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○委員長（吉田和子君） 本日は地域包括支援ということで、町民課、健康福祉課、健康福祉課の

介護保険担当、町立病院と４課の方においでいただきましてありがとうございます。 

                                          

    ◎開会の宣告 

○委員長（吉田和子君） ただ今より、民生常任委員会を開会いたします。 

                                          

○委員長（吉田和子君） 本委員会については傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

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

おいて傍聴を許可いたします。それでは、所管事務調査に関わる資料を皆さんの手元に前もって届

いておりますけれども、まず、その説明を受けていきたいと思いますので担当課の方よろしくお願

いいたします。五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） お手元に三連携の関係で資料を配付させていただいていますけども、

一枚目はですね、これは三連携の個別事業というか重点項目を４項目載せてございます。それから、

２ページ、３ページ、４ページはいわゆる三連携の13 項目、これについての現在の進捗状況等を載

せてございます。それと、資料として病院のいわゆる待合室の改修の関係、それと、病院の総合相

談窓口の関係、これが事前に配られているかと思います。今日またヘルスアップ事業ということで

もう一枚、皆さんのお手元のところへ配られているかと思いますけども。事業としてはですね、一

つひとつ個別にお話をするのがいいのか、それとも、事前に配られているのである程度皆さんの方

で目を通していただいている部分があろうかと思います。我々、事務局としては一つひとつ説明で

はなくてですね、そちらの方から申し訳ないのですけども、これについてもうちょっと詳細が聞き

たいということであれば、それに対して担当の方で答えていくというふうにしたいなと思っていま

した。それでよろしいでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 概略の説明は受けなくても、皆さん、この資料を読まれて質問事項は考

えて来られたと思いますけど、どうですか、概略的説明を受けなくても大丈夫ですか。よろしいで

すか。ヘルスアップ事業の方は後ほど説明がありますか。これはどうなのでしょうか。山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） うちの方で13 事業のうちの詳細の部分なのですね、改めて資料を

つくりましたので、ちょっとこの部分だけご説明をさせていただきたいというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） わかりました。では、先に国保のヘルスアップ事業の方の説明をいただ

いて、そして、前もっていだたいた資料と総括して質疑をしていきたいというふうに思いますけれ

ども、そういうことでよろしくお願いいたします。山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） それでは、13 事業のうちの健康福祉課で関わっている事業の詳細

をまとめたものでございます。詳細については坂東主幹よりご説明しますのでよろしくお願いいた

します。 

○委員長（吉田和子君） 坂東主幹、お願いいたします。 
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○健康福祉課主幹（坂東道子君） それでは、１ページ目でございます。国保ヘルスアップ事業の

中身について、ご説明させていただきます。下線にご覧いただきますように、生活習慣病健診によ

り把握された糖尿病等の予備軍に対し、個別健康支援プログラムの実施、事業の分析・評価を行う

ということで、これが主な国保へルスアップ事業の中身でございます。特にこちらの図に書いてご

ざいます、左側の円の中に書いております境界領域期と言いまして、いわゆる、今、盛んに新聞等

でもありますようにメタボリック、内臓脂肪症候群を中心として肥満・高血糖・高血圧・高脂血症

などの発症前の人ですね、まだ治療していない発症前の人、あるいは生活習慣を改善することによ

り内服治療を少なくする人の境界域の方を中心に国保へルスアップ事業として生活習慣病の改善に

取り組む事業でございます。これにつきましては、先だってお渡ししているＡ３の大きな紙に書い

てありますように進捗状況としては、春に健康診断を受けた方の中で境界域の方が24 名、それから、

秋に健康診断を受けた方の中からこの事業に参加した方が 18 名、計 42 名の国保へルスアップの参

加事業でございます。 

 次に２ページ目をご覧ください。２ページ目は個別健康支援プログラムの流れでございます。大

変小さくて申し訳ないのですが、健康診断を出発としてメタボリックの方、あるいは高血糖群の方

を対象に、対象の方が 77 名ほどおりましたけれども、実際に参加していただいたのが、春の分が

24 名でございます。町立病院の健康診断をお願いいたしまして、それから、猪原先生にもお願いし

まして、さらに詳しい健康診断を受けていただいて、その中から結果説明ということで先生にも講

話をいただきまして、８月の末から11 月の末ぐらいまで生活習慣の改善の取り組みをしていただい

て、その中で３ヶ月ぐらい実践していただいた中から12 月にさらに動脈硬化予防健診ということで

効果判定の健康診断を受けていただいているというような状況です。この春の健康診断を受けてい

ただいて、国保へルスアップに取り組んでいただいた方が、まだ今、評価が分析中なのですが、だ

いたい体重の減にも繋がってコレステロールとか、あるいは糖尿病の HbA1c という高血糖の方とか

の改善をだいたい７割から８割、効果を見ている状況にあります。それで、今、18 名の方は３月ま

で取り組んでいただいている状況にあります。 

 次に３ページ目でございます。資料３、国保・多重、重複受診者に対する訪問指導事業ですが、

これは下の表１に１番から19 番までの方の簡単な状況について記載してございますけれども、多重、

重複受診者訪問指導を終了した19 名のうち、男性が５名・女性14 名のうち、70 歳以上の受診者は

69％を占めて、だいたい高齢化に伴い受診の機会が多くなるものと考えております。特に町外の医

療機関ということで黒丸を付けてございますけれども、だいたい町内と町外ということで併用して

受診している傾向にあります。１番から 12 番までの方は降圧剤あるいは、いわゆる眠剤とかですね、

高脂血症の薬だとか、そういう方が町内と町外において重複に処方されているというような状況が

見られました。訪問の中で本人が知っていて飲まないとか、あるいは知らないで飲んでいた方も多

少いましたが。そういうことで薬の重複についてのお知らせをしましたところ、先生にも非常に言

いにくいところもあって、なかなか改善に結びつかないところも若干あるかなというふうに思って

おりますけれども、この点につきましては今後においても分析とか、あるいは評価、あるいは改善

が望まれる状況にあります。13 番目から19 番目につきましては、１ヶ月の中で15 日間受診、ある
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いは４ヵ所の受診というようなことで月の半数以上は病院に行っているという方もいられましたけ

