進めていくのか、これについて行ってもらっております。 

それと 11 月には、やはり病院の場合ですと当然様々なクレームが寄せられますので、これをどうやっ

て対応していくのかと。この辺の対応を間違えますと、当然病院としての大きな問題にもなるということ

で、これは本年４月に昇任いたしました主任看護師１名に行っていただいております。 

11 月医療用ガス管理者研修ということで、病院には酸素・バキュームなど吸引のほうですね、その他

の医療用高圧ガスを持っておりますので、これの取扱い責任者、今いませんので、これを資格取得させる

ということで１名出しております。これにつきましては 19 年度も１名出したいというふうに考えており

ます。東京蒲田区大田のほうへ１名研修に行っております。それと看護師会苫小牧支部の 11 月研修に行

っております。これは古手の看護師と准看護師さん。いずれも 50 代の方に行っていただいております。 

12 月には、インシデント、いわゆるいろんな状況判断、状況の分析とその対応をどうするのかという

ことについての研修に１名出ております。高齢者の特性と理解を深めＱＯＬを高める看護、要するに特に



介護病棟、療養ベッドの担当をしている看護師に５日間毎日通っていただきました。医療施設の安全に関

わるワークショップということで、これは施設、病院として日程講習を受けなければならないものですか

ら、師長と外科の主任看護師１名にそれぞれ１日いっていただいております。 

３ページ目に入ります。これは今年の２月に予定されているもので、特に介護保険施設等ということで、

うちの場合療養病床を持っておりますので、療養病床に関連する介護保険の動向やサービスなんか、ある

いは地域や他機関との連携についての研修を２名出す予定になっています。療養病棟の看護師と准看護師

を予定してございます。看護師会の苫小牧支部で、内容は未定だそうでございます。 

従いまして、４月１日から来年の２月も含めまして 16 件研修の実施予定をしてございます。内訳につ

きましては右側に載っておりますとおり師長が３回、副師長が１回、主任看護師が３回、看護師８回、准

看護師５回というふうな計画を持っています。参考ですが 17 年度の実績は２件、◎印につきましては伝

達講習を実施するという形になってございます。 

５番目にはＮＳＴ合同勉強会（全職員対象）、ＮＳＴというのは栄養管理です。これはＮＳＴ委員会と

いうのを作りまして、委員会とは別に全職員を対象にしてお勉強会を開いてございます。講師にはうちの

医師あるいはいろんな栄養補助材、栄養の食材を作っている会社から専門家をお招きしていろんな勉強を

するというふうになっています。４月には栄養評価の基本（ＳＧＡ，ＯＤＡ）、あるいは栄養を管理する

ための専用の電卓がありまして、この使い方について、うちの内科の猪原ドクターに講師をお願いしてお

ります。 

６月は｢輸液｣―静脈・経腸栄養の栄養管理についてのお勉強を（株）大塚製薬をお招きしてやっており

ます。 

７月には「経腸栄養剤（食品・薬剤）について」どんな種類があるのか、どんなふうに使っているのか、

（株）日研化学さんから来ております。 

10 月には辱瘡と栄養管理・３階病棟での治療の実際、辱瘡が発生しますと、栄養管理というのが非常

に重要なポイントになってくるということなものですから、３階の療養病棟の中で実際、栄養を含めてど

ういうような管理をしているのかということで、外科の柴田医師が中心になり、科研製薬（株）、ノボル

ティスファーマの両製薬会社にきていただいてお勉強会を開いています。 

11 月には食物をとる際の嚥下の仕組みと栄養管理について、飲み込むときの、これを失敗しますと誤

嚥性の肺炎等になりますので、この辺のお勉強をして（株）クリニコという製薬会社に来ていただいてや

っております。 

12 月には慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）患者おける栄養管理について、特にこの慢性閉塞性肺疾患の

方につきましては、栄養状態が非常に落ちるということだそうでして、これにいてはどうやって栄養を管

理をきちんとしていくのか、これが治療のポイントになるということで、アポットジャパン（株）という

製薬会社からきていただいてお勉強会をしております。主催はうちの内科の田中先生です。 

６回開催して述べ 117名の職員、これは事務職その他全部ひっくるめて、全体的に勉強をしていこうと

いうことでございます。 

４ページ目にいきます。ＮＳＴの合同会議が開催をされてございます。18 年４月から毎月１回ずつ開

催をしています。会議内容につきましてはこの通りでございますが、ＮＳＴにつきましては実際入院され

ている患者さんの栄養管理もひっくるめて、それがどのように行われて、どのように結果が出てきている

のか、この辺にひっくるめても全部で職員、看護スタッフ全体、医療スタッフ全体の問題として取り上げ

て勉強するというふうになっております。会議の中身につきましては記載の通りでございます。 



その他の研修としましては、18 年４月１日の診療報酬の改訂に係る内容説明会、（株）スズケンという

製薬会社にきていただきまして、具体的な内容とどんな影響が出てくるかについてお話しをしていただい

たと。35 名程度の出席であったかと思います。 

８番目として各種委員会活動ということで出ておりますが、これは病院業務として位置付けられている

委員会でございます。これは当然病院として評価を得る際に必要な委員会というふうになってございます。 

委員会名 活動内容 委員構成 開催状況 

辱瘡防止対策委員会 辱瘡の発生防止と治療について 

辱瘡発生報告及び診療計画・辱瘡

転帰報告 

全医師・主任以上の看護師・

薬局長他医療スタッフ 

毎月１回 

医療事故防止対策委員

会 

医療事故の発生防止 

ヒヤリハットの報告・事故発生防

止対策検討 

全医師・主任以上の看護師・

薬局長他医療スタッフ 

毎月１回 

院内感染防止対策委員

会 

院内感染の防止 

院内感染の現状報告 

院な感染防止対策の検討 

全医師・主任以上の看護師・

薬局長他医療スタッフ 

毎月１回 

医療ガス安全管理委員

会 

医療用ガスの保安管理 

医療ガスの基礎知識普及及び安

全管理対策検討・実施 

院長・師長・薬局長・主任看

護師・検査技師長・施設係主

任・事務長 

年１回 

５月開催 

これが 12 月末までの研修の実施状況と、２月までの予定ということでございます。 

引き続きまして、検討結果の報告書に基づきまして若干のお話をさせていただきますが、まず看護師の

雇用対策ですが、本日現在までに２名の正看護師を採用してございます。それと、すでに臨時の正看護師

として働いていただいておりますが、年度内に２名の採用を予定してございます。４名について一応確保

しているような状況です。 

ただ、これから満足のいく看護基準をとるということになりますと、更にまだまだ人数が足りないとい

う状況になってございます。それで、皆様方にこの場でぜひともお願いをさせていただきたいのですが、

もしどなたかお知り合いの正看護師の方がおられましたら、なんとか一つお願いしたいと思います。紹介

していただくだけでも結構でございますので、なんとかお願いしたいと思います。大変厳しい状況ですが

つてを頼って頑張っておりますので、もし何かありましたらよろしく願いいたします。 

それと、各種研修につきましては今説明してございますが、説明に係る研修につきましても指導者をつ

くって要請をしてやっているというような状況でございます。医事業務に関しましての研修についても、

平成 18 年９月に２日間にわたって、私どもの委託先の会社で実施をしております。 

今回の経営分析の中に、かなりレセプトのことについて指摘を受けてございますので、小委員長のほう

でもし差し支えなかったら、私どものレセプトの査定状況について書類を持ってきておりますので説明を

させていただいてよろしいでしょうか。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、レセプトのほうもお願いします。 

