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    ◎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） お諮りいたします。本委員会については傍聴を許可することにご異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

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

おいて傍聴を許可いたします。 

次に本日の委員会の日程について、事務局から説明をいたします。 

○事務局主幹（森隆治君） 皆さん、ご苦労様です。今日の委員会につきましては、所管事務調査

といたしまして、白老町の医療政策についてであります。担当より、別紙資料が先に配布されてお

りますので、これに基づきまして平成 18 年決算見込みについて、資料１から資料４及び平成 19 年

度診療体制について、資料５から資料６のご説明を受けることになっておりますのでよろしくお願

いしたいと思います。以上です。 

○委員長（吉田和子君） ありがとうございます。 

 これより、所管事務調査を行ないます。それでは、資料は皆さん、お持ちですね。では、資料に

基づきまして、平成18 年度の決算見込みについて、説明をお願いしたいと思います。 

○町立病院事務長（安達義孝君） ４月１日で異動になりましたので、まだ１ヵ月ぐらいしかたっ

ていないのですけども、 まだ、町立病院の方針というのは出ていないのですけども、私なりに経

営努力して、赤字を１円でも減らすという努力を今やっておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。  

○委員長（吉田和子君） 日野戸病院事務次長。説明お願いいたします。 

○町立病院次長（日野戸謙一君） まず、お手元の資料からですね。１枚目をめくっていただきま

して、年度別病院経営状況推移表。見づらくて大変申し訳ございません。うちの病院の推進をまず、

皆さん、すでにご承知かとは思いますけども簡単に説明をしていきたいと思います。 

 それで、まず、この表を見ていただきまして、平成12 年度からの部分からちょっとお話をしてい

きたいと思いますが。まず、うちの病院の病床数ですね。平成 12 年度まで 98 床。一般病床だけで

ずっと運営してきておりました。平成 13 年度から平成17 年度まで、これについては平成13 年度か

ら療養病床がつくられましてですね、療養病床 16 床と、それから、一般病床 82 床、合わせて 98

床ということで、13 年度から 17 年度までがこういう病床数で運営しております。18 年度につきま

しては、一般病床の特種浴室、６室を潰しまして、一般病床を 76 床にしまして、療養病床が 16 床

ということで合わせて 92 床と。このようなことで 18 年度の病床数はなってございます。そして、

あと、病床数につきましては今年度でございますけれども、平成19 年度４月から実はすでにご承知

かと思いますが、18 年４月の医療費改正によっての入院基準が非常に厳しくなって、看護比率等を

満度に満たせないと入院料が下がりますよと、こういうようなことでそれに対応するようにうちの
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病院で 92 床あった病床を一般病床 76 床あったものを 26 床休床の状態にしております。ですから、

今現在、一般病床を 50 床で運営をしております。それから、療養病床はこれまでどおり変わらず

16 床ということで合わせて 66 床と、こういうようなことでのうちの病院の病床数というふうにな

っております。 

 あと、入院患者の数でございますけども。こちらの方から申し上げますが、まず、平成12 年度の

ところを見ていただきたいと思いますが、平成12 年度では１日あたりの平均入院患者数、ちょっと

見づらいのですが上のところで一般の病床利用率ですね、１日あたり70.9 人、72.3％こういうよう

な状況で。だいたい 70 人台前後でずっと推移しておりましたけども、平成 13 年度は 61 人。それか

ら、平成14 年度、平成15 年度となりますと、だいたい58 人台で推移をしてきております。それか

ら、平成16 年に入りまして、16 年度から18 年度までは61 人から 62 人台という中での入院患者数

の推移です。 

 それから、外来の患者でございますけども。外来患者数につきましても、平成13 年度の決算のと

ころで見ていただきますとわかりますが、１日あたりの平均患者数 171.4 人と。だいたい、これを

境に年々、平成 14 年度は 163.3 人、平成15 年度からは150 人台に減少してきております。そして、

平成 18 年度、今年度の決算の中で 162.8 人というような数値になっております。ですから、17 年

度の 157.8 人から見ますと、約５人ほど増ということで外来については盛り返して来ているという

ような状況でございます。 

 それで、今、申し上げました、入院患者、または外来患者も途中減少しているという傾向がござ

いますが、その要因というのは何なのか、この辺を私なりに過去の決算書等を見たところですね、

やはり平成13 年度では当時、内科医師が、今現在６名のお医者さんがおりますけども、当時、内科

医師が 13 年度では２名不足していたというような状況がございます。それから、平成 14 年度、大

きな医療費の改正がありました。そういった影響もございます。それから併せて、14 年度、15 年度

は、２名の医師不足だったのが14 年度ぐらいからは１名充足されまして、まだその時点では１名が

不足だったということで、こういったような医師不足、または医療費改正、こういったものがやは

り大きな要因になっているのだろうと思います。それから、16 年度に入りまして 16 年度では医師

が全部充足されまして、北海道の地域医療支援センターの方から内科医師が不足していた１名を派

遣していただきまして、今現在、内科医師が３名という体制で運営されております。そのようなこ

とによって、やっぱりお医者さんが充足されたと、そして、今のお医者さん、今度２年目になりま

すがだんだん地域に長くいるということになると、地域の患者さんたちとやっぱり信頼関係も生ま

れて、それで少しずつでも患者が増えてくるとこのような状況にあるだろうなというふうに思いま

す。また併せて17 年度からは小児科のお医者さんが固定化されたと、こういうこともありまして患

者数の増加に繋がっていると、このような状況でございます。 

 それから、入院・外来の収益につきましてはですね、平成13 年度を境に医療費の改正、また、医

師不足の影響などがございまして、入院・外来ともに減少しておりました。ところが平成16 年度か

らは医師が充足されたということで、やや増加の傾向にあるということでございます。17 年度にお

きましてはですね、まん中のちょっと下段のところで経常収支（Ａ）－（Ｂ）というところで、平
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成 17 年度になりますとですね、赤字幅がマイナス4,000 万台だと。この前までは8,000 万でだいた