ども、この方々につきましては脳卒中の後遺症の方とか、あるいは難病の方、あるいは内科と整形、

いろいろ諸事情がありまして、いたしかたがないかなというような方々でした。これにつきまして

は、お話を聞く中でですね、やむを得ない受診状況がおありになるというふうに私どもは受け止め

ました。ということで、１番から12 番目の方の薬の重複につきましては、今後とも訪問指導等の継

続が必要だというふうに思いますし、あるいは分析も必要かと思っております。 

 次に４ページ目でございます。４ページ目は資料４、３番・４番。生活習慣病健診、あるいはが

ん検診の受診者を増やす取り組みでございますけれども。いずれにおいても広報と、それから、新

聞折込によるチラシの配付ということで、生活習慣病、あるいはがん検診につきましては若干の受

診増加が見られました。それで、４番につきまして１行書いてございますけれども、子宮がん検診

は前年度より多少受診が伸びておりませんけれども、小さい字で書いてございますように乳がん検

診は平成 16 年度から２年に１回でいいよということで厚生労働省の方から指導がございまして２

年に１回、子宮がん検診につきましては17 年度から２年に１回ということで実施しておりますので、

併せて見ていただきますとだいたい目標数に到達に近い数字かなというふうに私どもは押さえてお

ります。 

 次に表３でございますけれども、平成１８年度生活習慣病健診の年代別総合判定状況についてで

すが、40 代から75 歳以上の年代別に分けてございますけれども、男性につきましては60 代の方が

健康診断を受けていただいている状況にあります。女性は比較的50 代に受けていただいているのか

なというふうに思うのですが。いずれにしましても数で見ましたら、要医療の方が圧倒的に多くて

ですね、異常なしの方が非常に少ない状況にあります。この表をグラフ化したものが５ページ目で

ございます。棒グラフに書いてございますように、異常なし・要指導・要医療の方々の年代別の結

果内訳が記載してございますけれども、いずれにしましても、繰り返しになりますが、白い方が要

医療でございますので、非常に要医療の方が多く、異常なしの方が非常に少ない状況にあります。

特に男性の受診結果は要医療の方が圧倒的に、半分以上が要医療になっている方が多いということ

で、今後、国保へルスアップとかんがみた時に要指導の方の３割前後の方を今後、重症化させない

というような事業にしていきたいというふうに考えております。 

 続きまして、６ページ目でございます。資料６の表４でございます。これは、受診率と一人当た

りの低い保険者、いわゆる市町村との相関関係を若干分析してみました。医療費と、それから、健

康診断の受診率の突合ができる年度が非常に古くて、平成 15 年度の資料を持ちまして照合してござ

いますけれども。羅臼町が一人当たりの診療費 22 万 8,645 円ということで道内で一番低い町村でご

ざいます。次に１・２・３・４・５と記載してございますけれども、人口はかなり格差がございま

す。それで、例えば羅臼町の 22 万 8,645 円、一番低い診療費の基本健康診査の受診率を見ますと、

受診率は13.4％で、受診者数は342 人と非常に低い状況にあるかなというふうに思います。基本健

康診査の受診順位は 208 番目でございます。ということで、なかなか受診率が高いと医療費が低い

かなという相関関係がちょっとここでは見られないというような状況にありましたが、白老町にお

きましては一人当たりの診療費、平成 15 年におきましては44 万 8,499 円で全道 30 位でございまし



 - 5 - 

た。受診率は 19％ということで、順位は193 番目でございましたけれども。そういうような中でな

かなか受診率と診療費の相関関係というのは、あまり関係がないのかなというふうに思っておりま

すけれども。先ほどのたくさん受けていただいた中で要指導の人を重症化させないということにつ

きましては、目的が一緒でございますので今後ともたくさんの方に受けていただいて、生活習慣病

の改善に努めていきたいというふうに思っております。 

 次に７ページ目でございます。資料７。国保・人間ドック助成事業。これにつきましては、21 名

の方が１月末現在で受けていただいておりますが、平均年齢は67 歳ということで、これも同じく要

治療の方、要精密検査、いわゆる要指導にあたる方が多い状況にございました。ちなみに人間ドッ

クの検査内容につきましては、一般的な健康診断の他に腹部超音波検査、胃バリウム、胸部エック

ス線検査、聴力検査が加えてございまして人間ドックとなってございます。 

 次に６番目の国保・脳ドック助成事業。これにつきましては、47 名の方が受けていただきまして、

男性 23 名、女性24 名ということで平均年齢66 歳でした。記載のとおりでございますけれども、脳

ドックの検査内容は血圧測定、頸部エックス線撮影、頭部エックス線撮影、ＭＲ断層撮影、これは

一般的にＭＲＩという検査です。それから、ＭＲＡという脳血管検査となっております。以上の検

査を受けていただいた中で経過観察が16 名、要治療の方が６名というような状況にあります。受診

内訳は記載のとおりです。 

 次に７番目の国保・インフルエンザ予防接種事業でございます。これは、平成13 年度から予防接

種法に基づきまして、65 歳以上の方のインフルエンザ予防接種を行っておりますが、平成 13 年度

からずっと年々増加傾向にございましたが、やはり、インフルエンザの予防接種につきましてはマ

スコミ等の影響が非常にありまして、今年はインフルエンザもまだ、少しずつ発症する情報も入っ

ておりますが、まだ一昨年から見ますとインフルエンザの流行が非常に遅れておりますが、そうい

った中でなかなか受けていただけないというような状況もありました。昨年よりは若干ですが被接

種人数が少なくなってございます。 

 次に８ページ目でございます。国保・健康づくり事業ということで平成20 年度から特定健康診査

実施計画策定のためにもレセプト分析、あるいは健診データ分析の作業を進めているところでござ

います。特に私ども保健サイドではレセプト分析というのはあまりしたことがなかったのですが、

今回、先だってからレセプト分析の作業を進めてございます。特にレセプト分析の目的についてで

すが、町の医療費の特徴を明らかにするということで、もちろん今までの国保サイドでも医療費の

分析はしてございますけれども、さらに２番目の予防可能な生活習慣病の費用を明らかにするとい

うことを重点においてやってございます。３番目も特に生活習慣病の予防のために疾病の構造と経

過を明らかにするということで、特に最近、増加傾向のある糖尿病について、糖尿病もランクがご

ざいまして、生活習慣を改善することによって発症を抑えることもできますし、あるいは内服治療

で抑えることもできますし、次に進みますとインシュリンの注射をするということ、次に進みます

と合併症で他科受診ということで眼科を受診したり、あるいは内科を受診したりということになっ

てございますが、さらに重症化が進みますと人工透析というふうに。同じ糖尿病を一くくりにする

わけではなくてですね、それぞれのランク付けがございまして、特に糖尿病の疾病構造を明らかに
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していきたいというふうに思っております。今回まだ分析を行っておりませんけども、人工透析の

場合は１年間の医療費が一人当たり約500 万ほどかかるのですが、国保の方が受けている14 名のう

ち、ざっと見た中で11 名は糖尿病の合併症によるものでございました。そういう中で重症化するほ

ど医療費が増大するということで、糖尿病を発症させない予防と、発症しても重症化させないとい

うことが重要であるというふうに考えておりますので、この辺につきましてはもっと分析を進めて

いきたいというふうに思っています。ひいては介護保険の安定的な財政運営にも繋がるということ

で、この辺につきましては啓発・普及が重要というふうに考えてございます。 

 次に、最後になりましたけれども、たばこ対策事業です。これにつきましては、現在、作業を進

めているところですが、昨年の秋に町内の小中学校および町内の40 事業所に対して、受動喫煙対策

がとられているかを、アンケート調査を実施しております。それで、表７をご覧ください。事業所

は左の網かけにしてございますけれども、職場の喫煙率48％ということで半分近くがまだ喫煙して

いるというような状況にあります。かたや、学校におきましてもまだ18％の先生方が喫煙している

というような状況にあるということが実態としてあります。表８をご覧ください。空間分煙の状況

ということで、非常にわかりにくいところを書いてありますが、私どもが目指しているところは敷

地内禁煙でございます。敷地内で、学校だと運動場、あるいは外のグラウンドを含めまして禁煙し

ていきたいというふうに思っております。次に建物内禁煙、建物外に喫煙室を置く、建物内に喫煙

室、あるいは喫煙コーナー。いわゆる分煙しているかどうか。それで、禁煙場所設定なく受動喫煙

をしている職場ということで。矢印も書いておりますが、なるべく敷地内禁煙を目指しているとい

うような、数の移行を目指しておりますが。学校においては、敷地内禁煙が４学校。まだ、なかな

か分煙状況が悪いような状況にあります。特に事業所におきましても、まだ分煙化もされていない

というような事業所もありましたので、この辺も職域につきましても少しずつ分煙化を図っていき

たいというふうに考えております。簡単でございますけれど、以上でございます。 

○委員長（吉田和子君） ありがとうございました。それでは、国保ヘスルアップの事業の説明を

今いただきましたけれども、前段いただいた資料を含めて質疑をしていきたいというふうに思いま

すのでよろしくお願いします。質疑のございます方、どうぞ。 

 質問出るまで。今、説明を受けた中で一つお聞きしたいのですけども。一人当たりの診療費の低

い保険者の説明がありましたけれども。私たちは感覚的に、やっぱり受診率が上がると診療費が下

がっていくのではないかと、早期発見ということを考えている方だったのですけども、今回この説

明を聞いて、受診率の高いところが必ずしも医療費が低いというふうにはならないということなの

ですが。私は、春と秋しか成人病健診なんかもしていないですよね、これは年間を通してやれない

のかなというふうに思う。年間を通してやると受診率だってもちろん増えていくだろうというふう

に考えていたものですから。なぜ、そうするかと言ったら、やっぱり重症にならないうちに、医療

が必要にならないような形でというふうに思っていたのですが、こういうふうにして見ると、やっ

ぱり白老町の方々の医療費が高いという要因としてね、健診を追跡調査みたいなものができるもの

なのか、どうなのか。なぜ、医療費が高くなるのかという。さっき、重複していろいろかかってい

る方も多いのですけれども、じゃあ、何が要因になるのかなとちょっと今、話を聞きながら頭の中



 - 7 - 

で考えていたのですが。そうしたら、あまり受診率、受診率と言わなくてもいいのかなとちょっと

思いながら聞いていたのですけども。その辺はどのように考えられますか。山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 受診の結果ですけれども、５ページの資料５を見ていただきたい

と思うのですが、男性が特にそうなのですけれども、若い世代が健診を受けていないということの

あるのですね。ですので、この部分をやっぱりもっと広く受けていただくということによってです

ね、医療費の効果と相関が出るかもしれませんし、その辺は今後ですね、受診率を上げて、はたし

て、またどうなのかということも検証しなければならないのかなというところです。ただ、資料６

の方を見ていただければわかるとおりなのですが、順位の低いところは羅臼でありますとか、別海

でありますとか、わりと根室地区なのですね。そうすると、どちらかと言うと医療的には過疎地域

が多いのかなということになりますとですね、簡単に推測はできませんけども、そういう医療機関

の高度なところがあるところと、やっぱり医療過疎的なところでは若干健診とまた違ったですね、

医療費を上げる要因というのがあるのかなということが推測できるのかなという思いではあります。

ですから、総体的に若い年代の方の受診を上げてですね、それでどうなのかという部分と、地域的

な要素もかなり含まれているのかなという思いではおります。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 生活習慣病健診の中で、健診を受けた中で要医療の方の割合ってすごく