○病院事務長（丸山伸也君） 白老町立国民保険病院レセプト査定状況ということで、17 年 10 月から

18 年９月分までの数字をまとめてございます。大体毎月 2,000 件程度のレセプトの請求をしてございま

す。特に見ていただきたいのは、平成 18 年の４月の請求分で査定件数が 154件となっています。４月１



日に診療報酬が改定されたことによって、コンピューターの入力あるいは査定漏れだとか、本来今回の査

定対象になるものがそのまま載っていたり、そういったケースがありまして 0.58％の査定率となっており

ました。この状況が続くということですので、当然診療報酬の経営分析の中で、レセプト査定についても

っと率を上げろということになり、全町的に取り組みをすることといたしまして、平成１８年８月の請求

分には極端に落ちているということになっています。これにつきましては、医師及び全スタッフについて

レセプトの一枚一枚全部再点検をしてもらうというようなことと、もうひとつはカルテの中身について再

精査を行っていただくと。こういうような対策を取りましたところ８月から 0.17％、９月には0.12％と、

こういう具合に査定が下がってきております。 

 全国的な状況からみますと、査定率の全国平均というのが 1.78％あるということで、それから比べまし

ても一番多い時期でも３分の１程度ということですので、決してうちのレセプト点検職員の、レセプト請

求の技術が劣っているというわけではございませんが、やはり１点でも査定を減らすことが病院の収入に

直結しますので、これについては少しでも減らせるよう今後とも検討していきたいと思っております。 

 もうすでに、全医師による査定体制と、例えば国保連合会と病院との診療報酬の請求の中身について見

解が違うケースが結構ございます。これについても積極的に再審査を求めていこうというような状況の中

でやり取りをしておりますので、そういった取り組みもこの査定の件数が減ってきたということにつなが

っているのかなと思ってございます。レセプトの査定状況については以上のような状況になってございま

す。全病院的な取り組みが、今きちんと行われているということについてはご報告をさせていただきたい

と思います。以上でございます。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、ただ今病院事務長より、職員の研修状況及びレセプト関係の査定状況

についての説明がございました。これ以外のことでも結構でございます。せっかくのこの機会ですので、

病院の状況について委員の皆さん方が共通認識にしていくということもありますので、ぜひ質問等々あり

ましたら出していただきたいと思います。どうぞ。 

 はい、病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） この年末年始の救急患者の入り込み状況について、診察状況についてまと

めた資料を持ってきておりますのでもしよろしければ提出したいと思いますが。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、お願いします。出せる資料は何でも出してください。 

○病院事務長（丸山伸也君） お手元にお配りしました資料につきましては、この年末年始に病院に救急

として入ってこられた患者数の内訳でございます。本年の年末の 12 月 30 日午前中は診療しておりますの

で、午後からの受入となってございます。12 月 31 日、１月１日、２日、３日、４日、５日と休診をして

ございます。この間札医大、北大等からのお医者様の派遣をいただきまして診療を行ってございます。一

応、入って来られた患者さんがどんな状況なのかということについては、診療科別に内科系の患者さん、

外科系の患者さん、小児科系の患者さんという具合に分けてございます。トータルで内科系の患者さんが

70 名、外科系が 15 名、小児科系が 22 名の患者さんが入って合わせて 107 名でございます。 

 そのうち救急車で直にうちの病院へ入ってきたという患者さんについて再掲をしておりますが、12 月

30 日は午後から１名、31 日が２名、１月１日が１名、２日が１名、３日が２名とこのような状況になっ

てございます。あわせまして７名の患者さんが救急車で入ってきて対応しているというような状況になっ

てございます。この間の救急の出動状況おさえてございませんが、場合によってはまっすぐ苫小牧あるい

は室蘭の方に搬送されるケースもあろうかと思います。これはあくまでもうちの病院に入ってきたという

ような状況でございます。以上でございます。日中だけではなくて夜８時過ぎてから夜中の１時頃までが



ぱらぱらと入ってきて、朝方入ってくるケースが多いです。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、追加の資料も出ましたので、各委員の皆様方から今までの議論の中、

また我々自体がずっと病院の問題で勉強して参りましたけれども、それに関連する事でも結構でございま

す。 

 病院のほうからは結果報告を、指摘事項検討結果報告書というのも昨年の９月に出ておりますので、そ

ういうものを基にして今の病院の状況がどうかということを、我々が正確に認識をするということが極め

て必要かというふうに思いますので、そういう点ございましたら、どんどん出していただきたいと思いま

す。どなたからでも結構でございます。どうぞ。 

 はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） ちょっと確認なのですが、事務系は出ていませんよ。管理人の方というのかな、

夜勤の方がいらっしゃって、料金関係なのですけれども必ず納めていっていただいているのかどうなのか。

前にちょっとお話を聞いた時には、そういうことで払ってもらえない人が結構いるんだという話を聞いた

のですが、その点どうですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 料金計算できる患者さんについては、その場で料金計算をしてお預かりす

るケースも。ただ、入ってこられる状況が必ずしも一様ではないものですから、とりあえず何も持たずに

保険証も持たずに来たと、こういうケースもありますし、ケースによって様々です。 

 それで、料金を実質いただけないというケースもありますので、それについては１月９日の病院開院以

降、精算をしていただくというようなことになっていると。若干、計算できない患者さんにつきましては、

一応預かり金という形で大体 3,000 円から 5,000 円程度については最低お預かりするというような形で対

応しています。ただ、それも財布自体持ってこないでとりあえず来たという方も結構おられますので、そ

ういうケースは結構ございます。以上です。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 107 名の方が来ていますけれども、精算的にはきちんと終わらせてもらえている

状況ということですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 現時点で全部精算が終わっているかは確認ができませんが、基本的には全

部請求はしています。基本的には何がしかのお金を預からせていただいておりますので、今日あたりも書

類を見ていると結構精算の手続を、昨日、一昨日としているようですので、請求はしていると思います。

もうひとつ、当然請求漏れということになりますと、これ病院の経営の問題にも関わりますので、とにか

く請求をしないということは絶対にだめだということで医事のほうへ厳しく指導してございます。 

○小委員長（大渕紀夫君） はいどうぞ、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 何点か確認をしながらお聞きしたいのですが、先ほど事務長の話の中で、看護師

さんを募集しているということで２名の方が決まって、今後２名の方がいるということで４名が確保され

ているという状況ということなのですが、まだまだ人数不足だと言う説明があったのですが、誰かいれば

という話もありましたけれども、今後の病院の体制、どうなるか分からない中で、来る方々というのは不

安を持たないのかとどうなのかというのが１点と。病院側で足りない募集するということは、３月に結論

が出てくるときに病院側としてどういう体制を考えてそういう募集をしているのか、今の現況維持をする

ことを前提に募集をしているのかどうなのかその点伺いたいと思います。 



○小委員長（大渕紀夫君） はい、丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、こられる方不安がないのかどうなのかという話しですが、正直言い

