
                                         

          ◇ 吉 田 和 子 君 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員、登壇願います。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 15番、吉田和子でございます。通告順に従い、１項目２点について質

問をいたします。 

１、地域医療環境について。１点目、白老町立国民健康保険病院の運営について。１、病院

経営の健全化につき、第３次、第４次行政改革の中で重点項目として改善を図っており、経営

診断及び経営シミュレーションに基づき、内部検討会議も実施する中での18年度の決算、19年

度の経営状況をどうとらえているか。先ほどの質問でかなり厳しい状況というのはとらえなが

らの質問です。 

 ２点目、保健、医療、福祉の３連携推進方針で医療の拠点としての白老町立病院の担ってい

る役割と推進状況について。 

３、道が示している自治体病院広域化、連携構想、道内30地域での集約構想に対しての町の

考え方について。 

４、その他の公立38病院についての診療所化を含む規模減少の検討が求められているが、ま

ちの考え方と実施の可能性について伺います。 

 ５、総務省が示した公立病院の経営改革に関するガイドラインの中で、１、08年度中の改革

プランの策定の進捗状況のチェックの公表、３年連続病床利用率70％以下の病床数削減などの

見直し、３、再編、ネットワーク化や経営形態の見直し等整合性を図り、病院の役割を明確に

した方向性が示されなければならないと思うが、お考えを伺いたい。 

 ２点目、安心して子供を産める環境づくりについて。１、産婦人科医師不足と分娩実施施設

の減少による白老町民への影響をどのようにとらえているか。 

２、お産難民、たらい回し事件の中で、妊婦を守るために広域的連携の促進の中で、またネ

ットワーク化の中で白老町民を守るための要請が必要ではないか。 

３、里帰り出産の対応についての各産科医療への要請について。 

 以上について伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 白老町立国民健康保険病院の運営のご質問にお答えいたします。まず、

１点目の18年度決算、19年度の経営状況についてでありますが、平成17年度に株式会社吉岡経

営センターで経営診断及び経営シミュレーションを委託して経営分析を行い、指摘された問題

点について職場ごとで検討を行い、改善に向け、努力してまいりました。しかし、平成18年度

の診療報酬改正で入院施設基準の改定により、看護師の採用ができないことから、基準を満た

すことができず、１億8,900万円の純損失を計上し、前年比１億4,900万円の赤字を増加する結

果になりました。今年度は４月に入院施設基準の15対１を取得、５月には13対１を取得して経



営改善に努力しておりましたが、８月に小児科医師、９月に内科医１名の退職のため、医業収

益の減額と病床利用率の低下及び繰出金の減額で、昨年を上回る純損失を計上する見込みであ

ります。 

 次に、２点目の３連携推進方針に基づく町立病院の役割などについてでありますが、３連携

における町立病院の役割として、町民の健康づくりに積極的に参画すること、予防医療を充実

すること、高齢社会に対応して在宅看護、介護、リハビリを支援すること、１次救急を担うこ

と、町内の開業医との連携または支援をすることが定められております。この推進方針に基づ

き、３連携推進事業実施計画の具体的事業として、平成18年度から国保ヘルスアップ事業、基

本健康診査普及事業、たばこ対策事業、国保人間ドック事業、国保インフルエンザ予防接種事

業などが町立病院を利用する事業として鋭意取り組まれております。 

 次に、３点目、北海道が示している自治体病院等広域化、連携構想についてであります。こ

の構想は、自治体病院に今求められるのは、身近なかかりつけ医機能から高度医療までのすべ

ての機能を担うのではなく、他の地域の医療機関と役割を分担し、相互に連携させて医療資源

の適正配分を実現させ、地域医療の確保と病院経営の健全化を両立させることを目的としてお

ります。国の医療政策を見据えながら、今後の本町の地域医療を考えたとき、苫小牧市を中核

とした東胆振圏域全体の効率的な医療提供体制を構築していくことが今まさに求められている

と認識しており、大いに期待しているところであります。 

 次に、４点目、連携構想に提案されている診療所化を含む規模の減少についてであります。

現在検討している基本的な方向性としては、健康づくりと予防医療に力点を置いた医療の確保、

救急体制の確保、東胆振地域のセンター病院との連携を図る、さらには運営形態や病院規模の

適正化についても検討を重ねているところであります。 

 次に、５点目、公立病院の経営改革に関するガイドラインについてであります。総務省の公

立病院改革懇談会は、先月公立病院改革のガイドライン案をまとめ、公表しておりますが、こ

の指針案のねらいは地域において必要な医療を安定かつ継続的に提供していくため、公立病院

を開設している自治体に対して病院経営の抜本的な見直しを迫るものであり、その主な内容と

しては、１つ目として平成20年度内に公立病院改革プランを策定する、２つ目、一般、療養病

床率が過去３年70％未満の病院は病床数の削減や診療所への転換を提言する、３つ目、一般会

計からの繰り入れ支援をも含めて３年以内に経常黒字を達成する、４点目、財政支援について

は総務省において別途検討し、年末までに決定することなどであり、国は年内に指針を策定し、

各自治体に通知する方針であります。いずれにしても、町立病院の方向性については、20年度

から適用される財政健全化法、北海道の広域化、連携構想、国の公立病院ガイドラインとの整

合性を図りながら、できるだけ早い時期に最終的な方針を出す考えでおります。 

 次に、安心して子供を産める環境づくりについてのご質問であります。１点目の産婦人科医

師不足と分娩実施施設の減少による白老町民への影響についてでありますが、苫小牧保健所管

内において分娩施設が減少している状況にありますが、現在のところ出産について多大な影響

を受けている状況にはないと判断しております。 



２点目の妊婦を守るために広域的連携促進の中で、またネットワーク化の中で要請が必要で

ないかでありますが、現在北海道では産科医療を取り巻く環境の変化を踏まえ、安心、安全に

出産することができる環境を早急に整備する必要があることから、北海道周産期医療システム

整備計画の見直しが図られておりますので、町は状況を見ながら関係機関に要請してまいりた

いと考えております。 

 ３点目の里帰り出産の対応について各産科医療への要請についてでありますが、里帰りの出

産について基本的には医療機関相互の協力によるものと思いますが、町は母子手帳の交付時等

に里帰り出産の有無を確認し、個別に相談に応じてまいりたいと考えております。また、他市

町村から里帰りで白老町に戻っている方については、必要に応じて医療機関の情報提供など行

ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 先ほど白老町の財政的な厳しい中でのお話を承りまして、その中で病