多いですよね。ということは、若い時からきちんと健診を受けていないから発症をする原因を持っ

ているけれども、ある程度年齢が高くなってから、いよいよ年だから受けようかと行った時には医

療が必要な状態になってしまっているということになるのですね。山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 生活習慣病の特徴は自覚症状がないうちに進行するというのが生

活習慣病です。ですから、例えば、見てのとおり肥満でありますとかそういう要素も含まれてくる

のですが、血圧でありますとか、それから、コレステロールというのは自覚症状がないのですね。

そういった時に、そのことをチェックするためには若い時からやっていって初めて 60 代、生活習慣

の改善をして初めて 60 代、70 代の要治療、あるいは要指導を下げるという形になりますので、40

代・50 代をいかに上げていくかが最大の課題になってくるのかなというふうには考えてございます。 

○委員長（吉田和子君） そういうふうに考えると 40 代・50 代・60 代までの間というのは働いて

いる世代ですよね。やっぱり白老町は年に春と秋だけという健診で、企業に勤めている方は企業で

やっているところがほとんどだと思うのですが、だから、低いのか。それとも、やっぱり国保の方

で町の健診を受けなければならないという状況を考えた時に、手法としてね、やっぱり私たちが視

察に行った涌谷町だとか藤沢は、ほとんど年間を通じて病院で健診が受けられるという状況が出来

上がっているのですね。そういったことから考えると、白老町も年間を通じた受診、自分が何かの

時に行こうとか、休みに合わせて行こうとかというふうにできるようなね、そういった体制づくり

というのは厳しいのでしょうかね、白老町では。どうなのでしょう。その辺までまだ考えて検討し

たことというのはないでしょうか。坂東主幹。 

○健康福祉課主幹（坂東道子君） 春と秋の健康診断がおよそ５ヶ月ぐらい、年の半分近く健康診

断に費やしているということと、あと、総合健診と言いまして、人間ドックのような健康診断を年

に４日間土日で行っておりますけれども、実際にはなるべくたくさん受けていただいて、チラシを
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出して何とか目標に達しているというような状況でして。日数的にはですね、これ以上広げても効

果としてはいかがなものかなというふうに担当者としては思っております。それと、総合健診につ

きましても、少しずつ１日 100 人以上の枠で持っておりますので、もっともっと総合健診をたくさ

ん受けていただくようにチラシ等の呼びかけをしていきたいというふうに担当課では思っておりま

す。 

○委員長（吉田和子君） 成人病健診、以前は個人通知していましたよね、健診を受けてください

って。それが無くなってから減ったという人もいるのですけれども、その辺はどのように考えられ

ていますか。それを無くすと言った時に、確か、私、議会でも「それが原因で受診者が少なくなっ

た場合にはまた個別に通知するようにするのか」と言った時は、「結果を見ながら、推移を見ながら

考えます」ということで確かお話があったと思うのですが、その辺はどのように捉えていますか。

確か１年間の計画表みたいなものも各家庭には行っているはずなのですけども、そういうものも含

めてどうでしょうか。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 当時の個別通知をしての数値も 10 年前になりますので、ちょっと

手持ちしていないのですが、若干人数的には多かったような記憶をしております。したがって、チ

ラシ等に切り替えてからはちょっとそれよりは下がり気味になっているのかなという感じでは思っ

てございます。そういうことも含めましてですね、じゃあ、次年度以降どうするのかということに

ついてはですね、手法をちょっと、通知の仕方を変えていこうかなというふうにも考えています。

それともう一つは、20 年からもう義務化されてきますので、その対応含めて 19 年度においてはチ

ラシ等々の配付ではないやり方を考えて周知したいということです。それで、実際のところは健診

率が上がるかどうかはその時にまた考えていきたいなというふうに思っております。ですから、基

本的には、前は確か問診表を送っていたと思うのですね、問診表までは送りませんけれども個人通

知に近い形で受診の周知を図っていきたいというふうに考えてございます。したがいまして、年間

のいわゆる健康カレンダーを配付していますけれども、そういったことで個別通知になりますので

新たに年間のカレンダーと個別通知を併せる形に19 年度はしたいなというふうに考えています。 

○委員長（吉田和子君） それでは他に質問のございます方、どうぞ。宗像委員。 

○委員（宗像脩君） 最初に生活習慣病の年代別総合判定のところが、年齢が男性も女性も40 代か

らなっているのですけども、それ未満の方はどうなっているのですか。若い人のは無いのですか。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 基本健診については法的に40 歳からという形になりますので、40

歳からを対象にしているということでございます。したがいまして、30 代についてはやっていない

という形になります。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像脩君） 私はですね、30 代までは何でもないのだけれども、40 代になったら急にいわ

ゆる生活習慣病が出てくるとは思えないのですよ。やっぱり生活習慣病ですから。極端に言うと、

小学生・中学生のうちからのいろいろな生活習慣がそのままずっと延びてくる、特に最近だったら、

食事の方が大きい影響があると思うのですけども。ですから、そういうところから始めていかなけ
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ればならないのではないかなと。今、パーセント出してみましたら、男性で異常なしというのがト

ータル 13％。ということは、40 代以上の 87％くらいの人たちが何らかの要指導・要医療となって

いる。女性の方もなぜか男性のよりは若干異常なしが16％と低いのですけども。だから、40 代以上

だからこうなのだ、若いからこうなのだというふうに、私はね、もっと若い人からの指導というか、

そういうことが必要ではないのかなというふうに思うのですけども、法的な根拠というのがあるの

ですか。30 代まではこうだ、40 代からはこうだという、法律では何かあるのですか。 

○委員長（吉田和子君） 坂東主幹。 

○健康福祉課主幹（坂東道子君） 老人保健法という法律の中で40 歳以上ということで対象年齢が

区切られていますので、39 歳以下の方につきましては特に法的に健診等のメニューはございません。

胃がん検診につきましては30 歳以上で行っておりますけれども。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像脩君） 同じところでもう一度申し上げますけれども。検査を受けた、生活習慣病健

診を受けた人が 18 年度で 1,627 名なのですけども、この 1,627 名というのは、白老町民の 40 歳以

上の何％になるかわかりませんけども、たいした高い数字だとは思えないのです。いわゆる該当者

の 40 歳以上、白老町の約２万人いるうち 40 歳以上が何人いるか。そのパーセントはちょっとわか

りませんけども。先ほど言いましたように、男性は 40 代以上は 13％だけが大丈夫だよと。あとの

87％は何らかはあるよと。予備群も含めまして、肥満・高血圧・高脂血症いっぱいあるわけですけ

ども、もっともっとその辺をですね、さっきから言っていますように年齢を下げた検査と言います

か、そういう関心を持たせると言いますか、そういうことがもっともっと必要になってくるのでは

ないのかなというふうに思うのですけどもどうですか。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 委員のおっしゃるとおりだと思います。したがいまして、手法的

にはですね、法的には健診は40 歳以上ということでありますし、これについては社会保険、いわゆ

る会社で働いている方というのは対象になってございません。ですから、そういう意味では 40 歳

代・50 歳代はちょっと少ないのかなというふうには思っていますけれども。健診は 40 歳代から法

的に始まります。その前の部分についてはですね、いわゆる健康のあり方だとか、生活習慣の考え

方だとか、そういったものの対応は広報等でも行なっておりますし、その部分についても手法は違

いますけども、そういう周知の仕方を行なっていきたいというふうに思っています。ただ、健診に

つきましては、先ほど言ったとおり、費用の問題もありますし、法的には40 からということでござ

いますので、その辺は理解していただきたいなというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） 他に。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の関係なのですけど。一つは、40 歳代・50 歳代というのは企業健診があ

りますよね。それとの連携みたいなものはとられているのですか。特に50 歳代になると、その後退

職者医療なり、国保に変わってくるわけですよね。そういうところの連携は、どんなふうは形にな

っているのですか。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 
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○健康福祉課長（山口和雄君） 現在のところの課題というふうな形になろうかと思います。職域

連携という形については課題です。それで、今後の対応とすれば、20 年からの中で職域を含めての

データをどうしていくのかという部分だとか、そういったものという形で押えておりますので、そ

の辺の中でちょっと考えて行きたいというふうには思っています。いずれにしても、当然のことな

がら、委員おっしゃいましたとおり、社会保険適用者が国保に変わるわけですから、その辺のとこ

ろの連携のあり方も模索しなくてはならないなというふうに思います。ただ、たばこ対策でも見ら

れるとおり、職域の方にも徐々にこういったことも含めて連携を図っていかなくてはならないなと

いうふうに思います。それで第一弾としては、たばこ事業に関してはアンケートを行ないながら進

んでいるというような状況にございます。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） なぜ、そういうことを聞くかと言うと、例えば、自分のことを言うと、職