ましていろんな方のお話を聞いて、私自身もスカウトに行くのですよ。行ってずばり言われるのは｢病院

どうなのですか｣と。｢どうなるか分からない所へ行けません｣と言うのが正直な話です。 

 たまたま今回４名の方いろんな事情がありまして、白老でできれば働きたいというような状況とうちの

考えがマッチしたものですから来ていただけることになったということです。 

 それともうひとつは３月にどうなるか分からない状況の中でという話しですが、これが一番私どもとし

ても人材確保のうえで非常なネックになっていると。ある程度いろんな、機械の更新もそうなのですけれ

ども、ある程度の方向性が見えて将来的に、何年後かにはこういうふうにするよということであれば、先

行投資的な意味で人材も確保していくことも可能ですけれども、今の状況の中で正直いってこれ以上正職

員を確保して良いのかどうなのかと言う考えもあります。できれば、正看護師さんも臨時の職員で採用し

たいと思っていますが、ただ正看護師さんとなると｢臨時なら嫌ですよ｣と、｢正看護師なのだから少なく

ても本採用してくださいよ｣と。 

 ただ、若い方なら良いのでしょうけれどもある程度年齢の方になると全体的な人事バランスを考えて、

本当に採用しちゃっていいのかなというところは、正直言いまして師長とも悩んでいます。ある程度方向

性が見えて、こうなるよという絵が描ければ、｢この段階までこのようにしましょう｣という形での対応は

可能かと思いますが、それもなかなか動きづらいというのが正直なところです。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、吉田和子委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 先ほど、看護師さん方も先生はじめ病院関係者はいろんな研修も受けていらっし

ゃるという中で、いろんな経営診断を受けて、シミュレーションもいただいて、病院でも検討会議をやっ

て、病院側としてこういう形でやって行きたいのだというものをその中で、そういう考え方でこうやって

進めていきたいというのをどんどん理事者側に言っていっているというか、こういうふうにやっていきた

いという看護師さん方とか先生方の意見というのは集約とかはしていないのですか今は。 

○小委員長（大渕紀夫君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 例えば、どういう形で理事者へお話しするかと言うひとつの形の問題があ

ると思いますが、それは別にして当然私どもの全体の意識としては、これは院長も町長へはっきり言って

いますが、地域医療をどうやって守っていくのだと。ただ、今のこの医療制度の状況、うちの病院の建物

の状況の中で限界があるというのは事実ですので、それともうひとつはどんなにがんばっても今回の 18

年４月１日の診療報酬改正では、今のうちの病院の機能では、少なくても黒字になるような体制にはなっ

ていないと。ですからどこまで赤字を認めてもらえるのか、その辺の判断もありますし、これから先いろ

んなことを考えていったときに病院としてもいろんな検診機能を持たなければならないだろうと。それも

これもひっくるめて理事者のほうへ一つ一つ率直に病院の内部の声としてお話はさせていただいており

ます。 

 ただ、政策推進会議だとか政策調整会議だとか、そういった場でのお話というのはしてございませんが

町長にも助役にも私のほうからお話はさせていただいております。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、どうぞ。はい他の委員の方。はいどうぞ、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 新聞の出ていたのですが、新冠の病院が有床診療所にすると載っていましたけれ

ども、そのあとのほうに今までのベッド数の療養のベッド数の人だと思うのですが、今後の 2007 年度に

大体目途がついて来るということで他の方法を考えたいというのを、私は老健施設的なものなのかなと自



分なりに解釈していたのですが、大体そういう療養型病床群の移行先として老健というのは本当にこの

2007年度中に見えてくるような状況になっていますか。どういうふうにとらえていますか。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず基本的に療養病床群を特に老健に振り替えていこうと、これは制度的

にはっきり動いています。ひとつはリハビリさん。リハビリさんの場合医療の療養型のベッドを 89 床持

っておられますが、これは介護保険移行型の、今療養型に切り替わっています。ですから、中身的に言う

とこれは老健に転換ということになってきます。 

 問題は一般病床の部分をどうするかということですが、国全体の動き、状況を見ていますと、老健なり

介護施設の整備がかなり遅れているというような状況もあるようですので、国ではどうも一般病床も介護

に転用しても良いのではないかという話は出ているというふうには聞いていますが、具体的にその論議に

なっているかということを調べましたが、残念ながらどこの場面でも出てこない。かなり水面下でやって

いるのだろうなと思っています。 

 例えば、うちの病院の一般病床を老健に転用できるかどうか、これが見えてくるのはちょっとまだ時間

がかかるのではないかと。今の現時点で言えば一般から老健にというのは考えられませんけれども、その

可能性はなきにしもあらずだろうなと考えています。 

 それともうひとつは、今日資料を持ってきてあとでお配りしようかなと思ったのですが、療養病床の再

編いついてかなり具体的に動きが出てきておりますので、国が各市町村長を集めて意見を交換した時の資

料なんかもあとでお配りしたいと思いますが、そういった状況の中、療養の再編についてはかなり急ピッ

チでお金もつけて整備をしてくるのだろうなという感じはしています。以上です。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、他の委員の方どうぞ。はい西田委員。 

○委員（西田祐子君） ご苦労様です。今までお話聞かせていただいた中で、ちょっとこのへんの研修の

ことについて少しお伺いさせていただきたいのですけれど、よく分からないので、ここの中にありますの

は１８年度の研修ということなのですけれども、以前は３ページのところですか、参考 17 年度実績２件、

師長１回、副看護師長１回と看護師の研修のほう入っておりますけれども、ここの看護師さんの研修は

17 年度以前は２回だったと。他のところについてはどうだったのでしょうか。そのこと教えていただき

たいと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず１番目の医師の学会関係ですが、学会名は別にして大体このとおり行

われていると思います。２番目につきましてもこれは例年大体このような中身で行われていると。それと

医師及び薬剤師、新薬の検討につきましては薬局長に聞きましたが、薬の発表の多い時期は、結構頻繁に

開いているそうで、今回は７回だったということです。それと看護師の研修は、昨年は２件でしたけれど

も今回は予定も含めて 16 件、大幅に増えているということです。ＮＳＴの合同勉強会ですが、こういう

形で大々的に勉強会を開いているというのは 18 年度になってからです。小さい形で勉強会は開いていま

すが、これは初めてという形になります。それとＮＳＴの合同会議につきましては去年もずっと実施して

おります。７．その他の研修は、これは 18 年限りです。各種委員会活動につきましては辱瘡、医療、院

内、これらについて 17 年度全部実施しておりますが、医療ガスにつきましては 17 年度から復活したとい

ったほうが正確かと思います。多分７～８年開かれていなかったと思います。記録を見ても開いたという

記録が残っていないものですから、これは私が来ましてから医療ガスの関係ちょっと知識があるものです

から開いたとこんな状況になります。 



○小委員長（大渕紀夫君） はい西田委員。 

○委員（西田祐子君） さっき聞こえなかった 6 番のＮＳＴ合同会議開催状況というのは、これは18 年。 

○病院事務長（丸山伸也君） 今までもやっています。これはスタッフをどんどん入れ換えをしながらや

っています。ですから、例えば９月、半年ごとにメンバーを入れ換えてやっています。もう４代わりです

ね。４クール目が入っている最中でございます。以上です。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい西田委員。 