院も大きな位置を占めているということでお話を伺いました。最初に、本当に18年度、19年度

いろんな見直しをしてきて、本当に削減等においても病院は大変努力をされて、もうこれ以上

できないというところまできているのではないかなというのは私も認識しておりますけれど

も、その中でやはり１億4,900万円の減収になったと、18年度。このことからいくと、これはや

っぱり北海道の中でも、町立病院でも、自治体病院というのですか、その中ではかなり金額的

には、要因的には大きいものがあるというふうに私は受けとめているのですけれども、その大

きくなった要因は今ここに書いてありますけれども、ではほかの自治体の病院というのは看護

比率とか、それからそういったもの、先生の影響もあると思います、患者数がやっぱり少し減

っていますので。患者数が減った比率よりも、やはり１億4,900万円の内訳の中で一番何が大き

い要因だったというふうにとらえているのか、その点伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 18年度決算の１億4,900万円の赤字の要因でございますけれども、

これは議員ご存じだと思いますけれども、18年４月に入院施設基本料の改正が行われまして、

各病院で看護体制をしいていかないと、最低限の特別入院料でないといただけないということ

になりまして、病院のほうも看護師採用に努力してまいりましたけれども、結果採用ができな

い状況のままに、本年２月になってから、以前の体制、96床のままで行うということになりま

すと、看護師の相当数の採用が望めないということでの再編を考えていますので、２階に集約

しました。そういう集約した段階で、本年の４月から15対１、５月から13対１とりましたけれ

ども、１億4,900万円の赤字の内容は入院基本料が最低限の5,700円分しかいただけないという

ものが最大限の要因でございます。トータルで１億8,900万円の赤字でございますけれども、一

昨年の17年は4,000万円ほどの赤字ですから、その通常の要因を抜いて、引くと、今答弁書に書

いているとおりの１億4,900万円、その部分は大方施設基準をとれなかったという要因でありま



す。 

また、全道的にどうなのだというご質問でございますけれども、これはどこの病院も４月に

制度改正がなりまして、最高で７対１の施設基準、10対１、13対１、15対１と４段階ございま

す。それがとれない場合には特別入院料という基準になりまして、私どもはとれなくて特別入

院料のほうになりましたけれども、大きな病院でもそういうことによって、そういう制度がで

きたことによって看護師を採用する競争が始まりまして、大きい病院が７対１をとるために看

護師を相当あらゆる手段を使って採用したことによって、地方の病院の看護師がそういう採用

できない状況になるということでの要因のために、これらの原因になったと私どものほうで判

断しております。 

以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 15番、吉田です。今本当に病院を取り巻く環境というのは医師不足、

それから看護師不足で、本当に国のいろんなもの、国の、それから道の、それから各自治体の

病院の全部抱えている問題というのは、共通しているところが私はあるのではないかなという

ふうに思います。その中で今一番大きな要因としては、看護師と入院ベッド数の対比が低いと

いうことで、本当に今国の目指している方向性がやはり患者に優しい病院の体制をつくってい

くということでは７対１というのが大変理想的だと。だけれども、それを補うための看護師不

足とか、医師不足とか、医師は別になりますけれども、そういったものの改正がなかなかなさ

れないと。だから、この現状というのはどんどん悪化していく一方ではないかなというふうに

私はとらえております。そういった中で一定の基準を満たさない病院というのはどんどん減少

になっていくということと思うのですけれども、白老町立病院は18年度は13対１が実現できな

くて、さっきおっしゃったようにそういうことなのですが、この19年度から13対１にするため

に、かなり２階に全部集約してやりました。そのことで町民の方々が、なかなか退院しても在

宅で介護ができない状況の厳しい中にあっても退院せざるを得なかったとか、そういった方々

の犠牲のもとというか、そういった方々もいる中で26床を休床して、そしてその基準を何とか

取得しようというふうに努力をしたわけです。ところが、19年度も本当はそのやったことで18年

度よりも47.3％の増収を見込めるのではないかという、そういう試算をしていたはずです。と

ころが、そういった26床のベッドを減らして、なおかつその13対１にしても、19年度はこの増

収は見込めないということなのかどうなのか。そして、ここでいうと、なかなかかなり厳しい

ということなのですが、そういった増収は見込めないということにはっきりなってきているの

かどうなのか。そして、この26床のベッドを減らしたことがどういったふうな効果が出てきた

のか。13対１にしたことは一つの大きな効果なのですが、そのことでの病院に与えた影響とい

うのはなかったのかどうなのか、その辺ちょっと伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） ただいまの質問にお答えします。 



92床から66床にして、26床減少しました。そういうことで一定の看護師配置はクリアされま

した。それで、当時18年度中の入院者の数を見ながら19年度の減少を26床した中での運営につ

いて、昨年の当初では当然13対１はとれますから、一応増収という見込みであったと思われま

すけれども、この間、もう今12月ですけれども、私赴任してから診療状況見ますと、答弁書に

も書いていますけれども、９月に１名の医師がやめたことも一部は原因しておりまして、どう

しても入院患者の減少がそこで行われました。それで、本来は92床で一定の病床数の確保をし

てまいりましたけれども、また26床を減らしたことによって病床利用率も上がっていくと私も

思われたのですが、いかんせん春から夏場、秋にかけて、これ原因分析はまだされていません

けれども、入院患者が相当数減ったといった状況がございまして、現在も病床利用率から見ま

すと70％を割るような病床利用率で、町民の皆さんに議員おっしゃるとおり減った分ご迷惑を

かけているという状況ではなくて、一般病棟で50床にしたのですが、それすら埋まらない状況

に今年度はなってきて、その影響を受けて今年度も赤字を増加する見込みでございますけれど

も、ただ秋口以降、11月以降の一部町内個人病院の休院もありまして、12月以降になって相当

病床利用率も今10％以上上がっておりますけれども、残すところまだ４カ月ございますけれど

も、そこをどうカバーしていくかによって、当初見込まれた赤字よりも若干減らすことはでき

ると思いますけれども、それに比べても昨年ぐらいの赤字を抱えるような決算見込みになるの

でないかなと判断しております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 26床を休床したことで、ベッドの利用率も上がっていないと。そうい