場にいた時からもう高血圧の薬を飲んでいるのですよ。そして、退職して国保になってもどこかの

病院で治療を受けるわけです。そういうことが国保に来た時にわかるような仕組みになっているの

かなという意味なのですよ、僕が言っているのはね。そういうことがわかれば、ある意味で指導し

やすい部分というのがありますよね。今年100 人退職したうちの30 人が何で、何人が何と、それぐ

らいのことがわかれば、やっぱり対応策としては取りやすいのではないのかと、そういうふうには

ならないものなのですか。 

○委員長（吉田和子君）  山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 先ほど言いましたけど、課題になっていますね。それで、当然の

ことながら、個人のプライバシーの問題も当然ありますので、個人情報になってしまうのですよ、

完全な。その部分というのは非常にデリケートなところがありますので、一概に職域連携と言って

もですね、その部分がすんなり来るかどうかというのはちょっと未定のところもあります。ただ、

それは課題として検討中でございますので、20 年以降の課題になっていくのかという形ではありま

す。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） その件はわかりました。 

 今回から国保ヘルスアップ事業が始まったのですけど、もちろんこの資料は非常に親切で前回ま

での状況というものもちゃんと書いてあるというのは十分承知しています。それで、前回と今回の

進捗状況を含めてあるのだけれども、ヘルスアップ事業を取り組んで、何項目かずっとあるのです

けども、全体的にヘルスアップ事業を取り組んだことによって前進した部分、それから、後退した

部分はきっとないと思うのだけど、どういうところがやりやすくなったり、前進したりしたという

部分だと思っていますか。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 13 事業のうちの国保ヘルスアップ事業というのは１事業でござい

ます。それで今、対象者としては目標 30 名だったのですけれども、42 名の方を実際に検証し、あ

るいは実践プログラムを秋の部分については進行中という形になっています。その中では、やはり
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参加していただいた方にはですね、先ほど坂東主幹の方から申したとおり、７割から８割改善傾向

が見られますよということでありますので、この部分については非常に評価をしております。それ

ともう一つは、これの分析結果をさらにしていく形になるということになります。そうしますと、

どういったプログラムをすることによって有効性が高まるのかということもさらに検証を加えてで

すね、もっとプログラムは、マニュアル的なものはあるのですけども、より白老的なものも加味し

ながら考えていきたいというふうには思っています。それを広くですね、やり方等々については生

活習慣の実践プログラム的に応用できる、町民の方に我々が関与しないまでも使えるような形と言

いますか、そういったものも検討していかなければならないというふうに思っています。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） すみません、ちょっと僕、勘違いしていて。三連携の13 事業という意味で

した。そういう意味で実は聞きたかったのです。そこの部分ではどうですか。三連携をやったこと

によってね、13 項目を取り組んだと。それによって、全体として前進した部分をどういうふうに評

価されているかという部分です。まだ本当の途中だけどね。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 13 事業だけ全部、手がけ、頭だしはしていますし、今、進行形の

状況です。それなりに効果の出てきているものも徐々に、健康づくりという意味であるのかなとい

うふうに思っていますが。さらに、この部分については検証・分析等を加えてよりですね、先ほど

とちょっと重なる部分もありますけれども、そういう意味での発展と言いますか、推進をもう少し

していかなければならないのかなというふうに思います。それで、その部分の分析、あるいは検証

が終わった中でですね、また新たな対応を含めて進めたいというふうに思いますので、その評価に

ついてはちょっとまだ軽々にはできない状況にあるということでご理解をお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そういう点で言えば、13 事業が、具体的に頭だしができたということでの

評価というのは、僕は非常に高いと思うのですよ。評価の仕方というのはね、結果が出るというこ

とはもちろん大切なのだけど、13 の事業を傾倒的に取り組んで行って、それが最終的に医療費減に

繋がるかどうか、さっきの議論から別にして、しかし、頭だしをしたということに対しての評価は

ね、私はしたいと思っています。それが一つ。 

 それでインフルエンザでね、17 年度実績を１月から３月分のレセプト点検をして罹患者との比

較・検討をしたいと書いているのですよ、方向の中でね。これは、１回ではやっぱり無理なのです

か、傾向を見るというのは。こういうことがきちんと出て、データがずっと積み重ねられて、残念

ながら今年は去年よりちょっとだけ減ったみたいだけど、受けた人が気持ち減ったのですね、こう

いうことが出て、町民に周知されれば、ここの予防接種者というのはグーッと増えるような気がす

るのです。それは一回では全然無理なものですか。これはすごい興味あるのだけど。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 今年はインフルエンザが減ったという理由の中にはですね、ノロ

が流行したという部分があるのです。ノロが 11 月下旬から 12 月にかけて白老町もかなり発生しま
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して、高齢者は逆に言うとインフルエンザの予防接種を受けられなかったという部分もあるのです

ね。それで、人数的には落ちたという部分もありますが。国保の方は逆に言うとかなり増えている

と。300 ぐらいが、国保単独で見ると助成を受けてですね、増えている状況にあります。ただ、レ

セプトの点検ですが、ご承知のように、今年はインフルエンザが蔓延していません。そうしますと、

本当に今年に限って言えばですね、ワクチンの効果を測定するにはちょっと今年の問題としては検

証ができないような状況にあるのかなということだと思います。ですから、ある程度という言い方

は適当ではないのかもしれませんけど、年によってインフルエンザが流行した時に予防接種をして、

その効果測定をすれば、比較はわりと有効かどうかという検証はできるのですけども、今年に限っ

て言うと駄目だなと。ですから、何年間はやっぱりやってみて、流行度合もあるでしょうけど、そ

の平均値をどういうふうに見ていくかという部分が出てくるのかなというふうな思いではおります

ので、その年、その年よってちょっとずつ違うのではないのかなという感じではおります。 

○委員長（吉田和子君） 病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 今のインフルエンザの関係なのですが。今日ちょっと確認をしてき

たのですけども、町立病院でも１月はインフルエンザありませんでした。それで、２月に入ってパ

ラパラと来ていますので、去年の状況から見るとゼロみたいな、皆無な感じになっています。型は

インフルエンザＡ型、予防接種している型と同じものが出ていますので。ちょっと今年はやっぱり

気候的にも異常だなというような状況になっています。ですから、分析となると、どう評価するの

かというのがちょっと難しいと思っていますので、課長がおっしゃられるように、ここ数年ちょっ

と経過を見なければならないのではないかなと。ただ、２月・３月に、このあとがどういうふうに

なってくるか。それによって、効果もある程度検討できるのかなという状況になっておりますけど。

今の状況ですと２、３年ちょっと見なければならないのではないかとこのような状況になっていま

す。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 最後、あと１点だけね。健診と診療費の関係なのだけど、僕はやっぱりこ

こがかなり関心持っているのですけどね。調べていなかったら構わないですけども、例えば、せた

なの例がよく言われます。肺炎とインフルエンザを中心としたというふうに僕は聞いていたのだけ

ど、それで医療費と国保がグンと下がったというね。これは実際あるのだけど。そこら辺の状況と

白老町の状況の比較というか、何かはされていますか。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） せたなの方にですね、肺炎球菌ワクチンの予防接種をせたなでや

っていたということで、どういう状況だったのかということと、どういう認識でいるのかというこ

とでちょっと電話で問い合わせしました。もう本人がおりませんのでざっくばらんにお話していた

だけるのかなというところもあったのですが。その中では、旧せたな町は人口2,800 人で 65 歳以上

が 800 人です。自己負担は3,500 円で予防接種を平成17 年から実施しましたということで、合併に

なってからはやっていない形になります。レセプトでの検証を行なったけれども、効果として医療

費に反映する等の効果は無かったと。当然のことながら、肺炎の球菌ワクチンというのは日本では
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１回しか受けないのですね。一生に一度。それで、ワクチンの効果というのは５年から 10 年という

ふうに言われているのです。そうしますと、65 歳で打ってしまうと 75 歳までの効果しかないわけ

ですね。ですから、どの時点でワクチンを接種するのかという時期的なものだとか、そういったも

のを検証してですね、なおかつ、その部分を考えなければ一概に効果的なものは測定できないので

はないのかなというふうに思います。ただ、他の外国、アメリカだとかカナダについてはワクチン

が切れるごとにまた予防接種できますよというのと違いますので、そういう意味からすると、なか

なか効果測定までには至らないのではないかというふうには思っております。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 肺炎のことについては、すみません、僕はそういう認識ではなくて聞いた

のだけど。ということは逆に言うと、医療費が下がったり、国保税が下げられたというのは健診と

いう要因以外のものが大きいというふうに思っていいのですかね。ただ、人口が少ないとか、病院

が一つしかないとか、いろいろな条件はあると思いますよ。それは承知しているのだけど。なぜ、

下げられたかというあたりがね。うちらがやっているこれとの関係で言えば、どんなことになるの

かなというあたりがちょっと知りたかったのです。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 総合的なものだろうと思います。一つとらまえて下がったという