いずっと推移してきていました。このようなことで、やはりお医者さんも定着したということが一

つ、ここでも大きな要因になっているのかなと。赤字幅が解消したということですね。そういうこ

とで 18 年度もこれは相当いいところ行けるぞという期待を持って病院運営に臨んできたわけでご

ざいますけども、なにせ、18 年度の４月１日からの入院施設基準、こういったものの改正がありま

して、それで、うちの病院がやっぱり看護比率70％だとか、一人当たりの夜間の看護時間数、労働

基準法によりますけども72 時間以内を確保しなければならないと、こういうような条件の中でうち

の病院はその条件を満たすことができなくて、そして、今まで約１万 1,000 円ほどの入院基本料で

算定していたものが、5,750 円ということで約半分くらいに入院基本料が減少したということでご

ざいます。そういうことが 18 年度の決算に相当大きく影響いたしまして、結果といたしまして 18

年度の決算額、経常収支のところでございますが１億 8,942 万 7,000 円赤字というような状況でご

ざいます。ただ、これはまだ、今、数値を一部精査しているところでございますが、この数値はそ

んなに大きな変わりはないと思いますが、まだ支庁等に最終的な報告はしておりませんので、そう

いうところでこの数値を抑えていただきたいというふうに思います。 

 それから、この表でもってご説明したいと思うのですが、実は今、18 年度の医療費改正があって、

18 年度の決算は１億 8,000 万ほどの大きな赤字になったということでございますが、じゃあ今後、

19 年度どういうふうにして行くのだというようなことでございますが、19 年度につきましてですね、

実は今まで特別に入院料ということで 5,750 円の入院料をもらっていたわけでございますが、資料

はございませんが今年の４月にですね、先ほど申し上げました、今まで 92 床あった病床を 66 床に

縮小して、そして、何とか看護の体制を取ろうというようことでやっていまして、それで４月に申

請しまして15 対１の入院基本料、これを取得いたしました。 

 それで 15 対１、そういう取得した状況につきましてはですね、５ページがございますので、そち

らの方でちょっと比較してみたいと思います。実はこの 15 対１の入院基本料、５ページの改正後の

ところで 15 対１と書いているところがございますが、これが今、４月１日で 15 対１の入院基本料

をもらったわけでございます。この15 対１の入院基本料と言いますと、9,540 円ということになり

ます。 

 それと、これは４月の時もそうですが、その後に５月１日付でうちの看護体制が13 対１も取れる

という見込みの中で、さらに 13 対１を申請しまして、実は５月１日から 13 対１の入院基本料を取

得いたしました。それで、入院基本料につきましては１万 920 円と、こういうようなことで今現在

も入院基本料の算定をしております。 

 そういうことで、じゃあ今後どういうふうにそれが病院経営に影響するかと言いますと、これは

ちょっと昨年度の入院患者数に換算して計算した表がございます。次のページの６ページでござい

ます。次のページの６ページでは、18 年度ですね、特別入院料、入院基本料の単価でございます。

18 年度は 5,750 円の入院基本料で計算しておりました。この時には看護補助、これは看護基準と書

いておりますが看護補助ですね、これの加算だとか、あと、栄養管理加算、こういったものは、特

別入院料は一切もう加算ができなかったということで、この15 対１になりますと 9,540 円、それか
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ら、看護加算料で840 円と栄養管理加算120 円ということで、15 対１の時には１万 500 円。それか