ったことでは、先ほど11月から１病院が休んだので、患者数がふえているということなのです

が、これは一時的なものですよね。長くということではないですよね。一番大きな要因は、ベ

ッド数が減らされたと。そのことを町民がどう受け取ったというふうに考えられますか。私は、

入院のベッド数がどんどんこれから不安定になっていくとか、そういった町民の不安が一つの

大きな要因となって、普通であれば今まで稼働率が63％ぐらいあったのであれば、26減らした

ら、私は90％近くいっているのかなというふうにとらえていたのです、単純な計算なのですけ

れども。そういったことでは、ベッド数を減らしたことでの患者さんの病院離れがあったとい

うふうにとらえているかどうか、その点伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 私の考えとしては、町民の皆さんの減らしたことによっての不

安感はないとは言い切れないとは思いますけれども、ただ現状私も４月１日に着任してからそ

の辺で以前の病床利用率からするとふえていくのかなと思われましたけれども、その辺がお医

者さんの言い分の診療方針もあると思いますけれども、そこの部分がちょっとデリケートな部

分がございまして、夏場の期間は病床利用率が上がらなかったと。不安ということは町民もあ

ったと思われますけれども、ただ入院患者数は減っているのですが、１名の医師減で外来患者



数は現在のところふえております。ですから、そういう要因は私はなかったのではないかなと

思われます。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 今回職員の削減があります。その中で看護師さんも何名かおやめにな

るというふうに聞いているのですが、この方は正看なのかどうなのか、そのことで一生懸命努

力をして病床数を減らしてまで13対１にしたということを今後維持していけるかどうなのか、

その点伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 実は、今回の一般職とは違うのですけれども、勧奨制度により

まして、２名の看護師さん、正看１名の准看１名、12月末で退職することになりますが、おか

げさまで私着任してから新たな採用者が、地元の方が町立病院のほうで働きたいということで、

たまたま４名ほど私から採用していまして、そのほかに臨時の看護師さんもやめている方いら

っしゃいますけれども、そういう方も採用しながら、この２名がやめてもまだまだ充足される

人数になっております。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） では、13対１が26床減らしたことで維持できるということは、１ベッ

ド当たり48万円から68万円ぐらいの交付税措置があります。そういった部分では、やはり13対

１にしたほうが効果的には収入としては多くなっていくという見込みで、13対１に続けていか

れるので、そういった計算になるということで考えてよろしいかどうかが１点と。そのことに

ついてちょっと伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 実は、13対１の入院基本料が実はもう多分今年度いっぱいでな

くなるというような話が、情報が伝わってきております。ですので、新年度予算に向けては10対

１を目指していかなければ、15対１ではまた前の入院基本料にほぼ近くなるということで、病

床利用率も国のガイドラインで70％以下を切ると待ったなしのことが今言われておりますの

で、次は10対１の看護基準を満たしていかなければいけないのでないかなと今考えていまして、

それを満たすためにはまた看護師の採用というの出てきます。それを着実にやっていかないと、

本年度以上のまた赤字もふやしていく結果になりますので、その辺また来年度に向かって少し

検討していきたいなと考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 今病院事務長になってから何人かの看護師さんがふえたということな

のですが、今ちょっと10対１ということ、13対１ができたということで私たちもちょっとほっ

としていたところがあるのですが、10対１になるということからいくと、これはクリアすると



いうことは今の現時点ではできないということですね。厳しいということですね。そういうこ

とであれば、今後やはり後でまたそのことについては述べたいと思います。そういう厳しい現

状があるということをとらえておきたいと思います。 

 次伺いたいと思います。薬局部門について伺いたいと思います。厚労省において後発医薬品、

ジェネリックの使用促進策として、医師の出す処方せんの様式を原則として変更不可以外は後

発薬に変更できるように見直す方針を固めて、中央社会保険医療協議会に示したというふうに

あります。目的としては、医師や薬剤師の意向に左右されがちであることから患者の選択肢に

ゆだねる転換を図るためだと、それからもう一点は安価な後発薬のシェアを高めることで薬剤

費の負担の軽減と、それから医療費が抑制されるというふうになっているのですが、白老町の

今の後発薬の出している状況と、それから本当に医療費が抑制されるのかどうなのか、薬剤費

は安くなるというのは聞いていますけれども、その辺はどのようにとらえていますでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 今のご質問ですけれども、議員おっしゃったとおり来年度から、

４月から医療法の改正ございまして、後発医薬品、ジェネリックと言われるものが、処方せん

の様式が変わりまして、医師がそこの処方せんにサインをすることで、しない場合が医師によ

ってジェネリック医薬品を使えると、どうしても医薬品の中身の中で医師が使えないというよ

うなことの判断のもとにサインした場合はできないというような中身になりまして、今以上に

後発医薬品の使用がふえてまいると思いますけれども、町立病院では現在５品ほどジェネリッ

クを使っていますが、まだまだうちの医師、院長いわくは後発医薬品に対しての医薬品がどの

ように効くかという効能、それがご存じのとおり先発医薬品の期限が切れた後に使うものが後

発医薬品と言われていまして、臨床実験とか、そういうのがされていないようなものがまだま

だ多くありまして、まだまだ私どもの院長から申しますと、使用する場合に医師の説明もござ

いまして、使っていない状況でございますけれども、ただ来年４月からそういうことで、そう

いう処方せんも変わることによって使われると聞いておりますし、ただこれは院外薬局の場合

に適用されます。まだ院内薬局を継続するのであるのであれば、自前の中でジェネリック医薬

品を持ってしないといけないという、そういう制約もございまして、その辺私ども来年度院外

薬局の検討もする方向性に今ございますので、そういう中では今後進められていくのでないか

と思います。 

 それと、もう一点の当然ジェネリック医薬品、後発医薬品を使うことで、当然これは厚労省

のほうも医療費を下げるための一つの目的としてやっていますので、これは当然下がってきま

す。ただ、下がるとなると、今の現状の院内であれば、医業収益も当然下がってまいります。

院外へ出した場合は影響はございませんけれども、院内で継続した場合は医業収益も当然下が

ってくるという状況にあります。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 



〇15番（吉田和子君） 国ではジェネリックを広げていこうという考えの中でこのことが進ま

ないのは、やっぱりお医者さんの考えが影響しているということで、こういうことが出てきた

と思うのですが、今のお話伺いましたら、医療費が下がるけれども、医業収入は減るだろうと

いうことなのですが、私今２回目にお伺いしようと思ったのですが、こういった厳しい現状の

中でこのジェネリックを30％は使っていくような方向性でないと、調剤基本料は下げるという、

そういった方向性も出てきます。これは、院外薬局だけが対象になるのか、院内もなるのか。

今院内は別だということだったのですが、こういった本当にわきからどんどん、どんどんいろ

んな面で病院の運営、それから薬局を含めての運営が厳しい状況になってきていますけれども、

今までどおり先ほど言っていましたように検討するということなのですが、やはり今までどお

り院内でやっていくことが、今の町立病院の収入を見ていったときに、本当にやっぱり院外へ

思い切って持っていったほうが私は違った意味で町の病院にとってはいいのかなというふうに

思っていますけれども、その辺の考え。来年からそういう方向性でということなのですが、方

向性でということはある程度結論を出さなければ、方向性は４月からということになるともう

遅いくらいではないかというふうに思うのですが、その辺もし具体的になっているのであれば

お聞かせ願いたいというふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 議員おっしゃったとおり現状では、今の中で医薬品を購入する