○委員（西田祐子君） 分かりました。それで実際にこれ研修をされていまして、特に新しいほうの看護

師さんの研修を 18 年度、このように増やしているわけなのですけれども、ここの中で現場のほうとしま

して、看護師さんの声とか、それに関わる患者さんは直接関係あるかどうか分かりませんけれども、いろ

いろな形の中で、実際に実績が上がっているのか、実際に研修を受けた方々の感想というのですか、そう

いうようなものはどういうふうになっていますでしょうか。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、正直に言いまして、うちの病院におられる看護師さんというのは、

大体どこかよその病院を経験されてきている看護師さんが多いわけなのですが、比較的大きい病院を別に

して、病院でこういう研修をするというのは、正直いって知らなかったと言うところが多いようです。 

 それで、こちらのほうからこの研修に行きたい人ということで手を挙げさせて行かせるということはし

ていません。あくまでも、この人間にこういう研修をさせようということである程度の目的意識を持って

やっています。従ってその研修の中身と研修を受ける人員の必要性、この方に行ってもらうことによって

その方の意識改革をしていこうとか、その方をこういった面でのリーダーにしていこうとか、町立病院に

対するもっと帰属性を高めていこうだとか、そういった目的をもって実は私どもとしてはやっています。

入って何年目だから、看護師になって何年目だから、こういう形では実質行っておりません。ただ新任の、

町立病院に採用になってごくごく最近だという方については、これは一般的な例えば公務員としてのあり

方だとか、そういった面での初任者講習的なものには行かせていますが、ある程度目的をもって行かせる

ものについては、特に高度なものについては幹部候補生を育成していく、養成していくという観点からも

高度な知識をもってもらう、高度な技能を持ってもらうといった意味で養成をかけていると、こんな現状

です。 

実際行ってみてびっくりしたと、世の中こんなに進んでいるのだなと言う声も聞きますし、行って目の

前が開けたという話も聞きますので、積極的に出していきたいなという具合な話は師長もしてございます。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい西田委員。 

○委員（西田祐子君） 分かりました。私は病院のことは詳しいこと良く分からないのですけれども、一

般企業というのはこういう研修に行く場合というのは幹部候補生であり、また普通の立場のサラリーマン

社会といいますと変ですけれども、そういう社会の中でやはり自分も将来的にはそういうようなところに

研修に行かせてもらっていて、やはりそこの組織の中である程度重要な立場になれる、そういう組織の中

の一員として良い仕事ができるというような環境作りだと思うのですよね。 

 そういう中でやはり人間的に成長するのも大事ですけれども、周りもそれによって相乗効果というので

すか、組織としての活性化が進められていて、それが結局は良い経営につながっていく。企業は人なりと

いう感じでね。良い企業というのは、良い人材を育てるということだと思うのですけれども、それが目に

見えるような形で町立病院として良い病院であると。そういうような形に、方向性に向かっているのかど

うなのか。その辺はどうなのでしょうか、そこだけをお伺いしたいと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、丸山病院事務長。 



○病院事務長（丸山伸也君） 向かっているか向かっていないかというと向かっています。向かわないと

うちの病院は残っていけないと考えています。それで、やはり一番大事なことは、これはある面では職員

に意識改革をさせていくための手法として使っていると。ですからその人の意識を、例えば技術はあるの

だけれども町立病院に対する帰属意識が薄いだとか、リーダーになる素質はあるのだけれどももう一歩リ

ーダーになりきれないだとか、そういう人がいますのでそういう人にあった研修をきちんとさせていくと。

そのことが全体のポテンシャルを高めていくということにつながっていくという観点で研修は進めてい

きます。 

 ですから、中身を見ていただけると分かると思いますが、非常に幅の広い研修をやっていると思います。

他の病院の看護師さんと会う機会だとか、話をする機会だとか、そういったことも必要になってくると思

いますので、とりあえず機会が与えられるのであればそういった機会を逃さないでやっていこうという形

でやっています。 

 ですから全体として、ポテンシャルを高めるのに頑張っていると、こんな状況です。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、他。ないようですので私からちょっと１、２点お尋ねしたいのですけ

れども。 

今やっぱり焦点になっているのは何かというと、病院の採算をどう上げるかということなのですよ。そ

れで、当然今の報告では４名の正看護師さんが確保できるという状況だと。臨時職員でも構わないでしょ

うけれども。やっぱり正看護師さんが増えていかない限り、保険点数が上がっていかないわけですから、

ここのところがひとつあるのですよね。同時にこれは新たに正看護師さんだけが入ったのかどうかわから

ないのだけれども、臨時の人も本採用するという意味なのかちょっと分からないのですけれども、そうす

れば必ず正看護師さんをたくさんとると、例えばヘルパーさんだとか准看護師さんが違う仕事に廻らなけ

ればだめだという状況になりますよね。ですから、そういう人事管理をどういうふうにしているのかとい

うのが１点です。 

同時に、一定の入院患者に絞ると。なるべく入院患者増やさないと。それはどういう意味かというと正

看護師にあわせた入院患者にして、点数を 800何点から 1,500点なら 1,500 点、もっと上げるなら上げて

いくという、私は操作をしないといけないと思っているのですよ。それが病院の採算性を上げるための現

状でできる最大の収入増になると思うのです。そういう点をどのように考えてどう実行しているかと。 

そういう点からよくともう１点だけ、院外薬局と院内薬局で、白老の町立病院で言えばどちらが利益が

上がるのか、例えば院内薬局をやめて院外にしたほうが病院としての利益が上がるのであれば、多分それ

は町民には負担が多くなると当然思います。思うのだけれども、病院のサイドで見たときにどちらが利益

があるのかと、そこもきちんと検証されていると思うのですけれども、そういう収入対策をうんと町民の

皆さんや議員の皆さんや役場の職員の皆さんに分かってもらうということが、私は最も必要だと思ってい

るのですけれども、その取り組みについてどのようになっていますか。 

はい、丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず１番目と２番目の看護師の配置の問題、職種転換の問題、それといか