話でもないでしょうし、だから、わりと比較的小さな人口ですから、町民の目配り・気配りができ

たということも一つの要因だと思います。ですから、お医者さんが人口の少ない町ですとわりと目

配りしながら、こういうところを気をつけなければならないという普段からの、いわゆるポピュレ

ーション的なアプローチができたのではないのかなという。きめ細かくですね。その部分等々も検

証してトータル的にどうだったのかというものを押えなければならないのかなというふうに思いま

す。ただ、人口が多くなればなるほど、その部分というのはかなり混乱性を持ってきますので、そ

ういう意味では一概に白老町とせたなとの比較というのは難しいかなというふうには思っておりま

す。ただ、そういったことで下がったよということは事実でございますので、一定の評価とともに、

そういうものを複合的にやっぱり考えていかなければならないのかなという思いでもおります。で

すから、白老町が全部せたなと同じことをできるわけではございませんので、白老町としてどの部

分を重点的に、ピンポイント的に対策を打っていくかという、それは今、レセプト等の分析を行な

っておりますので、その結果を待ちながら、どの対応をしていくのか、対策を打っていくのかとい

うことが今後の課題だというふうには思っています。 

○委員長（吉田和子君） 今のところでもう一つ聞きたいのですけど。医療費の低い順の町という

のかな、これを見た時に、どっちかと言うと白老は人口２万人でね、苫小牧とか都市型の生活環境

と言ったらいいのかな、そういうことと、これに出ているところは農村地帯だとか、漁村地帯だと

か、わりと自給自足的な生活のできる地域との、そういう食生活のものが影響しているのではない

かなとちょっとそんなふうにも考えたのですけど、その辺どうでしょうか。山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 逆に高いところを参考に申し上げますと、一般国保でいきますと

赤平が一番医療費の高いところなのですね。２番目が朝日町。３番目が島牧村。それから、４番目
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が浜益村。それから、三笠という形に。全部を足していきますと、やはり赤平は変わらず、次が泊、

丸瀬布、幌加内、浜益なのですね。ですから、傾向としては、赤平は炭鉱の影響がまだあるのかど

うなのかわかりませんけども、じん肺等の問題を含んでいますし、それから、あとは本当の、どち

らかと言うと真ん中の寒いところと、海岸線の漁業の町ですか、そちらの方がわりと比較的医療費

が高いのですね。ですから、わりと地域性的なものもありますし、作業的な特徴を持っているとこ

ろがわりと医療費の上位にランクされる傾向があるのかなという感じでおります。ただ、そうしま

すと市部はほとんどまだ、大きいところは出てきていませんけれども、ですから、わりと人口の少

ないところだとか、そういうのはわりと医療費の高いところが出てきていますので。ですから、そ

の辺をもう少し検証しないとですね、どういう傾向になっているのかというのはちょっとわからな

い。それと、あとはやっぱり言えるところは、小さい比較的過疎地になりますので、その部分は若

干、高齢化率高いところもあります。ですが、低いところもどちらかと言えば過疎ですから、両極

端に分かれてくるのと、それから、周辺医療機関がどうなのかという部分もあるのかなという。い

ろいろな要素が職業の問題も含めてですね、いろいろ重複してきているのではないのかなと思いま

す。 

○委員長（吉田和子君） 病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 補足で。医療の関係で、その辺の話が出たのですが。やっぱり社会

的入院の部分が市町村の介護力だとか在宅支援関係、その差もかなり出てくるというふうに聞いて

います。このランクがそうなっているかどうかはわかりませんけれども。ですから、今回、18 年４

月から診療報酬が変わって、療養型あるいは長期入院に関する診療報酬が大幅に下がってきますの

で、ひょっとするとこのランクも１年後には相当変わるのかなとそんな要素もやっぱり含まれてい

るのではないのかなというようなこともあるやに聞いています。 

○委員長（吉田和子君） 11 時になりましたので、暫時、休憩をいたしまして、11 時 10 分から再

開したいと思います。 

休   憩      午前 １１時００分 

                                           

再   開      午前 １１時０９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、質疑のございます

方、どうぞ。熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） すみません、僕の持論で言うのもちょっとあれなのかもしれませんけ

れども。この事業の中の一番最後の絡みの、かかりつけ医普及事業というところなのですけれども、

この辺のね、事業としての位置づけは前に病院長からも聞きましたけれども、前に私の言っている

中身の町内における診療所をお持ちのドクター、並びに町立病院に勤められているドクター含めて

ですね、この国保事業を理解した上での診療体系と言うのですか、そういう部分の普及というのは

考えられるのですか。どうでしょう。 

○委員長（吉田和子君） 病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 正直言って、現時点ではかなり難しいと思っています。それで、前
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にもお話したことありますが、トータルの目標というのはやっぱりそこに行きつかないことにはど

うしようもないなと。そのためにはですね、まず、町内における病診連携をきちんとやっていく必

要があるでしょう。一般病床を持っているのは町立病院だけですから、ですから、各医院さん、今

度はリハビリも含めて、リハビリさんは介護療養型から老健施設に変わっていきますので、そうい

った中でやっぱり町立病院の一般病床を町内の医療資源としてきちんと使っていく必要があるだろ

うと。これをやらないと町内の連携もできないでしょうし、ここから二次医療機関に持って行く場

合、苫小牧・室蘭の法人医療機関に繋いでいく時も当然うちを中継していくようなシステムをやっ

ぱりきちんと作りこむことが町民全体の幸せに繋がっていくと考えていますので、そういった面で

まず、できるところから一歩ずつやっていこうというのが実はここに書いています事務長、うちの

担当者の会議の中でですね、まず少なくとも事務レベルでこういう方向性に行きますよということ

を少しずつ、少しずつ状況を作っていくと。そのためにはですね、例えば、健康福祉課でやってい

る様々な事業を、打ち合わせをする名目の中で少しずつやっていきます。現在、具体的に言います

と、例えば、健康福祉課でやっている事業の他にですね、医療費はどうやって請求したらいいのか

とか、こういう入院患者さんはどう対応したらいいのかとか、そういうご相談がぼちぼち来るよう

になりました。そういった意味では町立病院も少し地域の中で一定の役割を少しずつでも果たし始

めているのかなと思っています。まだまだ十分足りないと思いますけども、将来的にはやっぱり病

診連携をきちんとやっていくと。最終の目標としては、やっぱり三連携の推進の目標がどこにある

かというのはもうはっきりしたわけですから、そこにやっぱり繋げていければいいなと思って考え

ています。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 今、病院事務長が言ったとおり、その構築はやっぱり時間もかかるこ

とだと思うし、やっぱり各ドクターの理解度もかなり必要になってくると思うのです。それで、事

務長レベルから始まる、これも仕方ないことだなとは思うのですけれども、なるべく伝わるように

進めていただきたいなと。 

 それから、今、話の中に出ていたソーシャル的な、ケースワーカーも含めて、うちの病院につい

ては、この事業の中身の相談室がやっぱり設置されたということでかなりお話も聞かせていただき

ましたし、今回、要するに対応結果の数値も見させていただくと、かなりその部分というところは、

これからやっぱりニーズが高くなってくるのだろうなというふうに思うのですよね。それで、そう

いう指導が町自体で各診療所だとか病院に置きなさいという話にはならないとは思うのですけども、

そういう相談が来ているということをかんがみるとですね、包括というか、病院にあるだけの相談

室ではなくて、もっと大きな部分の組織が必要かなと思うのですけど、その辺はどういうふうに考

えていますか。 

○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） 苫小牧の医療機関はですね、例えば、そういった地域医療連携相談

室みたいなものを苫小牧市の中で各病院の担当者が集まって、いろいろな連携、調整なんかもやっ

ていますので、まず一つは、うちも実質ですね、相談員的なものを置いているというのはうちとリ
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ハビリさんだけなのですよね、基本的にね。あとは、施設長さんだとか、事務長さんとか、そうい

う方がやっぱりやっておられますので、そこ、そこの医療機関の状況によって違いますのでね、で

きれば専任の人を置いていただけるようなことも考えながらお話を進めていきたいなと思っていま

す。そうしないと、やっぱりある程度医療に詳しくて、ある程度社会のいろいろな福祉の仕組みだ

とか、健康づくりの仕組みだとか、そういうこともある程度わかっていないとトータルに繋げてい

けないという状況もあるものですから、幹事としてはぜひ専任の方をという形で今後、話はしてい

きたいなと思っています。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 今度は別な質問なのですけど。レセプトの分析をすると坂東主幹のと