単価価格が10％ほど利益を出しています。その中でいろいろな経費、人件費を含めて、それに

係る経費を何とか消化できる状況にございますけれども、今診療報酬改定の中で薬価の部分が

若干今下げられるのでないかと、市場価格から算定すると減るというような情報がございます

から、それが今下がるとなると、院内薬局でこのまま経営していくには、その10％が下がるこ

とによって７％、６％と落ちてきますので、そうなれば人件費も賄い切れない状況になります

ので、もう町立病院としては院内薬局の検討といいましょうか、そういうふうにせざるを得な

くなる状態でございますので、来年度予算に向けては院外薬局に向けての予算組みもしていく

ことになると私は想定しております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 次にいきます。３連携における町立病院の役割として伺いたいと思い

ます。各種検診、人間ドック等を含めた中での利便性のために、約1,000万円をかけて待合のア

メニティーを確保する院内スペースを整備いたしました。19年の２月から利用しているという

ことなのですが、本年の検診率の増加につながっているかどうか。こういうスペースがないか

らなかなか検診が受けられないという、いろんな議会とのやりとりがあったと思いますけれど

も、そのことでお受けになっていったかどうか。 

 それと、もう一点は、こういったスペースができたことで、私は国保関係者だけではなくて、

一般事業者にもこういった施設ができたことでの町立病院での検診の啓蒙ということを図るべ



きではないかなと考えますけれども、その辺のことについて伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 昨年度待合室の人間ドックの部屋を改装しまして、待っていた

だく方の環境を考えながら整備しまして、それで今年度の実績は、10月までの実績でございま

すけれども、町の国保の人間ドックが昨年よりも多く……大変申しわけない。少々お待ちくだ

さい。失礼いたしました。昨年から比べて、10月末現在で67件の増加をしております。これは

受診される方に私たち必ず朝ごあいさつして、帰りも、終わった段階にもご利用のごあいさつ

をして、来年度以降も利用していただくということでお話をしていますと、やはり受けやすく

なったと、一般待合の患者さんと一緒ではなくて隔離されたところにいますので、そんなこと

で利用しやすくなったということで、町の役場の職員の人間ドックも若干ですけれども、３名

ほどふえていますので、トータルでいけば相当量の増加が見込まれております。まだ今後３月

までございますので、その中では増加が見込めるのでないかと考えております。 

 それと、企業健診は、実は例年並みの人数で、若干減っています。昨年と比較しますと30件、

30人ほどの減少でございます。ただ、うちのほうも人間ドックを含めて、一般社会保険の適用

者の方の人間ドックも実施したいなと考えていまして、私いってから考えたのですけれども、

事前に社会保険のほうに届け出をしないと、そういう部分も受け入れできないということがわ

かりまして、来年度以降それを実施するか検討中でございますけれども、ご存じのとおり来年

度から特定検診という新たな制度が入ってきますので、その受ける検診の受診者数が相当ふえ

ますので、これはうちの医師の確保も含めて、今後来年度予算に向けてその辺はちょっと検討

しなければ、なかなか実施していけないという部分もございますので、その辺も検討しながら、

来年度以降はその検診部分のことも考えてまいりたいと思っています。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 15番、吉田です。検診がふえているということでは、自治体病院の大

きな役割というのは、予防と検診事業の推進と、予防だと思うのです。そういった中で健康づ

くりに積極的に参加をするということがあります、町立病院の役割の中で。この中でどのよう

な手法で町民の健康づくりに病院はかかわってきているのか、その点ちょっと伺いたいと思い

ます。前に私は述べたことあると思いますけれども、岩手県の藤澤病院では本当に健康増進外

来というのをつくって、夜９時まで働く人のために外来を持ってやっているとか、それから今

までは１次医療は病気の早期発見と予防が大事だということで、院長を初め、医師が各地域に

出向いて健康講座を重ねて、予防意識が高まり、包括ケアの先進地と言われるようにまでなっ

たと。それから、寿都の診療所、これは一般町民、各団体に健康講座をやっている。それから、

保健福祉関係者、消防にはメディカルセミナーをやって、介護スタッフの人たちにはケア連絡

会、それから母子保健、教育関係の人たちには講話、それから救急隊との検討会議と、保健福

祉等の連携を必ず図っていると。そういったことで病院がどんどん外へ出ていっていると、そ



ういう形の予防医療というのをやっているわけです。そういったことでは、私はちょっと町立

病院の動きが見えないなというふうに思うのです。もし今の医師の中では、厳しいものなのか

どうなのか。寿都の病院は３人のお医者さんで24時間、365日対応していても、これだけのこと

をやっているということなのです。そういったことからいくと、本当に町立病院がこれをやる

ことで何が効果があったかというと、病院の先生方と町民との信頼関係ができるのです。人間

関係ができる。このことで患者がふえていっているということなのです。今までのいろんな減

収の中には、やはり患者が減っているということが大きな一つの要因です。そういったことか

らいくと、もっともっと病院側が外へ出ていく健康づくりにかかわるべきではないかなと思い

ますが、その辺のお考えを伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君）  まず、３連携の関係で現状のご説明させていただきたいなと