に診療報酬を上げていくかと。ちょっと関連があるので一括してお話をさせていただきたいと思うのです

が。 

 今、うちの病棟につきましては２階・３階の病棟で別々にやっています。別々にやるということは、例

えば夜勤の問題をとっても、同じ人数の看護師を確保しなければならないと、こういう問題がひとつござ

います。 



 それと、先ほど言いましたとおり非常に看護師の確保、特に正看護師の確保について苦労しているとい

うような状況であります。それで、今病院の内部に外来に置いています正看護師もひっくるめて、大々的

に看護師の再配置をして、正看護師の再配置を行って、いかに診療報酬を高めていくかということについ

て考えていかなければならないと。 

 今案として全体で検討しているのが、療養病床 16 床、これを３階に集約をすると。３階にあった一般

病床の部分を２階に全部集約をすると。つまり２階は一般、３階は療養と。こうすることによって、ひと

つは療養病床につきましては、うちの現状の患者さんの入っている状況、体の状況等を見て、残念ながら

当分、高い新療報酬を得る状況にはならないと。これは介護度の診療区分が１から３、そしてその状況に

よってＡからＥまでの５段階になっていまして、どうしても区分１の方が８割近くおられるというような

状況のなかで、当面診療報酬を上げる条件にはならないだとうと、無理だろうと。 

 そこの部分は、診療報酬上は止むを得ないとしておいて置くしかないと。そうしたら、いかに一般で稼

ぐかと、ここの観点からやっていこうと。そうすると今現状で特別入院基本料といいまして、特別入院料

で１日あたり 575点、5,750円ですが、これを正看護師を再配置をして夜勤 72 時間、それと 13 対１にク

リアすると、1,092点になります。約倍になります。これを手元に資料お出しできないのですが、12 月の

述べの患者さんの数からいいますと、現行では 840 万円くらいの報酬を 13 対１にすることによって 1,600

万円。約倍にすることが可能になってくると。 

 この段階でもしもこれを 13 対１ではなくて、10 対１に更に確保できるのであったら、これは去年より

もはるかに収入が上がると。こういう状況になりますので、これは当然我々としては 10 対１を目指した

いけれども、残念ながら看護師を十分に確保できないと、こういう状況がありますので当面 13 対１をな

んと確保しようということで今考えています。それによって、当然正看護師は病棟に再配置をします。正

看護師との人数の比率が 70％という時間的なしばりがございますので、当然あぶれて出てくる准看護師

が何名か出てきます。これについては、ひとつは外来に降りていただくと。もうひとつは外来を含めて病

棟にはおりませんけれども、臨時の准看護師さんが何名かおりますので、３月末で順次雇用止めをしてい

くと。こういう形の中で整理をしていこうと。そうしないと、これ以上の診療報酬を上げるということに

はつながっていかないということで、今師長と人員の配置も含めて検討作業中です。 

そうしないと赤字いつまで垂れ流しをするのだとお叱りも受けますので、そういう取り組みも進めてい

きたいと思っております。大体 13 対１が満足できると、今の外来患者の伸びから見ますと、大体 17 年度

並の収入は 19 年度確保できるのではないかと、このような見込みになっていますので、全力を挙げて 13

対１をまず確保して、さらにはなんとか 10 対１を目指していきたいなと考えて取り組みを進めている最

中でございます。 

若干休憩をいただけないでしょうか。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、暫時休憩をいたします。 

 

休  憩 （午前１０時５８分） 

 

再  開 （午前１１時１１分） 

 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 私が聞きたかったのは、薬局の話はそれで結構ですけれども、結構ですという意味はそこで利益が出て



いるという意味です。そこのところを、そういうことをきちんと町民や我々に教えていただくと。 

さっきから議論になっている部分なのだけれども、薬局もそうですけれども、入院患者を減らして、僕

は極端なことを言えば外来というのは准看護師さんでいいのであれば全部准看護師さんに、正看護師さん

は全部入院病棟に上げちゃうと。極端なことを言えばそれにあった入院患者はこれだけだからそこまでに

すると。僕はそういうことを町民との合意の中で本当に町立病院を生き残らせるためにできないのかと。

極論です。極論なのだけれども、僕はそういう極論が今白老の場合必要だろうと。そういうことを例えば

病院が発信するのか、町が発信するのか、どこが発信するのか私にはわかりません。 

ただ、そういう議論に詰まっていかないと、この問題はいつまで経っても解決できないだろうというの

が私の考え方なのですけれども、この点あたりはもうちょっと病院側としてアピールして、こうやってや

りたいと。正看護師さん来てくださいというのは広報にも載っているといっていましたけれども、あらゆ

る機会を通じて、本当に町立病院を守るという姿勢でやるのであれば、そういうことが必要だし、もうち

ょっと強力にやられたらいかがかなと思うのだけれどもどんなものですか。 

はい、丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 休憩前の院内薬局と院外薬局の関係の話しですが、現状では院内薬局で十

分利益が出ておりますので、現状では院外に薬局を設けるという考えは持ってございません。ただ、これ

もここ２、３年の医療費の改定等の状況を見てくると、こういう状況がいつまでも続くとは思っていませ

んので、しかるべき時期に院外薬局ということも十分考えなければならないと。当然想定に入れていると

いうことで回答させていただきたいと。 

 それと、もうひとつ今のお話ありました件につきましては、すべて外来を准看護師というわけには医療

技術の面で、あるいは管理する面ですべていきませんが、それに近いことはやっぱりやらなければならな

いと思っています。人的資源を２階病棟にきちんと集中をして、とにかく夜勤の 72 時間をすべてクリア

することによって 13 対１は何が何でも確保しないと、うちの病院自身が生き残っていけないと。これは

明らかでありますので、そのことについては具体的に取り組みが決まった段階で、また町民の皆さんにも

きちんとお知らせをしたいと思っています。 

 ただ、現状でいいますと大幅に、例えば入院患者を制限するという状況は必要ないだろうと思っていま

す。正直申し上げまして今までの状況ですと、入院の必要性が低い方を結構入れているようなケースもあ

りますので、そういったこともある程度整理をさせていただければ、大幅に一般病床の入院患者さんを制

限する必要はないだろうなと思っています。 

それともうひとつは、ある程度更に方向性が定まって、ある程度看護師さんがきちんと確保できるとい

う状況になれば、これは当然 10 対１に持っていきたいなと思っています。ただ、現状でいいますと、今

の２階、３階に分かれた病棟態勢をとっていく以上は、人件費はかかるという状況になります。ですから

経営分析のシミュレーションにあるとおり、外来部門は別としてとにかく一病棟体制を何らかの形できち

んととっていかないと、これ以上経営の収支を採っていくことについてはちょっと難しいと、こういう判

断をしていますので、ぜひなんとか一病棟体制を取れるような形での展開を病院としては考えていきたい

と、院長以下そういうように考えてございますのでぜひご理解をしていただきたいと思っています。以上

です。 

○小委員長（大渕紀夫君） 僕そこら辺が、かなり大きな問題だろうなと思って見ていたのですけれども、

今のことに対してご質疑ございます方、いらっしゃいましたらどうぞ。はいどうぞ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 小委員長のほうと、今日のこの調査の項目の中には、やっぱり非常に理解ができ



る話しになっていると思うのですよ。この特別委員会でも全体で同じような説明と質疑をしていきたいな

と思うのです。これについてはそれだけです。 

 別にひとつ良いですか。 

事務長のほうからもいろいろ説明を聞いて、研修等々についてもかなり意識を持ってやられているとい

うことは理解できるのですよ。一方通行のような気がするので、事務長とドクターの思い入れで病院スタ

ッフ含めて特にナースのところで関わっていると思うのですけれども、最終的には意識を持ってもらうの

だということで進めているのだと思うのですけれども、吉岡のほうから当初あったＯＪＴ。この部分がか

なりウエイトを占めていると思うのですよ。このＯＪＴについて、具体的な院内の取り組みというのは考

えられていますか。言っている意味分かります。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） ＯＪＴの実施の具体的な中身といいますか、それに関しては、１つは特に

看護師の部分で言うと、主任会議をひっくるめて、看護師の会議の中でも様々な課題を出して検討はして

ございます。それについては私どものほうから｢ああせい。こうせい。｣という口出しは実はしていません。

あくまでも看護師自身の中の問題提起をしていただいて、様々な問題についてやっていく必要があると。

ただ、私の目から見て、例えば医療事故の防止の問題だとか、様々な看護師の課題等があるなと。医療技

術上の課題がかなりあるなと。問題はそのことに関して院内教育をもう少しどうやって、やっていくのか

もう一歩考えていかなければならないと。こういう課題はあるなと思っています。 

 今年はとにかくいろんな形の中で研修を受けさせて、問題意識を持たせて、帰属意識を持たせて、ある

いは中堅、あるいは将来幹部になる幹部候補生の養成もひっくるめてやってきましたので、19 年度は少

し院内研修もひっくるめていろんな課題を個別に実施研修ではなくて、極端なことを言ったら、師長にも

言っているのですが、必要だったら時間外を出して研修をやらせろと。必要な人に必要な研修をさせろと。

極端な言い方ですけれども、それで指名をして出て来ないのなら、悪いけれどお引取りしてもらえと。本

来であれば自分たちの問題として自ら進んで出て来れるような意識作りをしていかないと、何をやっても

無駄だなと思っています。 

 ただ、それは看護師に直に言える話しではございませんので、私としてはそういう場をきちんと作って、

下地を作って、それに乗って行く人と乗らない人をはっきりさせていく必要があるのではないかと。そう

いった意味でいろんな取り組みはやっていく必要はあると考えています。 

○小委員長（大渕紀夫君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 事務長の決意と方向性というのは間違ってもいないし、個人的にはそういう方向