ら、13 対１になりますと、入院基本料が１万 940 円と。看護補助の加算、栄養管理加算は 15 対１

と同じ額でございますが、合計、入院基本料といたしまして１万 1,880 円というような入院の基本

料になっております。今、現時点の13 対１、これの入院基本料でご説明をしたいと思いますが、年

間の入院患者数、これはあくまでも一般の入院患者数でございますが、18 年度の決算からしますと

１万 6,962 人の一般の入院患者さんがいたということで、これを入院の単価で掛けますと２億 152

万 440 円と、こういうような入院収益になると。それを一番左の特別入院料、これで計算した時に

ですね、ここでは 9,753 万 7,250 円ですので、この差額、１億 2,094 万 6,190 円という部分が、18

年度の決算に置き換えますとこの部分が収益が上がったと、こういうような見方になります。実際

は 13 対１になりますと、あと、入院日数の、例えば１週間以内の入院だとか、２週間の入院だとか、

こういったことによります別途また入院加算がございますので、実際はこの数字よりももっと単価

は高くなるというようなことで認識していただければよろしいかなと思います。 

 それで今、申し上げましたのはですね、併せて資料１から４までということと、19 年度の診療体

制、資料５、６ということで併せて説明させていただきました。 

○委員長（吉田和子君） 病院事務長。 

○町立病院事務長（安達義孝君） 補足ですけども、皆さん、４ページご覧いただきたいと思いま

す。この比較表はですね、前年度 17 年度と 18 年度の決算を見てですね、主な増減の要因をちょっ

とまとめてみました。先ほど、うちの次長の説明のとおり、入院の年間の入院数はですね、448 人

減しております。１日の入院あたりも 1.3 人、人数的に落ちています。それと外来は先ほどの説明

のですね、年間で 1,526 人増えました。これは１日換算しますと５名と。外来は何とか持ち返して

来て、入院が若干下がっております。医業収益で言いますと、入院の部分では１億 4,444 万 9,000

円。これは当然、先ほどの入院の患者さんが減っていた部分と、昨年４月からの診療報酬改定の看

護体制の、今、説明した入院基本料が半額以下だという関係からこの分が大きく減額しております。

当然、一人あたりも落ちています。外来は人数増えまして、1,600 万ほどの増額を生んでおります。

あと、その他で増えたというのはですね、これはちょっと事務上の関係で一部医業外収益もござい

ますけども、おむつ代。療養棟とかの患者に使っているおむつ代を個人負担させていただいている

のですけども、経費を本来は医業収益に入れるべきものを医業外収益に入れていたということの組

み換えで若干増えております。あと、人間ドックとかの健診も一部企業健診も含めて増えたことで

460 万ほど増えています。それで医業外収益、これは町からいただいています繰出金でございます

けども、1,425 万 6,000 円減額しております。それと、先ほどのおむつ代の振替分でございます。

それでトータルの収入で１億 3,900 万ほどの減額を生じているということでございます。あと、医

業費用でございますけども、いろいろ努力しまして給与費については200 万の減額。財務費は一部、

薬剤の在庫関係もありまして 1,200 万ほど、入院患者は減っていますけども、投薬とかそういう関

係上、この辺はどうしても伸びたという部分でございます。それとこの辺、昨年の診療報酬の改定

で 3.16％の診療報酬の減額。3.16％の中には薬価の 1.8％の減額がございますけども、その影響も

ありながら、ちょっと伸びたというのは在庫管理も含めて今後ちょっと検討していかなければ駄目
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な部分だと思います。あと、一般の経費としては61 万 4,000 円減額と。減価償却費も 200 万ほど減

額しました。これは通常の減額ですね。それと、資産減耗費というのは、医療機械等を除却、もう

使用できなくなったというものの 300 万ほど増えましたということで経費的に増えております。あ

と、お医者さんの研究費で32 万 1,000 円ほど学会等の出席のものが増えています。あと、医業外費

用としては、支払利息は町の方からいろいろな財調の基金を借りたりしまして、できるだけ金融機

関からの一借りを少なくして、支払金利を削減したということで前年に比べますと 132 万 5,000 円

ほど減額しております。あと、特別損失というのは未収金で、努力しましたけども、どうしても取

れない部分でございますけども、２万 3,000 円ほど増額しております。以上、集計して、先ほど説

明したとおり、１億 8,900 万のマイナスを起こしたと。これは主に、先ほどから言っておりますと

おり、診療報酬の改定の大きな要因があっての減額となりました。あと、３ページはですね、過去

からの入院と外来のグラフを示していますから、どういう動きをしているかということで、変化が

相当ございまして、このような動きを示しております。あと、２ページには、ちょっと説明はしま

せんでしたけども、各内科、外科、小児科の月平均、外来、入院ですね。月額かかったお客さんを

見やすく表にした、18 年と 17 年を比較した表でございます。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す。それでは、今、一応、説明をいただきましたけ

れども、質疑を受けていきたいと思います。質疑のございます方、どうぞ。根本委員。 

○委員（根本道明君） ３ページの説明でちょっと関連して、聞きたいのですけど。白老町全体の

中でどのぐらいの割合を占めておりますか。例えば、外来だったら外来。 

○委員長（吉田和子君） 安達病院事務長。 

○町立病院事務長（安達義孝君） 私どもと町内にある個人病院さんとの比較でございますね。そ

れは、国保の数字しかなかなか拾えない、社会保険の患者さんまではちょっとデータいただけませ

んのでわからないということが。今、お示しする数字をちょっと持ちあわせていないので申し訳な

いのですけども、国保の患者さんの分だけは捉えることはできます。 

○委員長（吉田和子君） 後ほど教えてもらうということで。 

 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） 資料２を見ますとね、もちろん僕も素人だからわからないのだけど、これ

は第１内科が平均でいくと 36.12、もちろん日数が違うとかいろいろなことがあるのでしょうけれ

ども、もちろん話は聞いていますけど、第２内科と第３内科合わせて第１内科の分もいかないと。

22.43 ぐらいにしかならないのかい。ノルマをかけてやってもらうというわけには、先生だからい

かないというのは、僕はよくわかるのだけど。これだったら、民間病院ならとっくにこの人はクビ

になって倒産だよね。はっきりしているのだよ。そういう意見が今まで出なかったと。お医者さん

がいなくなったら困るとか、滑ったとかと言って出なかったのだけれども。やっぱり、こういうと

ころに手を、病院事務長が打ちなさいと言うのではなくて、町立病院を運営する時にそういうとこ

ろに手を打てなかったら、こうなるのですよ。問題は町から派遣されている職員の皆さん含めて、

これを良しとしてきたというあたりに今の状況の原因があるのではないかなと思うのだ。だから、

今から手を打ってももう遅いかもしれないし、泣き言を言う気もないのだけど、ただ、これだけ数
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字が歴然としていて、手が打てないというのは、医師不足で辞めたら困るというのはもう百も承知、