いうふうに思います。13事業を３連携の中に事業組んでおりまして、その中で町立病院、私ど

もから実際に事業を起こしまして、先生にお願いしているというのも結構ございます。大きな

項目で申し上げますけれども、国保ヘルスアップ事業、これは全面的に町立病院のドクターに

お願いしている形になります。それと、これにあわせて当然のことながら昨年度は住民主体に

講座を開きまして、先生の、内科医でございますが、講義をお願いしたという経緯もございま

す。 

具体的に言いますと、この中で昨年度は国保ヘルスアップ事業につきましては、個別指導が

春が24人の秋が18人ということで42人の方が個別に先に診断を受けて、そして３カ月後にプロ

グラムを組んで、最終的に最後の検診をしていただく、こういう形です。その中での先生のア

ドバイス等を含んでございます。それから、先ほど一部答弁漏れしたのかもしれませんけれど

も、いわゆる生活習慣病の基本健診、昨年度につきましては、ことしはまだ秋のほうやってお

りませんので、集約していませんが、春の比較でいきますと、昨年は町立病院144人で、今年度

が166人という形でございまして、22名ほど伸びているという形になってございます。それから、

先ほど申しました国保の人間ドックについては先ほど事務長が言ったとおり。それから、大ま

かな予防医療に関係しますと、国保のインフルエンザの予防接種がございます。これにつきま

しては、昨年度町立病院関係でいきますと851人で、ことしはまだ接種の最中でございますが、

受け付けでいきますと1,178人ということで、結構大幅な伸び、１医療機関が休んでいる関係も

ございますが、そういう形で伸びているという状況にございます。それから、たばこの禁煙の

治療助成をやっておりますが、これにつきましても全面的に町立病院の内科医の先生の指導を

受けながらやっているということでございまして、これにつきましては前にもお話ししたとお

りでございまして、31人の方を18年度にやっていると。ことしは２年目に入りまして、やっぱ

りコマーシャルを若干初年度にかけ過ぎたせいか、利用が若干落ちていますが、そういったこ

とでかなり先生の協力をいただいて、町立病院の協力をいただいた。これが今のところ３連携

の中の実態でございます。 

 以上でございます。 



〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 議員おっしゃっているうちの医師がもっと町民と接することに

よって患者数がふえるということでございますけれども、現状８月までの５名体制の中で昨年

も実施していた医師が外に出ていろんな研修会、講習会を行っておりましたが、今４名体制の

中で、出張医も火曜日、木曜日に来ていただいていますけれども、午後診療も継続して今の体

制の中で行っている状況の中では、なかなかその時間以外に外に向かっていくというのはちょ

っと難しい状況にあるのかなと私考えております。そういう中で検診も含めてもう一名のスタ

ッフがいることによって、検診と、そういう外に向かっていって、いろんな事業を展開すると

いうことが可能になってくるのかなと、私はそう考えておりますけれども、たださっきの寿都

だとか、いろんな状況を聞きますと、診療所というところで入院患者も少ないという状況ござ

いますので、私ども50床、入院患者が少ない中でも66床抱えていますから、今の現状の中では

ちょっと難しい状況かなと判断しております。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 今のお医者さんの数では、ちょっと厳しいということなのですね。や

はり先生方の考え方というのももうちょっときちっと把握をしながら、私は本当にそれが無理

なことなのかどうなのか。前は外に出てやっていることも何かありましたけれども、今伺って

課長から答弁いただいたのは、ほとんど病院へ来てもらう、必要な人が来ているということな

のです。そうではなくて、病院側がもっともっと外へ出ていく。予防ですから、余り病院にか

からない人もいるわけです。そういった中でそれをやっていくためには、３連携推進会議とい

うのが設置されています。これが18年の１月に推進方針が示されてから、この推進していくた

めの会議というのはどのぐらい行われているのか。その中でどんな課題だとか、そういうこと

が出て、それがどういうふうに見直されているのかとか、そういった中でそういうまちへ、も

っとどんどん町民の中へ入っていってやるべきではないかとか、そういった話し合いが行われ

ているのかどうなのか、その点ちょっと伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） ３連携の推進会議、３連携推進と医療費適正化対策会議というこ

とです。今年度の１つの大きなテーマは、平成20年から始まります特定検診、特定保健指導、

これをどうやって軌道に乗せていくか。まず、計画をつくって、具体的な事務作業を進めてい

こうということで、関係者集まりまして、３回ほど会議をやってございます。その中で一応ま

だ成案にはなってございませんが、特定検診の実施計画書案を今最終的に上げる状況になって

きています。この案をつくりながら、現在やっている13事業の進捗状況等についても意見交換、

あるいは情報交換をやりながら進めていると、そんな状況になってございます。会議としまし

ては、３回ほど行っているという状況でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 



〇15番（吉田和子君） わかりました。 

 次にお伺いを進めたいと思います。自治体病院広域化、連携構想については、８月に素案が

示されて、各地域の意見を聞き、年内には構想をまとめるとしていますけれども、素案につい

ての説明も終えているということであります。白老町も参加をして、前向きにということでお

話をしたということなのですが、地域によっては具体策を進めるために実務者会議を発足させ

るという地域もあるというふうに聞いておりますけれども、我が地域の中で苫小牧中心にとい

うことなのですが、こういった中ではそういう動きがあるのかどうなのか、そしてこの構想が

どういった形でいつごろ実現されていくようになるのか、その点をちょっと伺いたいと思いま

す。 

〇議長（堀部登志雄君）  二瓶行財政対策室長。 

〇行財政対策室長（二瓶 充君） この連携構想の中にどういうふうな進め方をしていくのか

ということで、地域保健医療福祉推進協議会ですか、この下に地域検討会議という部分で対応

していこうというふうに書かれています。そういう中で具体的には、白老の場合でしたら胆振、

日高の一部も含んでいますけれども、東胆振を含めて日高という形の中で進めていくという部

分で、これが今のところの基本的な考え方で、北海道のほうでは考えているようです。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 15番、吉田です。具体的に会議としては、設けられる形にはなってい

ないというふうに理解とらえていいですね。 

〇議長（堀部登志雄君）  山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君）  東胆振の地域保健、医療、福祉ということで、今３部門が推

進協議会ということで、管内の保健所が所管して、こういう協議会を持っています。ただ、こ

の広域化の問題については今道のほうでまとめている段階でございまして、具体的にどういう

ふうに地域におろしてやっていくのかという協議については、推進協議会を持っていますが、

その中でも具体的なものについては協議がされていないというのが現状でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） まだこれ具体的にこれからになっていくということなのですが、大体