ころになると思うのですけども。始めましたということで町の医療費の特徴を明らかにする、それ

から、生活習慣病の費用を明らかにする。生活習慣病が主なのですけれども、将来ですね、やっぱ

り国保の要するに使われている額の抑制、多重受診も含めてですけども、それもやっぱり一つの目

的あると思うのですよ、この三連携の中には。それで、先ほど大渕委員も言っていましたけれども、

せたな病院の絡みというのはいろいろな部分で健診だとかということで医療費が抑えられた部分が

あったのではないかなという話なのですけど、僕はちょっと違う観点を持っているのですね。あの

ドクターは元々薬剤師であって、そして、ドクターになられて投薬の部分で医療費を抑えたと僕は

そういうふうに捉えているのですよ。この部分というのもやはり国保を使って診察を受けて、投薬

を受けているという部分では、お医者さんのやっぱり意識もあるのでしょうけれども、そういう部

分のところはやっぱりレセプトに出てくるわけですよね。これはやっぱり、お医者さんの考え方で

処方もされるし、治療計画というか、そういうものを練られるとは思うのですけども、明らかにこ

れは必要ないなというのはレセプト点検の中でもわかる部分というのはあると思うのですよね。そ

れをもし、わかった時に、将来的にですよ、それをやっぱり改善してもらおうだとか、何とかとい

う対応は考えられるのかどうか、その辺だけちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 資料の中で重複・多受診のデータを参考までに載せてございます。

ページ数でいきますと３ページになるのです。この抽出はどうやってやったかと言うと、国保のレ

セプトを担当している方に全部レセプトを見ていただいているのです。その中で、薬が重複してい

て指導した方がいいよとか、そういう方なのです。これは、全部レセプトが戻ってきてめくってい

ますから、対象者がこの人数だけだったというか、意外に少なかったなというふうに思っているの

です。ということは、今、薬等々についてはそれほどそんなに投与されていないという、抑えの方

がいいのではないのかなという押さえではいるのです。ただ、レセプト点検する中でうちの方にこ

ういう人がいますよという指導のリストが来ますので、それに基づいて、うちの方は、指導は必ず

行くという体制で、今、この事業をする時には進んでいますので今後もそういうレセプト点検し、

ちょっとご指導してきた方がいいよという部分については、積極的にお宅を訪問しやっていきたい

ということは継続したいというふうに思っています。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 
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○副委員長（熊谷雅史君） 要するに被保険者についてはいいですよ、それで。非常に、やられて

いるということは認めるのです。要するに、それを処方する方、診断する方の問題なのです、僕が

言っているのは。それがやっぱりレセプト上でもわかると思うのです、僕は。言っていることはち

ょっとね、できない部分のところを言っているのかもしれないけども、将来的にはそこまでメスを

入れないと医療費は圧縮できないのではないかと。だから、そういう考え方はないかということを

聞いているのです。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 端的に言うとできないと思います。ドクターがライセンスを持っ

て処方しております。その薬の処方がいいか、悪いかということはですね、うちの方では量を抑え

なさいとか、実際に患者さんを見ているわけでありませんし、それに基づいてのレセプトですから。

ですから、病名に対しての薬の重複があるのかどうなのかということはレセプトで点検し、指導す

ることはできますが、医者そのものについての指導というか、お願いというか、それはなかなか難

しいのではないのかなというふうには思っています。 

○委員長（吉田和子君） 五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） レセプト点検、国保の分についても、老健もそうですけども町民課

の方へレセプトが参ります。それを全部引っくり返して、いわゆる重複しているな、あるいは多受

診しているなというリストを作って健康福祉課の方へお願いしているという状況にございます。そ

の中で、今、熊谷副委員長が言われるような、変な話、これは余分な薬ではないのかというチェッ

クまではできないと思いますね。ただ、間違っているよと、いわゆる、この病名に対して、この薬

は違うのではないのということはチェックできますし、それを国保連合会の方へ過誤ということで

送り返します。それによって減額になったりする部分ございますけども、この薬が正しいのかどう

かとなるとちょっと、それは難しいと思うのですね。現状ではやれていない状況にあります。以上

です。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） これは、こういう発想なのですよ。結局、国保というのは、やはり我々

が納めている保険ですから、ということは、我々はユーザーなわけですよね。お医者さんというの

は要するにそれを使わせてもらっているという立場なわけですよね。だから、そういう意識をやっ

ぱり持っていただかないと。ユーザーが駄目になってしまえば、自分たちも駄目になるのだよとい

うことで、やっぱり診療行為というのですか、町民の健康を守るというこういう考え方になるよう

な啓発というのかな、普及というのかな、これが出来ないのかなというのが主なのですよ。だから、

そういう部分で診療に対して、財政的な問題もありますからね、これ以上はやっぱり破綻するわけ

にもいかないわけですから。そうすると、要するに白老町の国保保険を持って来ても、変な話、国

保連合会から大きなところで払ってもらってはいるけど、白老町の国保会計がパンクしてしまうと

いうことだってあり得るわけですから、そうなれば、収入は無いということですから、その辺も踏

まえて自分達のドクターとしての見識を少し持ってもらいたいなという意図なのですよ。それだけ

理解してください。 
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○委員長（吉田和子君） 病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 参考までのお話ということなのですけども、実はそういった考えを

取り入れてですね、今、ＤＰＣという包括医療の考え方が出てきている。１人の患者さんに対して

医療計画を作って、どういう治療をして、何日間入院させて、何日間で退院させますと、それには、

これこれ、こういう薬剤を使うから定額でやると。今までの出来高払い式はやらないということで。

今、だいたい、おおむね 400 床以上の大きな病院はもうだいぶＤＰＣを取り入れてきている。そう

することによって、総額の医療費をまず抑制していこうと。それと、トータルで一人当たりの医療

費を削減しましょうと。ですから、今度、医療機関は総額が決まっていますから、実入れが決まっ

ていますから、そのためにはやっぱり薬をジャカスカ使って治す場合もあるでしょうし、薬を厳選

してやる場合もあるでしょうし、それは様々、そこの医療機関の腕の見せ所というような形になっ

てきて、なおかつ、総額の医療費は全体として下げるとこういう方向に今なってきています。これ

がたぶん、段々うちのような小さい病院の方にも将来的にも入れていかざるをえないような状況に

なっています。ちなみに、今、医療の療養型は一日の定額なのです。1,780 円くらいの定額なので

すよね。ですから、極端なことを言うとですね、高いお薬を使うと合いませんので全部薬代も込み

の入院費になってきますので、そこはやっぱりスタッフの先生方も知恵を使って、こっちの薬より

はこっちの方の効果のある方を使って経済的にやって行こうとこういうような原則にもなっていま

すので、厚生労働省の考え方としては総額を抑制するために今、熊谷副委員長がおっしゃっている

ような方向での抑制というのはたぶん、どんどん強めてくれるとこのような状況になっています。

制度的にそういう言い方で締めていくことになっています。以上です。 

○委員長（吉田和子君） 他。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 三連携の進捗状況の中間報告の中で町民安心カードありますね。それは、

かなり鳴り物入りでスタートしたはずなのですけども、８月末現在 159 名ということでね。この関

係でその後かなり交付の申請があるのかということと、これによって、事例として何か、これを活

用してこういうことがあったというような事例がもし、あったら、その辺をお知らせいただきたい

のですが。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） まず、記載しておりました 159 名から増えているかどうかという

ことですが、極端な増えはございません。１、２名の増えに留まる程度でございます。使用した事

例は今のところございません。そういう状況です。ただ、主旨等につきましてはですね、出前講座

は町内会からも何件か要請を受けながらやっているのですが、出前講座をした町内会であっても極

端にそこがドンと出てくるということでもございませんし、また、出てくるのは逆に言うと、娘さ

んが遠くにいて、娘さんの方から本人を説得しながら出てくるというところもありますので、逆に

言うと、本人からではなくて周りの方から、身内の方から出るケースというのが多々見られるとい

うこういう形になっているケースもあります。そういうことからするとですね、もう少し継続しな

がら周知を図って行きたいなというふうに思ってございます。 

○委員長（吉田和子君） 堀部議長。 
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○議長（堀部登志雄君） それはそういうことで、これから息長くですね、このような形で進めて

行くべきだなという具合に思います。 

 それから、先ほどらい、話をしています一人当たりの診療費の関係なのですが。これは、ちょう

ど５位になっている中標津町あたりは受診率も低いし、受診者も低いのですよね。それで、医療費

すごく少ないのですよね。20 万近くも違うのだけど。この辺の情報というのがね、なぜ、こういう

ような結果になっているのかという情報をもし把握していれば、それを教えてほしいのと。 

 それとですね、白老町の44 万 8,499 円という診療費、これは少なければ少ないほどいいのですけ

どね、これはやっぱり削減する目標値みたいなものは何か持っておられるのですか。例えばね、40

万以下に抑えようとかね。そのためにこれこれ、こういうことをしたいのだとか、するのだという

ような形がもし、その辺の数字があるのか。ゼロにすると言ったって、なるわけではないしね。そ

の辺の考え方がもし、あれば、お聞かせ願いたいのですが。 

○委員長（吉田和子君） 五十嵐町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 皆さん、ご存知かと思うのですけど、この三連携推進方針という昨

年の１月にまとめたものですけども、その中にちょっと数字の捉え方が多少違いますけども、まず、

５年間で3.5％ぐらい減らしたいなと。10 年で 12％ぐらい減らしたいという目標値は持ってござい

ます。減らせる要因というのは、先ほどらい、ここで議論している三連携の13 項目の事業を進める

ことによって、ここまで持っていきたいという目標値は持っています。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 中標津の件ですが、詳細は聞いておりませんので、とりあえず数