二百も合点だけど、やっぱり見たらね、これじゃあ役所仕事だと言われても仕方ないのだよ、はっ

きり言えば。そういうことを本当に反省してやれるのかどうか。例えば、小児科云々って、僕ずい

ぶん聞いていて。少ない、少ないと聞いていたのだよ。小児科は対象者が少ないからという意味で

だよ。それだって第２内科より多いのだよね。これならもうめちゃくちゃだって。民間が全部いい

とは言わないけど、民間の意識ゼロと言っていいぐらいの中身なの。こういうことにやっぱり手を

打たなかったというところがね。今回努力をして、15 対１から 13 対１になったと。僕はすごい高

く評価していますよ、これは。ただ、やっぱり、ここが改善されなかったらいかんよ。ここに月200

万も金払っているのだったらね。いや、行くかい、だけど。行かないでしょう。潰れて当たり前だ

よ、そんなものと思うのだけどどうですか。 

○委員長（吉田和子君） 安達事務長。 

○町立病院事務長（安達義孝君） 私も４月に着任しまして、この辺が一番、見てびっくりしたと

ころでございますけども。やはり、そのとおりでですね。あまりにも、働いていただける先生と、

そうではない先生がいらっしゃるというのは歴然なのですね。それで、ちょっと言い訳ではないの

ですけども、第２内科の先生の少ない部分で、一部ですね、介護認定もやっているという部分もち

ょっと加味していただきたいと。かばうわけではないですけども。それも含めてですね、第３内科

はですね、昨年着任してきて、まだまだ地域に溶け込んでいないというか、お客さんとの接点が、

ようやく１年で、これからですね、たぶん、あの先生の性格上でいけば伸びて行くのではないかな

と思われます。ただ、第２内科はおっしゃるとおりですね、こういう数字では当然経営的な部分で

いきますと民間ではもう全然納得できない数字なので。ただ、私も着任した以上ですね、院長にも

お話していますし、今、６月には経営会議というものをちょっと立ち上げて、コスト削減等を含め

て、この収入増を何らかの形で医者にきっちり認識してもらって、理解してもらって取り組んで行

きたいなと考えています。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） もちろんね、事務長が悪いわけでもない、次長が悪いわけでもないという

ことは、私はよくわかっています。ただね、そういうことをまず一つ認識するということ。同時に、

このお医者さんが中心になって地域に出るというお話があって、民生常任委員会含めて高く評価を

したのです。２年ぐらい前でしょうか。そういう記憶をしています。これも評価をしたのです。と

ころがその後ですね、頓挫みたいな格好になっているのではないのかなと。話も聞かなかったら、

新聞にも出ないと。やっぱりね、意識がそうではないのだよね。皆さん方からお医者さんに言うの

は大変だというのはよくわかりますし、立場に違いがあるということはわからなくて言っているの

ではないのですよ。ただ、理事者も動かしながら、やっぱりあれだけ評価されて、あれだけ新聞に

載ったものが、それも第２内科の方が中心になってやったはずなのですよ。はっきりしているので

すよ。普通であれば、例えば苫小牧の、比べたら悪いけどホッキならホッキというのは、何年間も

やって、新聞に毎週出して、日本一のホッキになったのだよ。新聞に出たのだから、せっかく１回、

いいことやっているって。２、３週間出たのだわ。だけど、その後何も出ないのだよ。「いや、あの
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先生はたいしたものだ。確かに患者は少ないけども地域に出て一生懸命やっている。夜も出てやっ

ている。」というのがあったら、僕は増えるのではないかと思うのだよ。そこも行かないと。こうな

ったら、救える手立てはどこにあるのだって。やられている方は大変だというのはよくわかるけど、

やっぱり、そういう改革意識というのかな、そこがやっぱり欠落しているように思うのだけど。そ

こは、僕はちょっとね、理事者、院長含めて不満なのだけど、どのようなものですか。 

○委員長（吉田和子君） 安達病院事務長。 

○町立病院事務長（安達義孝君） 私も本当にそのとおりで、大渕委員が言うとおりでですね、つ

くづく感じまして、理事者には事あるごとにそのことは伝えています。理事者からも相当、この先

生には言っていらっしゃると思うのですけども、いかんせんですね、なかなか思うように行かない

と。そして、患者さんに聞くのですけども、いい人はいいのですね。ただ、怒らす人もいるのです

よね。その辺が他の先生と比べると、お客さんに対する扱いがちょっと難しいのかなと。 

○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 一つだけ聞きます。例えば外に出て行く、町内会で来てくれと言わないの

か。本人が行くのが嫌なのか。それから、夜に行けば、手当を付けなければ駄目なのか、よくわか

らないのだけど。本人が嫌で行かないのか、要請がないのか、よくわからないけど、やっぱり村上

医師がどうしてああいうふうになったかと言ったら、やっぱり地域に徹底的に入ったということで

しょ。あるのですよね、ちゃんとね。だから、全部同じようにやれとは言わないから、そういう意

識がない人はやっぱりね、僕は辞めてもらった方がいいと思うのです、はっきり言って。医局との

関係がどうなるかということは、私はわからなくて言っていますから、そこは十分考慮しなくては

いけないと思う。ただ、本人が行きたくないと言うのなら、やっぱり駄目ですよ、そういうのは。

そういう意見が今まで議会の中で出たことないのです。腫れ物に触るような格好で。それをいいこ

とに、役場の係で事務で行った人もそこに安住していたということなのですよ。だから、それは我々

も指摘しなかった。もちろん我々もチェック機能を果たせなかったという大きな原因にあります。

ただ、そこら辺あたりはやっぱり言う必要がある。本人が行かないのか、どうか。そこだけ聞きた

いの。 

○委員長（吉田和子君） 安達病院事務長。 

○町立病院事務長（安達義孝君） 私、この１ヵ月ちょっとの中でこの先生の性格というのはまだ

しっかり掴みきれていないのですけども、介護認定とか外に行く部分は積極的に行くのですよ。そ

して、いきいきでも、連休中でも、ちょっと開催をやめたいと言っても、先生から、そんなことで

は駄目だということで、開催しなければいけないということで、それを受けてやるというのですか

ら、全くですね、私が考えているような、大渕委員が言うような、出たがらないというところでは

ないと思うのですよ。それで、保健師さんに対しても結構厳しい指導もあるので、あの先生も地域

に対する何かは持っているのではないかなと。ですから、働きかけだとか、場を作っていけば、出

て行くのではないかなという気はします。 

○委員長（吉田和子君） 今の理由。理由としては、じゃあ、要請がないということなのですか。

安達病院事務長。 
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○町立病院事務長（安達義孝君） 過去のことはわからないのですけども、たぶん、要請がなかっ