年内にはこれが方向性として出てくるというふうにとらえたのですが、それでいいのかどうな

のかということがもう一点。 

それから、このことが進むことで、白老町もやはりこの地域で１つの集約した形で町民を守

っていく、住んでいる住民を守っていくということは、私もこれは大事な構想だと思いますけ

れども、そういった構想が進めば進むほど、それからそういったことが成り立てば成り立つほ

ど、私は残された自治体病院というのは厳しい状況になるのではないかなというふうに考えて

います。そういった中で国のガイドラインもありますけれども、先ほどから伺っていまして、

白老の病床のベッド数、利用率は70％がもう３年以上続いているということです。そういった



ことからいくと、病院数の見直し、それから経営形態の見直しとか消極的になってしまうと、

これは国の制度なのですけれども、済みません、ちょっと前後してしまいましたけれども、そ

ういった中では交付税の減額もあるということが出てきています。そういった意味では、今の

現況下の中で国とか、道の方向性に従うというか、従わなければならないということになると、

議会でも３月に結論を出しておりますけれども、そういったことも含めて白老町は今の病院の

形態をこのままで維持していくということは当然厳しいことだと思いますし、このことをずっ

とまだまだ尾を引いていって結論を出さないでいるということには、私はならないのではない

かなというふうに思うのですが。 

もう一点、06年度の道内市町村の病院の決算状況というのが示されて、本当に総額で道で

220億円になったということで、道はより一層このことの数字を追って、この広域連携というの

は推し進めてくるというふうに思うのです。そういった中で今町立病院のずっと現状を伺って

きました。いろんなものをやって、全部努力をしてきました。あそこで、もっと下がる。看護

師の体制も13対１で、今度は10対１になると、もう厳しい。何かしら明るい兆しが少しでも町

立病院の今の形態が引き続きやっていける、もう少し伸ばしていける、そういった状況という

のは何も何か見えてこないような気がするのです。そういった中では、私は白老の町立病院の

方向性というのは何か見えてくるというか、見えなければならないですし、出さなければなら

ないのではないかなというふうにとらえるのですが、その点のお考えを伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 全くまさしく吉田議員の言うとおりだと思っています。このままでは、

町民に対しても迷惑かけるし、赤字が全然減っていかないということになります。それで、抜

本的な改革といいますか、体制をしかなければならないのかなと思っています。そうなると、

一番先に実は考えなければならないのは、これは町民の命にかかわる部分でございますので、

まずは病床をどういう形で確保するかと。この町立病院がなくなりますと、病床が町内になく

なりますので、まずそれを踏まえて改革を抜本的に考えなければならないなと思っています。

ただ、これが例えば診療所になりますと、今 65床で約１億4,000万円入っていますが、診療所に

なると700万円になるのです。こうなると、赤字は減るのですが、入る分と出る分の差が、赤字

の分が多くなるということになりますので。ただ、実態を見ますと、例えば病床を持たない診

療所、これは結構黒字になっています、どこも。ただ、我がまちの場合はそういうわけには絶

対いかないと、こういうことです。 

それで、先般総務省の病院の関係の事務方で２番目か３番に偉い人、局長さんというのです

か、課長さんの上なのですけれども、その人にちょっとお話ししてきたのですが、全体的に例

えばうちのまちで考えると、交付税減ることになるでしょうと。ただ、今の権利としての92兆

円でいいと思っていませんと。北海道全体で考えた場合、センター病院と、中核の大きい病院、

苫小牧に２つ、３つあります。その近隣で私どものまちみたいな90持ったり、60持ったりして

いる病院が結構あるわけです。それを私１答目に答弁しましたが、機能分担をきちっと持つと。

要するに連携をしっかりとると、まずセンター病院と。そのほか町内の診療所あります。町内



の診療所とも、また連携をすると。これは、お医者さんというのは、今ほとんど札幌にどんど

ん集中して、自治体大変なのですけれども、これは労働条件が余りにも過酷になってきていま

す。ですから、悪循環が今の状況を招いているということでございますので、医者の要するに

労働条件をきちっと守ってやると。そして、救急体制のとき町内の診療所とまたきちっととる

と。 

また、大きい病院との救急体制もきちっととるということで、まだ方針はきちっと示してお

りませんが、私が実は総務省に行ってきたのですが、これ道庁にも行っています。知事、副知

事にも直接その話をしています。それで、それだけではだめなので、今苫小牧の市長ともこの

話を実はしてきました。胆振支庁の副支庁長ですか、その中へ入って、またいろいろ進めてい

ます。ですから、改革するにも相手がいっぱいあるわけです。地元もある。現場は、もちろん

ありますけれども。ですから、まず我々はベストのことを考えなければならないと。例えば先

日「ほべつ」で載っていましたが、遠隔治療といいます。診療機械のいいのを入れて、穂別の

先生も診ているけれども、北大の先生も診ると、こういうこともきちっとすると、かなり機能

的によくなるわけです。ですから、機能分担しっかりしながら、そして入院病床もきちっと確

保しながら、そして予防医療もきちっとしながら、赤字を結果的に減らしていくと。ベストで

す、それが。ですから、ベストなところから我々は今取り組んでいるというところでございま

す。 

いずれにしても、これはまた３年も４年も先送りということにはなりません。大変なことに

なりますので、とにかくこの関係については今急いで取り組んでおりますので、ご理解いただ

きたいと思います。ただ、国の、道のそういう方針もございますので、私が幾らいい提案をし

ても、これは医局があります。道庁があります。国もありますので、その辺もきちっと見きわ

めながら進めたいと。なるべく早く進めたいと。できれば、北海道で一番に取り組みたいとい

うことは、そういうふうに思っていますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君） 15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 今お話をいただきましたけれども、こういうことがあるのです。これ