で進んでもらいたい。それが僕の切なる願いで、それが逆に町民にも理解され、信頼される病院に変わっ

ていくのだ。僕はそう思うのですよ。ただ、僕は見ていると、局長の危機意識のレベルと看護師さんの危

機意識レベルとはかなりかい離があるのではないかなと思うのですよ。職場がなくなるという意識を持た

すというところまで追い込むのは失礼な話かもしれないけれども、そういう意識。｢公なのだからどうに

かなるのだわ｣という意識は取り去ってもらわないと、この研修も今言ったように｢出て来ない人はいいよ。

それはこうなるのだよ。｣ということもやっぱり示していかないと、実体験ではないと思うのですよね。 

 その辺のところ、ドクターと含めて事務長は打ち合わせをしていると思うのですけれども、院長もそう

いう決意なのでしょうかね。客観的な見方かもしれないですけれどもどうですか。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、正直言って意識にかい離があるというのは事実だと私自身も思って



見ています。ただ、特にうちの病院での経験年数の古い方は特にそういう傾向が、残念ながら見受けられ

ます。最近入ってこられた方は「こんなので良いのかい」というような意識を持っていますので、そうい

った声をつぶさないようにかなり気配りをしています。正直言ってつぶされてやめられた方もいます。そ

れは本人の問題があるかもしれませんけれども、他の病院から来て｢なんなの｣ということで出て行かれる

ケースもあります。 

 もうひとつは、多分今回の病棟の再編をやるときに、かなり人を動かす予定でおりますので、その辺が

ひとつの転換点になるのではないかと。説明しているのは、もうこれをやらないと病院は持ちませんと。

それ一辺倒です。余計な説明をしないで、もうそれしか言わないと。それしかないだろうなと思っていま

す。そのことは今週の火曜日、仕事始めの日に院長をひっくるめて幹部で打ち合わせ会議をやりましたと

きに、院長もとにかく不退転の決意といいますか、そういう考えを持ってやらないことにはどうにもなら

ないでしょうと。そのことについては医局としても全面的にバックアップをしていくから、師長考えてく

れと話をしていますので、具体案がまとまり次第全体会議をきちんと開いて共通認識をしていくと。その

際に、「これができなければ何をしようが、かにをしようが、うちの病院はだめですよ。」と。そういった

ものはきちんと言っていきたいなと思っています。 

○小委員長（大渕紀夫君） 他。良いですか。はいどうぞ、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） ちょっと話が飛ぶのかもしれないのだけれども、いろいろ運営主体という話の中

から、一部公益だとか民間委託だとかということになる話もあるのだけれど、今の現状のままで、変な話

なのだけれども、看護師さんを含めて医療スタッフの給与体系というのは条例で決められていますよね。

この中で、一生懸命やる人には付加をつけるというような話。これだってギャランティーをあることによ

って労働という対極もあるわけですから、一生懸命やらないのにはそれなりの報酬しか払わないという方

向性というのはどうなのでしょうかね。院内のいろんな話の中でそういう検討というのは出る話しになる

のでしょうかね。 

 今いる、既前は下がることはないけれども努力することによってギャランティーが上がっていくと。そ

ういう話しで、例えば意識改革だとか経営改善に努力された方については評価をしていくという話、人事

評価になっていくのかなとは思うのだけれども、この考え方も必要になるのではないかと思うのですけれ

ども、そのへん事務長はどう思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 正直言って現行の制度体系の中ではかなり難しいと。院長もはっきり口に

出して言っているのです。だからなんでそれができないのだと言われて、やっぱり私としても頭を抱えて

いるところがあります。問題は、これは私どもが最終的に結論を出すか出さないかは別にしても、全適を

やることによって、そういう考えも入れてやっていくことも可能になってくるだろうし、ただ経営主体の

話は、病院のあり方と別な話しになりますので、そういうことも可能だと思いますが、正直言いまして技

術的には現状ではかなり難しい。ただそういう意識は、私も持っていますしドクターも持っていますし師

長も持っています。厳しいけれどそういった面では非常にやりづらい。ある面では自治体病院の限界かも

しれないなと思っています。そういう感想は持っています。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、暫時休憩をいたします。 

 

休  憩 （午前１１時２６分） 

 



再  開 （午前１１時２７分） 

 

○小委員長（大渕紀夫君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

はい、他どうぞ。はい吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ずっと今お話しを伺っていて、事務長の立場として公的病院を存続していくため

のいろんな手法を、今考えられていると。 

 ２点聞きたいのですが、今病院の総合相談窓口の中で、退院されるときに帰ってからの心配、私たちも

いろんなところで施設研修してきたのですが、院外ベッドという考え方の院外処方の三連携になってくる

のですけれども、そういったことでの現時点でのそういったものが目に見えてきたものとして、どういっ

た実態があるのかどうかということが１点と、今確か検診の待合室を手をかけているのではないかと思い

ますけれども、この間のいろんな説明のなかでは、なかなか人口減も含めて患者数の増というのは見込め

ないという、減の状況を出していますよね。私はこの検診事業がきちんとなっていくことで患者数が増え

てくる可能性もあるのではないかと思いますが、検診に対しての町立病院の姿勢と、数的なものどういう

ふうに見込まれているのか。その辺あればお聞かせ願いたいと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 総合相談窓口の機能アップというか拡充については、私どもの検討課題の