たということではないでしょうか。 

○委員長（吉田和子君） 日野戸次長。 

○町立病院次長（日野戸謙一君） 17 年度くらいに相当、講座、町内会始めいろいろな団体から要

請がございました。それに対して、先生に言ったら積極的に出て行くと。いろいろなところで講演

をしたりと。面白い先生だねと。そんな話なんかも出ておりました。ただ、最近ですね、その先生

だけではなく、全体的にちょっと要請が少ないのかなというふうに、今、私、感じております。う

ちの先生方で出て行っているのはやっぱり、最近では内科の先生、猪原先生ですけども、その先生

もメタボリックの講演をしたりとか、そういうふうにちょっと少しずつ散らばってはおりますけど

も。その中においては、今の第２内科の先生についてはちょっと今、要請が少ないのかなと。 

○委員長（吉田和子君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） それじゃあ、その要請が少なくなったことについてね。結局、そうやって

出てやるということはね、町の人方にもプラスになることだし、非常に僕はいいことだと思うので

すけれども。もし、そうやって少なくなったと指をくわえて待っているのだったら子どもと同じだ

よね。それを、どうしたら、それが増えてくるのか。そういうふうな仕事は、逆にね、あなたたち

の仕事ではないかと思うのだよね。それに対して、手を打っていましたか、今まで。 

○委員長（吉田和子君） 安達病院事務長。 

○町立病院事務長（安達義孝君） 過去ことは私ちょっとわからないのですけども。過去はこうだ

ったので、今後ですね、やっぱり三連携の中で健康福祉課とも、いきいき４・６の方ですね、あち

らの方とも連携を取りながらですね、そういう町民に出前トークみたいな形でも何でも構いません

から、出て行くような仕組みづくりを、会議がまたありますので、私の方から提案してですね、そ

ういう体制づくりをして行きたいと考えていますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 根本委員。 

○委員（根本道明君） 厳しいようだけども、先ほど大渕委員はかなり厳しいことを言いました。

それはだけど、あなたたちはいいけれども、理事者とか、それから、院長とかに対してというふう

なことを言ったけども、僕は、一番大事なのはあなたたちだと思う。たったのこれだけの数字、プ

ロなのだから、そこで給料をいただいているわけなのだから、素人でもわかりそうな、例えば先ほ

どの数字だけどもね、100 人の内の今は 14％ですよとか、そのぐらいの数字は掴んでもらいたい。

それから、他の病院との比較対照。それから、今、言ったようにね、そういうふうなものは手をこ

まねいていないで三連携の中で動くとか、それから、教育委員会の中できちんとそこら辺を整備し

て、医者を上手にマネジメントしていく場所にいるわけなのだから、何でもかんでも他の人が悪い

からそうだったとか、前任者がどうだとかというのは、俺は聞きたくないわけ。毎年２億なんぼ、

なんぼ少なくなって、だいぶ良くなりましたというふうな説明を受けたって、これだけのものは全

然改善されていないわけだよ。そういうふうな危機意識というものを持たなかったら大変なことに

なるよ。 

○委員長（吉田和子君） 安達病院事務長。 
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○町立病院事務長（安達義孝君） おっしゃるとおりですね、細かい数字までは抑えていなくて大

変申し訳ないと思っています。今後、そういう数字をきちんと抑えながら答えていきたいと思って

います。また、危機意識ということもですね、私も前任地の社協もあったりして、あそこも赤字で

ですね、ちょっと経営改善しまして黒字にしましたし、教育委員会も今、私が行ってから相当改革

をしております。まだ見えないですけども、それが見えるように努力しますので、その辺を何とか

数字にですね。努力しても数字に表れないと何もならないので、その辺出るように努力して参りま

すのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君） 熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） ６ページの入院基本料金の比較について、ちょっとお伺いしたいので