は、現実に入院している方のお話なのですが、やはり結論が今国と道の関係があるので、なか

なかすぐ結論は出せないということなのですが、実際に入院している患者さんがいるというこ

となのです。私は、これはあってはならないことだと思ったのですが、病院の中の方針が決ま

らないと、そうしたら入院している患者さん同士が、あなた、この病院どうなるかわからない

のに、あなた、いつまでも入院できると思わないで、ほかの病院へ移ったほうがいいよとか、

そういったやりとりをしていると、そういったことで泣かれたことがあります。やっぱりここ

の病院しかないと。親が、高齢者だけが入院するとは限らない。若い娘さんのほうが入院をし

て、お母さんが毎度病院へ通わなければならないと、そういったときに本当に町立病院があっ

てよかったと。ただし、患者さん同士でそういうふうに言われると、本当に情けない思いをし

たし、すごく不安を抱いたということなのです。そういうことからいうと、本当にそういった



ことを含めて、町長がそういうことも考えて、病床は減らしたくないと。ただし、だからとい

って国、道をいつまでも待っている中で結論を出さないことが、町民が痛みを伴っているとい

うこともしっかりと私たちは意識していかなければいけないのではないかというふうに思うの

です。 

今回選挙もありました。私もいろんな方と懇談することがありました。その中で出たことは、

やはり財政ももちろん厳しいことで、ただ高齢者にとっては財政は専門の職員が何とかしてく

れるという信頼を持っています。ただ、病院に関しては、どういった結論が出るかで、自分た

ちの命にかかわるのだということなのです。だから、病院のことを本当に一番多く聞かれまし

た。私は、その中で寿都の病院の話をしました。家庭医療ということをやっているという話の

中で寿都の、ここの院長先生がおっしゃっていましたけれども、そこも有償のたしか診療所で

すので、赤字を出さないとは言えないと、黒字に転換できるなんていうことは考えていないと、

ただ赤字を最小限に抑える私は方法をやっているということで、本当にこの先生は先ほど町長

がおっしゃったようにやはり機械というか、パソコンを利用してその患者の状況が、家庭医で

すから、小児科もいろいろ見るわけですから、このことがどうだろうといったときに、そうい

った自分の病院のかかわりのあるところと連携をとりながら対応する。そして、町民に何を一

番与えるかといったら、安心を一番与えることだ。３人の先生で順繰り、順繰りですから、日

にちによっては違うと。だけれども、本当に一人一人の患者さんを全部の先生が掌握している

のですよ、３人の目で見ることでまた新たなことがわかることがあるのですよと。本当にそう

いった町民の方々と一体になった、そして何よりも私すごいなと思ったのは、先ほど言いまし

たようにどんどん外へ出ていっている。この先生方も３人で24時間365日ですから、入院病床も

ありますから、厳しい状況にある。楽な状況でやっているわけでは、私はないと思っています。

やっぱり先生方の……町立病院の先生がやる気ないとは言いません。ただ、やる気の問題だと

私は思っています。そういった中での取り組みをされている。何よりも一番町民が安心されて

いるのは、その患者さんの背景も全部掌握をしている。この患者さん今治して帰したら、また

同じ生活をすると、家庭で。だから、その家庭の病気が起きた背景まで全部掌握しているとい

うお話を伺いました。そのことを町民の方に１つずつお話をしました。すごい、こういうのが

私たちが求めているものだというお話がというか、返事が一番多かったのです、その中では。 

そういうことを含めて、私は一日も早いやはり結論を出すときはもう来ていると。もちろん

国や道の方向性がありますけれども、町立病院自体で考えても、今このままでは町は、だって

出せないですよね。もう繰入金出せないですよね。そういったことを考えると、私はやっぱり

先送りはするべきではないですし、町長が19年度内には、最初は任期内ということでしたが、

それはやめてしまってしまったら責任も出ないわけですから、年度内と言われて今回第２期目

当選されましたので、もうそろそろいろんなことの、具体的なことにならなくても、方向性く

らいは町民の方々に示すべきときが来ていると私は思います。20年度から新たなスタートの年

度になりますけれども、そういったことではそのことが一番必要な今は時期ではないかなとい

うふうにとらえておりますし、町民の方々も自分たちだけの思いだけ、自分たちだけの言い分



だけ通してほしいなんて言っている町民はいませんでした。本当にそういう意味では、今後の

病院、ベッドは少し残してほしい、ぜいたくは言わない、その中で自分たちが安心して通える

病院づくりをしてほしいという、そういう思いの中のお話が多かったものですから、もう一度

その点伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 寿都の診療所へ行っていただいたのは、私も議会の皆さんにぜひ見て