中にも１つの大きな項目となって出ています。これから地域包括ケアだとか、地域の中で医療・介護・福

祉をどうやって連携させていくかというのはますます重要なポイントとなってくると思います。 

 問題は病院が今、正直いって総合相談窓口に主幹がいますが、そういった機能を全く現状としては有し

ていないと。少しずつ機能はしていますけれども、トータルな面でその機能は有していないということに

なりますので、これから病院が生き残っていくためにはその辺の連携機能が当然必要になってくるだろう

と。そのためには、１つは訪問看護ステーション。これ今いきいき４・６に道の事業団でありますが、こ

ういった機能を例えばうちと直に直結させていく。可能であれば同一建物の中に入れて一体的に運用でき

ていけば、病院としては新たに人を雇うだとか新たな組織を作るわけではないですから、そういった面で

はかなり有利になるのではないかな。そういったことも必要ではないかな。 

 それともうひとつは、特養・老健、これとどうやって連携をさせていくか。それをやることによって、

特養もあるよ、老健もあるよ、さらには在宅もあるよ。在宅は訪問看護と訪問介護でカバーをしていくよ

と。その全体をコントロールする機能を、病院のどこかにきちんと持てば、これは病院の収支経営の面か

ら言ってもかなり有益な手法になるだろうなと。 

 多分、涌谷とか藤沢あたりが同じような手法をとられているのかなと思いますが、私のイメージとして

も同じようなシステムを取れないのかなというイメージは持っています。 

 それともうひとつは検診事業の関係ですが、今工事進んでおります。ただ、既存の建物なものですから、

コンクリートの壁が厚くてそれを壊すのにちょっと時間がかかっておりまして、かなり作業が手間取って

います。その検診事業全体に対する考えですが、当然収益の柱として人はいます。機械もあります。あと

はいかに患者さんを、利用者を呼び込むか。これには来ていただくためのプラスアルファ。｢町立で安心

だな｣という安心感をどうやって持っていただくか。これはやっぱりひとつのセールスのポイントにもな

るかと思います。 

 それと、多分まだ話しは出てきていないかと思いますが、平成 20 年度以降老健事業がかなり変わって

きます。平成 20 年度以降の町全体で、老健事業に関わる健診が義務化されてきますと町自身が相当な人



数の健診を受けさせなければならないと。問題はその受け皿を私どもの方でやらさせていただけるのかど

うなのかなと。そうなると、考え方としてですが、例えば町立病院プラス町立健診センター的なことも考

えて良いのではないかと。町立病院の中に町立の健診センター機能も兼ね備えて、できればお医者さんの

資源を有効に活用できることができないのかなと。約 4,000人くらいの健診者が毎年健診が必要になって

くると思いますので、4,000 人の健診ですからこれは病院としては非常においしい事業だなと。それであ

れば１名お医者さんを別途確保しても、他の人間ドックだとか、他の企業健診だとかそういうところへ十

分活用してもこれは合うなと。もし確保できればですね。そういったことも考えながら事業展開も考えら

れるのかなと思っています。いずれにしましても現状の中では、とにかく健診事業にある程度力を入れて

いかないとつながっていきませんし、収益にもならないと十分理解していますので、その点は進めていき

たいなと思っています。以上です。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 健診のほうなのですけれども、今事務長が言ったようにそういうことができれば、

365日健診はいつでもやっていますと。そうすれば何か体調が悪くなったときに町立病院でまず健診をし

ていただこうと。それがまた何かあったときにつながっていくとなると思うので、これは本当にどういう

形にせよ見えてきているものはガッチリ掴むと。そういう体制作り、そのためには病院の今の体制でいい

のかどうなのかというのが目に見えてくるのではないかと思うのですよね。 

 １千万円かけて直しただけで、それが通るのかどうなのか。それができる状況になるのかどうなのかと

いうことも、今後検討しなければいけないのではないのかなというふうに思います。 

 それから、訪問看護（在宅）、これは点数が高いのですよね。他のほうの病院は 365日、24 時間体制で

やっていますというけれど、先生の訪問の診断というのは１ヶ月に１回で良いのですよね。だからそうい

うことを考えると、私は本当に重点的に訪問看護が持てて、やっていくべきではないかと。そういったこ

とをどんどん表に出してやっていく、やらなければならないと言う、見えてこなければならないという状

況になるのではないかと思うのですけれども、それをどうもって行けばいいと考えていますか。 

 ただ今は、委員会でのお話しなのですが、これが理事者側だとか政策推進室とかにどんどんこういうこ

とがあるということの連携がとれているのかどうなのか、そのへんどうなのでしょう。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい、丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、１点目の健診の関係ですが、これも今年の仕事始めの、その後の院

長との話しの中で、幹部会議の中で、必要に応じて健診車を１台買っても良いじゃないかと。特に企業検

診なんかで喜ばれるのは、朝６時に出ていって病院の始まる前に帰って来れば良いじゃないかと。そんな

ものを投資して考えたって安いじゃないかと。それはいろいろ手法はあると思います。問題は投資して、

職員・医師もひっくるめて、きちんとやっていただけるような体制が取れれば、これは相当なものがある

だろうなと思っています。 

 それと、もう１点の在宅、問題は在宅の部分をどうやって担うのか。それは三連携の推進会議の中でも、

実は話しは以前にはしています。三連携の方針というのが裏返して言うと、まさに病院のあり方について

僕は書いたつもりでいるのですけれども。三連携をきちんとやっていくことによって、福祉も病院もきち

んと成り立っていくはずなのですよね。現にそうやって成り立っているところが全国たくさんあるわけで

すから、それをモデルにしない手はないなと思っています。そのことは多分理事者も意識はしていると思

いますが、具体的に町立病院全体、医療・福祉・三連携もひっくるめてどういう方向性に向けていくのか

な。単純に病院の赤字だけではなくて、これからの健康を守っていくために、町長の政策としてどういう



形でまとめていただけるのかなと。それに対して私どもはこういう方法もあるのではないのかなと言うこ

とは申し上げていきたいなと思っています。 

 もうひとつは、かなり正直な話しをしまして、病院の業務をやりながらこういったものもやっていくと

いうのはかなり厳しいのですよね。ですから、僕がいるかどうかわかりませんけれども、できればそうい

ったきちんとしたシンクタンクひっくるめて、政策推進室なら政策推進室に、本当に病院の内部に病院の

経営改善室だとか、岡山の市民病院なんかは、経営改善室を作って病院の内部で、職員と直に論議をしな

がらやっていますので、そういったスタッフも短期間、もし方向性がある程度決まれば１年とか２年とか

そういう形の中できちんと方向性をまとめてやる必要があるのではないかなと。 

 病院職員全体の意識の底上げというのは、現場で現場の職員とフリーにトーキングをして全体政策を理

解させていくということはどうしても不可欠になると思いますので、特に三交代職場ですので、であれば

役場の中にぽつんといるのではなくて、病院に行って病院の中で現場の話しを聞いて、今の医療状況はこ

ういう状況だよと。医療政策はこうなるよ。だからここで頑張らなければならないのだよという話しをき

ちんとするスタッフを置かないと、正直言って難しいかなと思っています。以上です。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今のお話し伺っていて、涌谷町もそうでしたよね、いきいき４・６の健康福祉課

がドンと病院の中に入っていると仕組みみたいなのです。訪問看護ももちろん入っていますしね。だから、

本当にそうすると実態が全部見えてくると。病院の内容も理解しながらっていう感じでね。検診事業もそ

ういうことも全部含まれてくるでしょうしね。だから本当にそういうふうに考えると、病院をどう生かす

かによって方向性が見えてくる。その病院の必要性、公立病院の必要性がこういうことだから収益を生む

ので、赤字を解消することももちろんなのですが、そういった意味での病院のあり方というのをもっと誇

示していかないと、見えてくるものが何か赤字だからいらないのではないか。続けられないのではないか。

そんな感覚的なものがどんどん覆いかぶさってきているような気が私の中ではするのです。 

 そういったものを、さっきおっしゃったように政策推進室はいろんな情報を得て、違うほうに進んでい

っているのではないかという気がしますしね。分かりませんけれどもね。そういったものを総括的なもの

を、それは誰が音頭をとるのか分かりません。誰か指針になる人が出てこないといけないのかなと思いま

すけれども。やっぱり病院を良く見えている事務長が声を上げるのか。よく分からないですけれども、全

体的な連携というのは今後やっていくべきだというふうに思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） はい他。ここで特別委員会があるわけですから、我々は予備調査をしている