すが。確かに前任の事務長がドクターと相談をして基本料を上げるということで、92 あった病床か

ら３階を要するに休床して、下の66 床でやっている。これはもう我々も報告を受けた。一般病床は

50 床、そして、療養病床が 16 あるわけで、だから、66 でやっているわけですよね。それで、我々

も看護師さんだとか、栄養士さんだとか、レントゲン技師さんだとか、いろいろな方とも懇談する

機会があったのだけれども。今、正看護師さんが当然、配置的に基準どおりやっているということ

になれば、夜間の外来の時の対応、これがまず、どういうふうになっているのか。まず、それが１

点。 

 それから、２点目はですね、この回転率を、年間入院数を１万 6,963 人ということで掛けていま

すよね。当然、19 年もその数字で行きたいというふうに思うのだけれども、18 年度は途中だったよ

ね。その対比の比較の表、できるのであれば、後でください。それが２点目。 

 それから、３点。今、大渕委員、それから、根本委員からもいろいろ厳しい意見が出ていますけ

れども。確かに、安達事務長については、要するに経営改善の期待は我々も持っているのですけれ

ども、忘れてはいけないのはやっぱり公が果たすべき役割の病院であるということは忘れてほしく

はないと。だいぶ変わってきたと思うのですよ。それから、４月１日から職員の勤務時間の体制が

変わってきていると。だけど、診療時間の体制は変わっていないと。この辺のところにもメス入れ

てもらいたいなと。そういうことは、公病院が果たす役割というのは、10 時の受付で、４時で帰っ

てもらうということにはならないのですよ。その辺がポイントだと思うのですね。だから、その辺

についての考え方を聞きたいなと。この３点だけ、一つお願いします。 

○委員長（吉田和子君） 安達病院事務長。 

○町立病院事務長（安達義孝君） １点目の夜間の外来の取り扱いについてはですね、今、２階の

一般病棟に看護師さんが２人配置していまして、３階の療養の部分が１人です。ですから、夜間は

３名の体制で行なっていますから、夜間に緊急的な救急だとか、いらっしゃった場合は２階の２人

の片方が下りて対応すると。そして、本来は２人いないと駄目なのですけど、その間１人の体制に

なってしまいますけども。それを増やしてしますとまた13 対１が取れませんので、どうしても２人、

１人の体制で取らざるを得ないと。ですから、本当に今、看護師さんは大変な思いをしているので

すよ。夜、何人も来ますと本当に大変な思いでですね、そして、上でも急変が起きると１人で対応

しなければ駄目だということで大変な思いなのですけども、これは基準で守らなければいけない部
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分ですから、それを多くしてしまうと取れなくなるという現状でございます。 

 あと、先ほどの対比の部分はですね、15 対１が４月１日から取られて、そして、13 対１が５月１

日から取られていますので、この 13 対１と 15 対１の差というのは見てのとおり、本当の少しです

よね。約 1,000 円ぐらいですから、試算的に昨年度の入院患者人数に掛けさせてもらって、去年の

実態を踏まえて、こうやれば、これだけになりますよと。ですから、当然この１万 6,963 人に甘ん

ずるのではなくて、この入院もまだまだ。一昨年は落ちていますから、それ以上にですね、だから、

１万 7,000、１万 8,000 と延ばしていけば、まだこの数字もまだまだ伸びて行くというようなこと

を考えておりますので、これに甘んずることなく。たまたま試算のために去年の数字に置き換えて

やりましたので、その辺はちょっとご理解いただきたいと思います。 

 あと私もいろいろな面で改革もしていますけども、公の診療の立場ということも一方では考えな

がら、診療体制の診療時間もですね。これはドクターのこともございますけども、できるだけです

ね。ただ、夜間も含めていろいろな体制ですね、町民にご不便をかけないようにして、皆さんで対

応していますから、今、私が行ってからはそんなに苦情も出ないので、町の中ではどういう評価を

受けているのかはわからないのですけども、相当、人間ドックの方も改修して増えてきていまして、

必ず、来たお客様には最終的に診療が終わったら、私が出向いて挨拶して、ご利用いただきまして

ありがとうございましたと。そして、いろいろなことを聞いてですね、来年もご利用いただきたい

ということで、相当いい評価を受けていますので、当然、今後ともまだ伸びるケースもございます

から、その面、収支的には相当向上して行くのではないかなと。また、今、熊谷委員が言われたよ

うなことはわきまえてやって行きたいなと思っています。 

○委員長（吉田和子君） 他にどうぞ。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 対１にすると言ったらね、あと正看さんが何人いれば10 対１になるの。 

○町立病院次長（日野戸謙一君） 大ざっぱな部分なのですけどもね。今、シミュレーションやっ

たところ、やっぱりまだ２人は必要だろうと。 

○委員（大渕紀夫君） ２人いれば10 対１になりますか。 

○町立病院次長（日野戸謙一君） ただ単純な計算ですから。あと細かな１日あたり、そういうと

ころから、あと患者数にもよるのです。結局、先ほどですね、今、事務長が去年年間で16,963 人と。

１日あたり 46 人ですか、一般病床で。この数字をですね、うちの今の 13 対１に置き換えた時には

看護基準を満たさなくなってしまうのですよ。結局、この計算のベースが１日あたりの患者数に基

づいて計算されていくものですから、だから、こういう 46 とかって、これ以上多くなったら、今度、

逆にダウンしてしまって、特別入院料に落とされてしまうと、こういう状況があります。ですから、

うちの今の状態で一番マックスに取った時の１日あたりの入院患者数は何人かと言うと、43 がぎり

ぎりのところです。50 床あるうちの 43 ですね。ちょうどそのぐらいで行くといいのかなと。43 で

行けると、今までのですね、過去のずっと来た 98 床の時代と一般病床とさほど人数的には変わらな

いのですよ。だから、目指すのは、そこのところを目指して行かなければならないと。そうするこ

とによって、当然、入院料もぐんと上がりますから。理論上ですね、上がるというふうになるので

す。 
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○委員長（吉田和子君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ということは、マックス43 で今の状況がかろうじて維持できるということ

でしょ。10 対１にするとしたら、正看さんがあと４人ぐらい入れば、10 対１で、43 でマックスと

って、余計なことをやらなくてもいいから、そこだけで言ったら 44 か 45 とかになっても正看さん

４人ぐらいいれば、何とか10 対１はクリアできるということになるね。 

○委員長（吉田和子君） 日野戸事務次長。 

○町立病院次長（日野戸謙一君） 10 対１であと２人入れた時に看護比率が70％以上にならないと

いけないということで、今、２人入れた形で行くとだいたい77％くらい確保できるかなということ

になります。 

 もう一つは、今、現時点で今の状態のままで例えば夜間の勤務時間数も持って、ずっと行ければ、

72 時間もクリアできるのですけども。あとは、そこの絡みのところをどういうふうにうまく上げて、

夜間の勤務に当てて行くか、こういうことになって行くと思います。 

○委員（大渕紀夫君） わかった。正看が少なくても３人か４人入れば10 対１まではいける可能性

が。 

○町立病院次長（日野戸謙一君） いけるだろうというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君） 安達病院事務長。 