ほしいと、これがベストとは言わないが、こういう方法もあるのですということで見ていただ

いた。あそこでいうと、私も実はお話聞いておきまして、事前に。大きな病院と徹底的に連携

とれば、ああいう状況でもいいのだなと実は思っています。ですから、先ほども言っています

が、欲張りなのですが、往診もできて、また医療難民という方も、きちっとそれも医療難民の

体制といいますか、確保も、どういう形かは別にして、そういうこともできながら、最小限に

赤字をとどめるということになりますと、大体方向性は決まってまいりますが、ただそこで我々

の考え方というのは、うちのお医者さんはほとんど医局から送ってきてもらいます。例えば今

言った家庭医でも賛否があるわけです、お医者さんの中で。ですから、そういう基本的な考え

方を……国のほうでは、家庭医のことを総合医というのです。ですから、昔でいうホームドク

ターというか、そういう体制で一方では国のほうがそういう方針も示したと。道庁も地域につ

いてはそういうことにしてくださいと。ただし、センター病院との連携もきちっととりなさい

よということを医局、大学も含めてすべて理解していただかないと、私がそういうことでやり

ますと言っても、あなたの暴走でしょうと言われたら、そこでお医者さんは一人も来なくなる

のです。ですから、こういうのはやりたくても、ちょっと慎重にならざるを得ないところがあ

る。そこまで持っていくには、また大学の教授とも私直接行ってある程度説明するなり、説得

しなければならないのです。ですから、同じいいことであっても、それぞれ違う考え方がずっ

とまた上のほうにおりますので、急ぐべきというのは私も本当に認識しています。できる限り

急いで、まずは議会の皆さんと相談しながら、それを理解していただいたら、すぐ町民の地域

に出向いて説明したいと思っています。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 

〇15番（吉田和子君） 今たしか国でも総合医体制ということで、そういったお医者さんを募

集したり、そういったお医者さんをつくっていくということでは、かなり進めているというふ

うには聞いておりますので、そういった形では地域の方々が安心できる病院づくりということ

では町長の今言われたことわかりました。今言えないということもわかりましたので、越えな

ければならない山がまだ２つほどあるのかなというふうに理解をいたしました。 

 次に進みたいと思います。厚生労働省の調べで産婦人科医療の推移、ここ10年余りで600人ぐ

らいの方が減少していると。分娩施設も1,000カ所ほど減になっているということなのですと。

白老町には産婦人科がありませんので、白老町は苫小牧とか、それから室蘭、登別に行ってい



る方もいらっしゃると思いますけれども、そういった意味では他町村にお願いをしなければな

らないということになると思うのです。多児妊娠や切迫流産というようなことでハイリスクの

妊婦の受け入れ、新生児に高度の医療が施されるような新生児集中治療室が整備されている産

婦人科というのが今後必要になってくるということなのですが、そういったところと白老町と

の連携をどうとるのかということをお伺いしたいと思うのです。ハイリスクを負った周産期救

急の搬送の基幹病院や中核病院の受け入れがスムーズにいかないということでたらい回しや、

それから妊産婦の死亡ということがあったのです。そういったことでは、今後病院の連携構想

の中でも周産期医療のネットワークだとか、そういったものをきちっとつくっていただく。も

う一点はお産の知識。こういうハイリスクを背負った妊産婦さんが呼ぶのは救急車なのです、

大抵。すると、救急隊というのはお産という余り認識がないのです。たまたま受けた町立病院

にもしそれをどうしたらいいだろうと相談をしたとしても、町立病院は産婦人科のお医者さん

がいませんので、直接連携をとるようになるのではないかと思う。そういったときに、どこで

も連絡とれるということではないのです。その間ずっと時間がかかるわけです。そういったこ

とでは、ネットワーク化をして、どこの病院が受け入れられるとか、そういったことを含めた

要請をきちっとしていくべきではないかなと思うのですが、その辺のお考え伺いたいと思いま

す。 

〇議長（堀部登志雄君）  山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君）  町長の答弁にも一部ありましたけれども、今北海道ではそう

いうハイリスク、あるいはドクターの減を含めて、救急にそういう整備、システムを構築しよ

うということで、北海道周産期医療システムの整備計画をつくってございます。その中で今年

度中にこれがまとめられると思いますが、先ほど私もお話ししたとおり東胆振地域の保健医療

福祉推進協議会の計画の私委員もやっています。委員が現首長の町長という形で、各行政の首

長等が委員になって、その専門部会等々を私ども健康福祉課のほうで。いろんな部課ありまし

て、計画でありますとか、母子でありますとか、その委員をうちのほうでもやっておりますの

で、その機会あるごとにはお話をしていきたいというふうに思います。既にご承知のとおりこ

の計画の中で、東胆振の中で周産期のものといたしましては、いろいろランク分かれているの

はもう既に議員もご承知だと思うのですが、この中で地域周産期の優先的かつ重点的な産婦人

科医師の確保を図る地域周産期センター、これは周産期センターの中でも上のランクに属する

部分ですが、この中には王子総合病院と苫小牧市立病院が含まれております。ですから、東胆

振としてはかなりレベルの高い位置の中で位置づけがされているということでございます。さ

らに、ご承知のとおり緊急の医療に関しましては、うちのほうで苫小牧市立病院さん、それか

ら王子総合病院さんと胆振圏域の中で提携をしている関係、救急病院の助成をしながらやって

いる状況でございますので、その部分については機会あるごとにお話をし、整備についてはス

ムーズにいくような形にしていきたいというふうに思ってございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

          〔15番 吉田和子君登壇〕 



〇15番（吉田和子君） 先ほど、何か念を押すようですけれども、委員をされているというこ

とで、ぜひ救急車から連携のとれる体制づくりの重要性ということをしっかりと訴えていただ

きたいというふうに思います。 

 それから、もう一点は里帰り出産なのです。これは、各産婦人科の受け入れがなかなかされ

ないというふうに聞いております。私の年代がちょうど娘さんとかがお産をするということで

東京都から帰ってきたとかといったときに、市立病院は断られましたと、ほかの病院へ行った

ら今度そこで一時金を納めてくださいとか、そういうような形でなかなか里帰りお産が難しく

なってきているという話も伺いました。そういったことでは、しっかり里帰りお産のほうも受

け入れはきちっと連携をとるということでありますけれども、受け入れていただけるようにと

いうことと、それから白老町は定住、移住策をやっています。団塊の世代を呼び寄せるという

ことは、ちょうど私たちの年代の方がこちらへ来るわけですから、そういったお子さんが今度

は向こうからまたお産に帰ってくるということも、どうも出てくると思うのです。そういった

ことでは、そういう受け入れてくれる病院がきちっと明確になっているということが、そうい

った方々も安心をするということでは必要ではないかなと思いますので、そういったことの受

け入れ態勢をしっかり持っていただきたいというふうに思います。これは、やっていくという

ことですので、またこれもしっかりと言っていっていただければと思います。 

 それから、委員をされているということで、もう一つこれはちょっと提言になるかもしれま

せんけれども、今日本産婦人科医会では安全、安心な分娩管理が受けられないお産難民がやっ

ぱり先ほど言ったようにこれからも50万人ぐらいになるのではないかというふうに試算されて

います。白老町は、特に産婦人科がないということでは、先ほども言いましたように他町村に

頼らなければならないということなのですが、今産婦人科医が、ではどんどんふえていくかと

いったら、そういう体制ではないです。そういった中では、産科医の不足する中で、今助産師

の見直しがされているのです。この助産師が産院内で医師と役割分担をして、産前産後のケア

や分娩介助に当たるという産婦人科外来や院内助産所が今病院に設置をされているというのが

注目されているわけです。こういった中で本来のお産は病気ではないというふうに言われてい

るのですが、今産婦人科のお医者さんが大変少なくなって、すごく過度な勤務になっていると

いうことで、帝王切開がすごく多くなっているのです。お産に時間をかけないで、すぐ帝王切

開をして産ませてしまうという、そういったことが多くなっているということなのです。本当

であれば、正常分娩のエキスパートというのは助産師さんだと言われているのです。そういっ

たことでは、これを取り入れたところは帝王切開がかなり下がっていると、率が。そういう実

例も出てきているわけです。そういった中では今後この連携構想、それからその協議会等を含

めながら、こういった中で提案していく必要があるというふうに私は考えているのですが、そ

の辺のお考えを伺って、私の質問を終わりたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君）  議員は既にご承知だと思うのですが、先ほど言いました医療

システムの関係の中には外来の助産師さんの関係も出てきております。これは、あくまでも正



常分娩を対象として助産師さんが対応するのですよということで、ハイリスクの場合について

はドクターが対応すると、こういう話でございます。この中にも計画のほうに位置づけられて

おりますし、当然のことながら医師不足、あるいは24時間対応の過重労働から考えますと、こ

ういうものが今後推進されていくものというふうに思っております。そういうことからします

と、当然のことながら、そういう安全に産んでいただくために、そういう資源も活用する必要

が当然出てくると思いますので、この辺につきましてもきちっと委員協議会あるたびに要請を

していきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で15番、吉田和子議員の一般質問を終わります。 

 