わけですよ。何が今一番必要かということをきちんと洗うということなのです。それを議員全体の認識に

できるかどうかというところが実態を正確に把握した上で、そういうふうにする。 

 最後に吉田委員がおっしゃいましたけれども、もちろんお金だけではないです。病院の経営問題だけで

はないですよね。町民の健康を守るためにどう考えるのかということがありますから、ただ今一番言われ

ているのはそこの部分ですから、そのことも含めてやっていかないとだめなのです。公立病院があること

が良いと言うだけではだめなのですよ、今の我々の議論の仕方というのは。 

 ですから、そこら辺の整理を我々がどうできるかということなのですけれども、今そういう話しもござ

いましたから、一つは入院患者と正看護師さんの関係、これはここの場ではないかもしれませんけれども、

もうちょっと意見が必要だと思います。もっともっときつく、厳しく、どうやれるのかということはシビ

アに我々も聞いて、やってもらうと言うこと。これが一つ改革の大きな柱になります。 

 それから、薬局の問題については言った通ですから結構でございます。 



もうひとつは健診なのですけれども、これは財政面と全体の面の問題と２つあるのです。4,000 人とい

うのは私も聞いております。4,000 人という数は膨大なものです。これを一手に町立病院がやれるとなっ

たら、これは三連携推進そのものなのです。ですから私は健診車を買うことも含めて、可能性は十分ある

と思っています。 

 いろんなところが、いろんな民間病院で検診をやっておりますけれども、町立病院でやりたいといって

いるのだけれども、車でくるのが大変だと。他のところは全部車で迎えに来てくれるとかなんとかって、

実際にそういう話しを僕は聞いていますから。ですから、本当に病院のスタッフの皆さん方が、このこと

を考えてこれをやろうとなったとき、セールスをやるのは病院の皆さん方ですよ。あと我々ですよ。 

 本当にそういう構えになっていくかどうか、同時にその採算分岐点は熊谷委員がおっしゃった経営主体

の問題につながるわけでしょ。そこのところを我々、相当シビアにやらなきゃいけないという部分なので

す。意義と採算というのはすごく矛盾しそうだけれど、ここのところをどこで接点を作るかというのが、

今我々にかなり大きく求められていると思っているのですよ。議会にですよ。そのことを特別委員会の中

で明らかにするために今の会議をやっているということですから、そこら辺を整理した上で、病院との関

係で言えばですよ。特別委員会をやったほうが良いのではないか。大体それくらいのまとめかなと。 

 ただ、もうひとつ必要なのは、今の病院の状況を再度我々小委員会のメンバーが見たり、また事務長以

外の検査だとか、薬局だとか、病院の関係者と懇談をしたり、そういう部分との話し合いが本当に必要で

はないか。これ遅れたら､多分後で悔いを残すと言うことも起きる可能性があります。３階と２階の関係

だとか、健診の関係だとかを含めて、我々がもっとよく病院の中身を理解するということが必要ないかど

うか、そのあたりが残されているのと、健診の部分は体制を含めてもうちょっと見えないですね。最後の

特別な経営改善室等々含めたものを考えるのか、いきいき４・６との関係ですね。そこを病院の先生、ド

クターに本当に一肌脱いでもらわなければだめな時期ではないのかなという気もします。そこは病院、政

策推進室入らない中で、このメンバーで議論はしたいと思いますけれども、そこらあたりがもうちょっと

見えないと、ちょっと深い議論にはないっていかないのかなと言うような気がしております。 

 大体病院の関係についてはそれくらいでまとめて、特別委員会に諮っていくというような形にしたいと。

必要であれば小委員会あと１回くらい、病院との関係でやる必要があるのかなというふうには思っており

ますけれども、今日の状況でかなりの部分が見えたというふうにも言えると思いますので、病院との関係

については以上で結構かなというふうに思っておりますけど、皆さんのご意見を伺ってよければそれで終

わるというふうにしたいと思います。 

 今大体、私が言ったようなまとめの形の中で進めると言うことでいいですか。はいどうぞ、根本委員。 

○委員（根本道明君） 今、小委員長の言ったこと、そのとおりだと思うのですが、最後のほうでいきい

き４・６との連携の話しが出ましたけれども、これは別にお金をかける話しでも何でもない。このことは、

ぜひ、すぐにでもいきいき４・６と話し合いを持って、今の白老町の在宅の人方がどのようになっている

のか、どのように病院側は把握しているのか。いきいき４・６側はどのような考え方でいるのか、そこら

辺のことはぜひ進めていただきたいと思います。 

○小委員長（大渕紀夫君） 事務長何か言うことはありますか、今の。はいどうぞ、丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 現状でもすでにいろいろやっています。具体的にもう進めています。それ

をやらないと病院業務はやっぱり円滑に動いていかないといった状況がありますので、これはやらせても

らっています。 

 ただ、先ほど言いましたとおりスタッフの数の問題、それとうちの病院のスタッフができる範囲の問題



もありますので、それについては今後の課題というのはあるなと意識していますが、個別にはもうすでに

やっていますし、必要なところについては随時電話もしますし、来ていただきますし、こちらも出て行く

と。あるいはうちの担当主幹が直に患者様のお宅を訪問したりと、そういったこともやっていますので、

すでに取り組みは進んでございます。言われるようにより密度の濃いものにはしていきたいと考えており

ます。 

○小委員長（大渕紀夫君） よろしゅうございますか。今の問題で言えば指導形態の問題が一番大きく残

っていると思っているのですよ。ですから、やっぱり病院の院長さんが、いきいき４・6 のセンター長に

なるとかね。何かそういう形を考えて指導形態が、今はこういう指導形態ですから、この上にこれがない

とだめだと僕は思っているのですよ。それは何度も何度も指摘しているのだけれども、なかなか動いてい

かないからそこら辺も含めて特別委員会の中で議論したほうが良いのではないでしょうかね。 

 まとめはそのような形で、病院との関係については今後そのことも含めて、もう一度やるかどうかとい

うことは検討したいと思いますので、そういうことで締めさせていただいてよろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○小委員長（大渕紀夫君） 病院関係の方、何か言うことがありましたらどうぞ。いいですか。 

 はいどうぞ、丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 事務長は議会やこういう委員会に呼ばれて、様々いろいろ発言あるいは回

答させてもらっていますが、うちの職員は職員なりに本当にいろんなことを考えています。そういった思

いと言うのがなかなか議会の議員の皆さんにも伝わっていきませんし、また事務長と見解が違うものもこ

れはっきりありますので、そういったものもぜひなんとか、病院のスタッフもそれなりに考えていますの

で、ぜひ聞く機会を設けていただきたいと。 

 ただ、申し訳ないのですが、月・水・金曜日の午前中は、職員現場も入っていますので、とりあえず午

前中は勘弁していただきたいと。できれば前もっていろんな振り替えをさせていただきますので、午後３

時以降であれば十分に対応させていただくことは可能かと思いますので、もしできればそういう配慮もし

ていただければありがたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○小委員長（大渕紀夫君） そういうことで、午前中の病院との調査事項については以上で終わらせ、１

時から再開しますけれども、午後からは政策推進室との調査というふうにしたいと思います。 

 なお、本日は昼食を用意しておりませんので各自、行って昼食をとっていただきたいと思います。 

 それでは、休憩をいたします。再開を 13 時といたします。 

 