○町立病院事務長（安達義孝君） その正看がですね、私ども今、せっかく確保しても妊娠してし

まったとか、いろいろあって大変な思いなのですよ。もしくは、勧奨で辞めたいとかですね。そう

すると、なかなかあらゆる手を使っても来ない。今、ヘルパーさんも４月に１人辞めて足りない状

況で、いろいろなうちの部署使ってもなかなか来ないのですね。時給的に結構な給料もらえる、夜

勤をやってもらえばですね、大変な生活の方でも十五、六万ぐらいは収入得られるところなのです

けども、なかなか来ていただけない。それは、聞いたらですね、社協も今、募集している、生田医

院も募集している、どこでも募集しても来ないという現状が本当に苦慮しているのですね。だから、

その辺が、マンパワーというのが確保されないとなかなか思いどおりに行かないというのは厳しい

ですね。 

○委員長（吉田和子君） 宗像委員。 

○委員（宗像脩君） 今、看護師さんのことでこういう状態だということは、関係者はみんなわか

っていると思うのです。それで、去年から人がいないか、いないかとやっているわけなのだけど。

私ね、こういう時期だからこそ白老に、かつては看護師経験者で正看の資格を持っている人がいる

のです。だけども、本人と話したことはないけど、私はもうリタイヤしたのだからいいやという。

だけど、そこの一線を乗り越えて、じゃあ何とか私がやりましょうというね、そういうふうになっ

てくれないかなという期待をしているのですけども、そういう人にあたったことというのはないの

ですか。 

○委員長（吉田和子君） 安達病院事務長。 

○町立病院事務長（安達義孝君） 周りにですね、私どもの師長のところに勤めたいという電話が

来るのですよ。ところがですね、正看は持っていても経験５年、６年、７年、全く無いよとなると
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ですね、なかなか今の現場では通用しないのですよね。人数的には正看で足りるのですけども、全