値的にはこういうふうに出ていたということだけ押えているということでございます。それにしも、

わりと受診率は低いですし、医療費も低いですから、その辺のところは少し研究を、資料収集等を

含めてですね、ちょっとうちの方も検討というか、研究というか、そういうものはしていかなけれ

ばならないのかなというふうに思っています。いずれにしても、全体的に低いレベルにあるところ

についてはですね、どういう手法を取っているのかということは資料収集等を含めて今後進めてい

きたいというふうには思っています。 

○委員長（吉田和子君） 他に質問のございます方、どうぞ。 

 医療費適正化対策会議・三連携推進会議というのを持つ。これは議長が必要に応じて招集すると

いうことになっていますけれども、今まで三連携の発足をしてから、こういう会議を持ったのかど

うなのか。これは、何かあった時に持つものなのか。推進して行く中で、半年とか経過を見て開い

ていくものなのか。どのようにこの会議のあり方というのを考えられているのでしょうか。五十嵐

町民課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 実は、適正化対策会議、昨日、実施いたしました。 

○委員長（吉田和子君） 初めてですか。 

○町民課長（五十嵐則夫君） いいえ。そうではなくて、平成18 年度の第４回です。定期的かどう

かとなると不定期です。案件がある時に会議を招集するというふうに捉えています。参集範囲は助

役以下ということでメンバーはそこに載っているかと思います。全員出席はちょっと難しいかもし
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れませんけども、昨日の場合は２人ほど欠席していますけども、出てきていただいて状況説明等を

しております。 

○委員長（吉田和子君） 昨日、会議をされたということなのですが、昨日、会議をされたという

ことは私のこの委員会に配られた13 項目についてなんかも検討されたのかどうなのかね。それを見

て、まだ１年は経っていませんけれども、進捗状況を会議の中ではどのように評価されているので

しょうか。五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 13 項目の、今、お手元に配られている資料をその会議でも出させて

いただいて、一つひとつ検証していったというところですけども。特に話として出たのは、やっぱ

り人間ドックが思うように進んでいないなという状況でございますけども。ただ、そこにも書いて

ありますけども、２月からもきちんとした、いわゆる環境を整えて進んでございます。それで、３

月号にももう一度、いわゆる広報で案内をして１人でも２人でも多く受けていただくというＰＲを

したいというふうに考えていますし。新年度の話なのですけども、今までですとだいたい６月くら

いにドックの受付だとか、申し込みだとか、そういうことを６月からスタートしていたけども、も

う４月１日からスタートさせようと。４月１日はたまたま日曜日ですけども、もう４月頭からどん

どん受け入れ態勢を整えて行こうという話で昨日は確認してございます。そのようなところです。 

○委員長（吉田和子君） あと、この中で、先ほど議長の方からも質問があったのですが、町民カ

ードの件なのですが。この数というのはだいたい予定どおりなのですか。これは目標ないのでしょ

うか。先ほど質問した三連携の17 ページに事業目標項目ありますよね。この中には町民カードに関

しては、どれぐらいの割合で進めていくというのはちょっと見当たらなかったのですけど、他のど

こかにありますか。あと、13 項目の中では安心カード事業の説明はありますけれども、目標値的な

ものは持っていないのかな。山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 確か議会でもお話させていただいたと思うのですが、300 という

ふうにお答えしているというふうに記憶はしております。それで、最終目標は 300 でございます。

ただ、状況に応じては、以前にもお話したとおり、高齢者を含めて障がい者等々にも広げていきま

すよという意味合いからすれば、とりあえずは高齢者の部分で 300 ということでございますので、

多少広げることによって目標数値はまた変わるというふうには押えてございます。 

○委員長（吉田和子君） 前に説明があったかどうか、私ちょっと・・・。この町民安心カードと

いうのは小さいものですよね。これを何かあった時に、その方のデータが入っているわけですよね。

その方がそれを持っているということは、倒れた人を見た時には、それはわからないですよね。病

院とかに搬送された時にはわかるという意味ですか、持っているかどうかというのは。その辺、町

民の方がそういうものがあると、持っているとか外見から見てわかる方法というのは何かあるので

すか。山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 利用者の所持方法なのですね。いわゆる名刺ぐらいの大きさでご

ざいますのでポケットにだいたい入るか、財布に入れておくかの利用の方法になると思います。で

すから、倒れた場合については外見に縫い付けているわけでございませんので、ひと目でわかると

いう話ではないですが、ただ、本人が表示できないとなれば意思確認というか、身元確認を当然、
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警察等々、関係のところでやりますので、その部分では所持していれば、うちの方にそれをもとに

照会していただければ身元等々はご照会するということになろうかというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） これはまたおかしな話になるのかもしれないですけど、そういうものを

持っている、持参している方なのですよということが外見でわかると対応しやすいのかなと思うの

ですけどどうなのでしょうね。マタニティバッチじゃないですけど、わからないですよね。病院と

かはある程度そういう権利があるのかな、お財布の中とか、その方の身元を調べるのにそういった

ものを調査するというような権限的なものはあるのですか。そういうのは自由にやっていいものな

のだろうか。どうなのでしょう。その辺ちょっと。病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） それに類する事例はありました。やっぱり救急で入ってきて、とに

かく身元がわからないと。たまたまハンドバックを持っていたので、ちょっとやっぱり開けさせて

もらって、どこのどなたさんというふうな確認をして家族に連絡を取ったケースはあります。です

から、そういう場合に例えば安心カードが入っているとより個別に、例えば照会をかけると緊急時

の連絡先等がわかりますので、そういった場合で安心カードが使えれば、うちの病院としても助か

るなと思います。ただ、外見上はやっぱりわかりませんので。意識があって名乗っていただければ、

例えばうちにカルテあるのかとか、あるいは町内の中でうちの病院に通っているのであれば、ある

程度どこの誰々さんという感じではわかるのですけども。やっぱり旅行者だとか、旅行先だとかそ

ういう形ではちょっと難しいかなと思っています。緊急の場合はやっぱり身元は調べさせていただ

いています。 

○委員長（吉田和子君） あと他にどうでしょうか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） さっき多受診の、重複受診の関係があったのですけども。お聞きしている

と、国保の関係で言えば、この19 件が全てというふうに聞こえたのだけど、そういうことですか。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 全部では20 件になっていますけども、それは五十嵐課長の方から

ご説明あると思いますけども。何ヶ月間、全部だというふうに、うちの方は承知しています。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） すごく少ないような印象なのさ。100 件とかあるのではないかなと思って

いたのです。例えば、これが重複受診や多受診をやめたとしたら、だいたいでいいです、全くの見

当でもいいですから、金額的にはどれぐらいの金額なものなのですか。そんな正確ではなくてもい

い、そのことでどうのこうのは言わないから。 

○委員長（吉田和子君） 五十嵐課長。 

○町民課長（五十嵐則夫君） 実は昨日の会議でも、そのお話がまさにありました。これしかない

のかと。言い方は悪いですけども。もっと多いのではないかという認識でしたね。実はレセプト点

検のプロが見て、これだけだよと。少なくとも私が見た範囲ではこれだけですということで私たち

はもらっています。ですから、感覚的には、大渕委員が言われるように、昨日の話の中でもこれし

かないのかと、もっとあるのではないかという感覚は持っていたようですけども。そこでもお話し

たように、それしかないと我々は押えていますと。ただ、お金の話ですけども、これは難しいです
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ね。昨日も答えられなかったのです。すみません。お金はわからないですという表現は悪いですけ

ども。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そうしたら、このことが影響して医療費が高くなっているという割合とい

うのは極めて薄いというふうに理解するようになるでしょう。ということは、原因は何なのかとい

うのを尽きとめていく時に、僕は、これは結構大きな比重なのかなという理解をしていたのですよ。

今のお話だとね、例えば１億だったとしても人口の数からいったら、すごい少なくなってしまうわ

けでしょう。ということは、重複・多受診というのはそんなに影響がない。もちろん、一生懸命訪

問されて解消する努力をされていると思うのだけど、非常に、医療費との関係で言えば、大きな影

響がないということでいいですか。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 結論的に言いますと、大きな影響力はないというふうに思います。

それで、総体的に多受診と重複受診ですが、主に薬なのですね、重複しているのが。その方が病院

行くこと自体を一つにしろというのも数件はありますけども、やはり目的が違って行くのですね。

近場の病院は日常的に使って、さらに何ヶ月にいっぺん大きいところで検査を受けますというこう

いう使われ方もあるのですね。ですから、町外と町内で重複していますよという部分になるのです

よ。そうしますと、本人がちゃんとドクターに言えば、薬の調整はドクターがやってくれますから、

薬の部分は下がるよと。だけども、薬の額というのは委員ご承知のとおり、自分を置き換えて見た

時にですね、それほどの医療費に占めるウエイトというのはわりとないのかなということから考え

ますと、この分を整理したとしても、それほどの影響力を、医療費の軽減には繋がらないのではな

いかというふうな思いではおります。ただ、金額的には換算していませんから正確なところはわか

りませんけども、それほど多くないということです。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ということになると、例えば、これはあくまでも想定だけれども、健診を