く、本当に今の技術というのは常に進歩していまして、ですから、やっぱり現場で勤めている人、

現役が来ないとなかなか雇用できないという部分で実態にはあるのですよね。ですから、養成しな

がら勤めさせるというのも一つの手ですけども、ぎりぎりの中でやっていますから、どうしてもそ

の人に責任が背負ってしまいますので本当に難しい立場で。あと、宗像委員が言ったとおりですね、

そういう情報がありましたら、私たち行ってみてですね、理事者の方にもいろいろと聞いたら、理

事者自らそういう所に行って、看護師さんをお願いしたりしているというのを、うちの理事者は実

家の方へ行ったら聞いたということで、今、東京にいる方で白老に実家があって帰って来たいとい

う人もいるということで、それは理事者に対応してもらっていますけども。そういうあらゆる手を

使って確保していくというのが私の使命で、頑張ってやらざるを得ないと言うか、やって行かなけ

れば駄目だと思っています。 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。他にどうですか。 

 今回、18 年度の決算について説明をいただいたのですが、入院患者数とかそういうものを見ても、

いつも理由としては医師不足だったとか、それから、また、看護体制だとか、そういうことのお話

が出てくるのですが、意識改革というのが去年あたりからかなりやっていますよね。いろいろなコ

ンサルタントに頼んだりして、いろいろなものが出てきていますけれども、意識的にはかなり患者

さんに対する、患者様なんて言わなくてもいいという人がいるのですよ。それよりも対応をもっと

良くしてほしいという声もあるのですけど。そういった対応の意識改革というのは、まだ、いろい

ろなものが出てきて、始めてから１年しかたっていませんけれども、改革というのはできたからす

るというのではなくて、そういう問題点を指摘された時から意識改革というのは始まっているので

はないかというふうに思うのですけれども、そういった点はどうしているかということ。 

 それから、救急車で運ばれてきた患者さんに対してのお医者さん、看護師さんの対応というのを

事務長さん方は見られたことありますか。夜とか。その辺ちょっと伺いたいと思います。 

安達病院事務長。 

○町立病院事務長（安達義孝君） まず、最初の意識改革でございますけども、私も行って、実は

びっくりしたのですね。私も過去、組合の委員長とかをやっていまして、職員の対応は知っていた

のですけども、横柄なところが相当あってですね、困っていたのですけども。行って、本当にびっ

くりしたのですけども。その辺は相当、私も変わったのではないかなと思っています。そして、常

日頃、私も現場に出向いていまして、見ていますけども、対応的には本当に良くなったのではない

かなと思います。 

 あと、緊急の対応とかですね。そういうものはまだですね。職員はとられても、やっぱりドクタ

ーがですね。やっぱりその辺がちょっと、ご指摘されているような部分はあるのかなと。この間も

ちらっとあったのですけども、これは当直医師の時に亡くなられた患者さんだったのですけども、

２、３日前、高畠相談室の方に来て、見送りがないと。遺族の方が、医者の見送りがなかったと。

おかしいのではないかという苦情をいただいたのですけども。たまたま、日曜日の当直の先生だっ

たというのと、私もどこまでそういう配慮をしたらいいのかなというですね。ですから、私も相談



 - 14 - 

して、昼間亡くなって、見送りに私も行って頭を下げるのはやぶさかではないということで考えて

いるのですけども。ドクターはですね、私の方からその辺まで指導というのはなかなか難しいとこ

ろがありまして。先生によっては見送りもされるということを聞きましてですね。いろいろ、まだ

問題点はたくさん本当にあります、私が見て。行って、１ヵ月ちょっとですけども。その辺を少し

ずつ改善していきたいなと思っています。 

○委員長（吉田和子君） 見送りをするとかそういうことではなくて、患者さんが運ばれてきた時

に先生が来ていないと。たいてい、救急車から連絡はあるはずなのですよね。身内にすれば、５分

の時間も１時間にも感じるのだと思うのです。でも、先生が中に入って見てくれているのだと思っ

たら、しばらくしたら前を通って行ったと、そういうようなことだとか。もし、残念ながら助から

なかったとしても、その後の対応、送るとかではなくて、亡くなったその時点での説明、それから、

対応、その後の対応の仕方が本当に事務的だということがあったのですね。いい話も聞いています。

すごい早い対応で、他の病院に運ばれた時に先生が、よくここまで気がついて、あなたを助けられ

たのはその先生のおかげだよということを言われている患者さんもいるというのは聞いています。

でも、たまたまそういったことの対応、やっぱりこの数字的に表れている先生なのかなと私も思い

ましたけれども。そういった面では、やっぱり患者さんの身内の身になって、どう対応するかとい

うことだと思うのです。そういったことの意識改革。普段の思っていないことだから、やっぱり出

るのではないかと思うのです、私は。意識改革というのは、本当そうしなければというものがなら

ないと、何かして、人が見ていない時にはふっと本音が出てしまうというか、そういった部分の細

かいことは言いませんけれども。そんなふうな対応をするのかなと私もすごい疑問に思いましたし、

そういう部分ではやっぱり意識改革がどうされているのか。もちろん、いい部分もありますけれど

も、悪い部分をどう変えて行くのかということをやって行かないと、患者数の増加には繋がらない。

そういう一人ひとりの言葉というのは伝わりますから、白老の中に広がって行きますから。そうい

った部分での対応というのは、やっぱり今後ね、本当に事務長は大変でしょうけれども、やっぱり

変わっていかないと、患者数を増やすということはあくまでも医師が足りないとかそういうことで

はなくて、対応だなと私は思っているのですが、その点。安達事務長。 

○町立病院事務長（安達義孝君） 私も、役所であればですね、奥の席に課長がいて、窓口でいろ

いろなトラブルがあれば見えて、すぐ出て行って対応できるということもありまして。ただ、病院

はですね、私も自分のところで座っていたら全くできないのですよ。ですから、いかに私が現場に

行って見ていないと駄目だというのはつくづく感じているのですね。ただ、いかんせん、いつも行

っているということもできないのですけども、常に私は、朝は必ずおはようございますということ

で患者さんに挨拶しながら回っていますし、仕事終わってからも７時、８時に２階、３階に行って

看護師さんの状況を聞いたり、いろいろな部門で現場になるべく出るように心がけて、現場でどう

いうことをしているかということをね。なかなか、うちの師長も現場に張り付いていないものです

から見えてこないのですね。現場の本当のお客さんとの対応する部分はですね。一部分、部分は見

えるのですけども、一日通してどうなのだというものがなかなか見えないものですからね。それは

いろいろな角度からやって、ちょっと私も努力して行きたいなと思っております。 
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○委員長（吉田和子君） 全体を見ることはね、一人では不可能ですし。ですから、やっぱり町民

の声を真摯に受け止めるということも、感情的になっている方もいらっしゃいますけれども、やっ

ぱりその辺をね、何が原因なのかということをきちんと追求しながらやって行くということを考え

ていただければというふうに思います。 

 他にどうでしょうか。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました。頑張って。本当にね、一番大変なところにいるのだから、

よくそれはわかっていますから。我々は応援団であって、決して批判だけしているという格好では

ございませんので。 

○委員長（吉田和子君） １年かけて変えようとしてきたものを、結果が見える年に今年はしてい

ただきたいなと思います。 

○町立病院事務長（安達義孝君） 頑張ります。 

○委員長（吉田和子君） それでは、質問がなければ、以上で終わりたいと思いますけれども、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） 暫時、休憩をいたします。 

休  憩    午後 ４時００分 

                                           

再  開    午後 ４時０１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。 

 質疑が終わりましたので。今回の所管事務調査として、病院の医療制度について取り上げており

ましたけれども、今回、こういう形で18 年度の決算がだいたい見えてきたということで説明を願い

ましたけれども。この所管の事務調査をどのように今後、取り計らったらいいのかということで皆

さんのご意見を伺いたいと思いますが。今後の病院の体制について町長が結論を出すのではないか

ということで、それを受けて、すぐ行動ができるようにということで所管事務調査として持ってお

りますけれども、そういうことも含めてどうでしょうか。根本委員。 

○委員（根本道明君） 今のような現状で報告書を作るというふうにはならないと思うだよね。ま

だ、消化不良の部分がかなりあるので、このまま継続でやるべきではないかなというふうに思いま

す。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君） よろしいですか。それでは、医療制度については継続審査ということで、

一応９月までになると思いますけれども、そういうことで引き続きやって行きたいというふうに思

っております。そういうこと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） そういうことで医療政策についてはまとめをしないということで、継続

審査ということで引き続き実施して行きたいというふうに思います。 

 他に何かございませんか。 
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    ○閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君） 無ければ、朝から引き続きずっと、かなり疲れていると思いますけれど

も、以上で委員会を終わりたいと思います。大変どうもご苦労様でした。ありがとうございます。 

 

（閉会 午後４時０３分） 