進めることによって医療費が下がるということは、立証は現在のところはできないと。重複・多受

診の問題もあまり影響としてはないと。しかし、介護保険料は前回勉強したように全国平均、全道

平均の半分だと、医療費は極端なことを言うと老人医療費は倍だと。この原因は単なる、周りに病

院が多いからだということ以外に何が考えられますかね。 

○委員長（吉田和子君） 山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） それを今、検証している。ですから、なぜ、高くなるのかという

ことを、原因を突き止めなければ対策の打ちようがないのです、正直。ですから、ある程度の分析

だとか、検証だとかを積み重ねていって、それがわかれば重点的に対応していきますよと。それで

ないと医療費は下がらないなと。頭だししながら、全て、全部一つずつ検証しながらやっているの

ですけども、多受診・重複受診についてはそれほどの効果はないというのが見えてきていますので、

ですから、他の原因等々を探っていかなければならないということで、詳細なレセプトの分析等を

含めてですね、これからの進行形の状態だということです。 
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○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 決して皆さんのことを言うのではなくてね、町として考えた時に、今まで

蓄積したものがありますよね、現実的にはね。例えば、介護保険入る前に白老町の１人の人に対し

て全体で議論をして、どういう治療をすればいいかと。そういう進んだ部分というのはたくさんあ

ったのですよね。医療費が高かったということもずっと事実で。いい、悪いは別にして五十嵐課長

とずいぶん、ちゃんちゃん、ばらばらやりましてね、何で国保安定化計画がこういうふうになるの

だということで。ただ、そういうことが問題視されて、今まで積み上がってきたものがあまりない

のかなという気がするのだけど。ちょっと厳しいけど、ごめんなさい。それはどうして、系統的に

そういうことがやられなかったのですかね。政策方針として、そうなっていなかったということな

のか。皆さん方に責任があるなんて、僕、言っているのではないですからね。ただ、町として見た

時に医療費がこれだけ高くて、病院の問題が以前からずっと問題になっていたのにも関わらず、浮

き彫りになってきたのが極めて弱いと。例えば、僕の認識も全く同じ認識ですから。重複・多受診

なんて、僕は膨大にあるものだと思っていたのです。これを解消すれば、かなり医療費が減るだろ

うと思っていたのです。そういうものもないということになるとね、じゃあ、今まで我々議会側も

民生の中でいったい何をしてきたのかということになりますよね、我々も。だから、そこら辺はど

ういうふうな理解をすればいいのか。皆さん方がやっていなかったという意味ではなくて、何が不

十分だったのかと。そこら辺が解明されないとちょっとまずいような気がしてどうにもならないの

だけどさ。言っている意味わかるでしょ。 

○委員長（吉田和子君） 病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 答えということではなくて参考でということで。私も10 年ほど前に

前に国保の係長をやっていてですね、その時も重複受診・多受診、実はやっていました。その時の

傾向と、昨今のいろいろな話を聞くと明らかに違いがあると。それはどういう違いかと言うと、老

人医療費の部分で一部負担金、10 年前はほとんどかかっていませんでした。ですから、薬も出し放

題。それほど薬を山ほどもらって、半分ぶん投げると、こんな時代があったというのは、10 年前に

間違いなく。最近、私が病院にいて、実際、外科と内科のお医者さん方と患者さんのやりとりを間

近で見ているとですね、最近の患者さんははっきりいりませんと、この薬いりませんと。この薬は

何々先生からもらっているからいりませんと、もうはっきり断っています。昔はＡ内科さんへ行っ

て、白老の外科かかって、同じ薬をもらっても「はい」と。それは本人の負担がほとんどないから。

ですから、連合会から来る重複・多受診の帳票というのがあるのですが、この間見てびっくりした

のですけど、厚さが僕らの頃の半分になっているのですよ、リストの。ですから、そういった意味

では、この19 人というのも、やっぱりそれくらいのものかなというのが正直な僕の感想です。です

から、今いる重複受診・多受診というのが、正直言って、そんなに影響ないのかなと。医療費を下

げる効果はないのかなと。ということは、やっぱりお年寄りが窓口で千円でも違ったら、何で今回

違うのだと、はっきり言いますから、そういった意識のやっぱり違いが出てきているのかなと思っ

ています。 

 それともう一つは、やっぱり医療費が上がるというのは、先ほども何回も説明していましたけど
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も、やっぱり社会的入院の問題。一つは、地域の中に介護力がない。在宅を応援していくシステム

は本当に十分にあるのかどうなのか。それとやっぱり、うちの町もひっくるめて全道的に家庭の中

で介護を必要とする人を支えていけなくなってきている。それと、うちの院長あたりははっきり言

っていますが、北海道の人はやっぱり施設にお年寄りを、自分の家族を預けることに関して抵抗感

がないと。ですから、そういった施設に、介護施設もそうですけども、病院の施設に頼ってしまう。

うちの病院もやっぱりそうなのですけども、そういう方が一度入って来ると正直言ってなかなか出

しづらいと。受け先がないと。家庭に帰すわけにもいかない。介護度から言うと、十分な施設介護

を受けられる状況ではない、そういったこともあるので。それをやっぱり何とか解消していかない

と、医療費総体はやっぱり下がっていかないのかなとこのような印象を受けています。 

○委員長（吉田和子君） 今までは担当課でいろいろ、それぞれやっていたのが、三連携をするこ

とで見えてくることというのはありませんか。こういう部分にしても。これから、また見えるよう

に、三連携の会議の中で何が問題なのかというと、「うちはこうだと思うのだけど」、「でも、うちは

こうだ」というようなね、そういう連携の会議ができるということがこういうことの解消にすごく

やっぱり繋がっていけるのではないかと私は思っています。今までは考えられないことですよね。

それぞれの担当課がそれぞれやっていればいいわけだったわけですから。それがこういう連携。 

 それから、私は多重受診が無くなったのは、保健師さんがかなり何年か前からこの対応をやって

いませんでしたか。確か、そのことが問題になって、かなり何年かかけて保健師さんが個別で訪問

してやっていたと思うのですね。その成果ではないかなと私は思って見ていたのですけれども。そ

ういうことになってくるのかなというふうには思っていたのですけれども。山口課長。 

○健康福祉課長（山口和雄君） 三連携でやっぱり関係課が論議することが必要なのかなというふ

うには思っていますし、それで今年から進めていますけども、かなりわかる部分というのはお互い

の情報的に共有化してきていますし、また、適正化事業でも国保と連携しながら財政的な支援をう

ちは受けているような状態もありますし、そういう広い意味では使えてきているし、また、こうい

うことも必要なのかなというふうには思っています。 

 それから、のちほどまた障がい者のことでちょっとお話をさせていただこうとは思っていたので

すが、精神障がい者の入院が道の調査で白老部分が80 名入院しているというものがあります。これ

は、かなり医療費を上げる要因もあるのかなという部分もあります。ただ、全道的にどうなのかと

いうことはまだ比較検討していませんけれども、そういった要因も多少はですね、入院患者が多い

という部分ではあるのかなというふうに思っています。ですから、そういったことも含めながら、

ただ、視点もちょっと変えながら、総体的に検証を加えていかなければ、まだまだ、ならないのか

なと。ですから、医療費をこれだけ出てくるというのはいろいろな要素が思った以上に多いなとい

うのが感想で、そして、それをどうやって見つけていくのかというのもかなりの課題だということ

で、一概にはなかなか、簡単に結論づけできないなと。かなり重複した要素というのは入り込んで

きているのではないのかなというのが今のところの印象ですね。ですから、もう少しちょっと時間

をかけながらですね、丁寧に検証をかけていくということが必要になってきますし、それに合わせ

た対応も考えていかなければならないと思っています。 
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○委員長（吉田和子君） 他にどうでしょうか。だいたい時間になりましたので、本日の委員会は

これくらいにしたいと思うのですが。明日は、今日また持ち帰って質問したいところがあれば、そ

の質問を続けたいということと、それから、明日、自立支援法もこの包括支援の方に入りますので、

概要的な説明、それから、介護保険の担当課からこの間の資料とともにもうちょっと詳しい説明も

今日いただいておりますので、今晩しかありませんけれども、今晩かけて読んでいただいて、明日、

質問があれば、またお聞きしたいことがあれば、その中で聞いていきたいと思います。それから、

委員会協議会も明日、町民課の方からありますので、あとは明日、引き続きこの会議をしたいとい

うふうに思っております。 

                                           

    ○閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君） 午後からは予定が入っておりますので、本日の委員会はこれで閉会にい

たします。 

（閉会 午前１１時５６分） 

 


