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平成２０年白老町議会産業厚生常任委員会会議録 

 

平成２０年４月２３日（水曜日） 

開  会  午前 ９時５９分 

閉  会  午後 ３時３６分 

                                         

○議事日程 

所管事務調査 

１．保健・福祉（介護含む）・医療の３連携及び高齢者医療について 
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所管事務調査 
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○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     町 民 課 長    丸 山 伸 也 君 

     町 民 課 主 幹    小 関 雄 司 君 

     病 院 事 務 長    安 達 義 孝 君 
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 健 康 福 祉 課 主 査    庄 司 尚 代 君 

 健康福祉課保健師    小 川 智 子 君 

     健康福祉課保健師    打 田 千恵子 君 
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    ◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 公私共に忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。

ただいまより、産業厚生常任委員会所管事務調査を行いたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

（午前 ９時５９分） 

                                         

○事務局主幹（森隆治君） それでは、ちょっと簡単に先ほどご説明したとおりですね、本日

の委員会というのは、「保健・福祉（介護含む）・医療の３連携及び高齢者医療について」の所

管事務調査です。きょうとあす、２日間を予定しておりますので皆さんのお手元に配布してお

りますレジメに沿って、２日間とも午前、午後の調査となりますのでよろしくお願いしたいと

思います。 

午前はですね、日程でお配りしておりますように３連携推進施策及び計画について。２番目

として、特定健診及び特定保健指導の事業実施について。３番目として、後期高齢者医療につ

いてであります。それで、昼からは健康指導事業等の成果についてということで、国保ヘルス

アップ事業実施成果について。２番目として、国保禁煙治療費助成事業実施成果について。３

番目として、高齢者健康づくりの事業の実施状況について、予定しております。 

なお、議事の進め方として、調査項目に沿い、所管課から説明を受け、質疑を行い、そして、

次の調査項目に入っていきまして、最後に全体を通しての質疑を行っていただきたいというふ

うに考えております。事前に資料を配布させていただいておりますのでよろしくお願いしたい

と思います。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） ありがとうございました。 

 それでは、町民課のほうから説明をいただきたいと思います。丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） おはようございます。新年度になりまして初めての所管事務調査

でございますので一言ごあいさつ申し上げたいと思います。私の横に並んでおります、４月１

日付で新任の課長もおりますので、まず、自己紹介からさせていただきたいと。私は町民課長

の丸山で、主に国保、後期高齢者医療、こういうものを担当してございます。 

○病院事務長（安達義孝君） 昨年から担当しています、町立病院事務長の安達です。よろし

くお願いします。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） おはようございます。この４月１日から介護保険と高齢者

福祉を担当させていただいています、長澤です。よろしくどうぞお願いいたします。 

○健康福祉課長（田中春光君） おはようございます。この１日から健康福祉課長を担当して

おります、田中でございます。よろしくお願いいたします。 

○町民課長（丸山伸也君） 自己紹介が終わりまして、この４人のメンバーで３連携を進めて

いき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。 

 きょうとあすの日程につきまして、大まかな概略、再度、私どものほうから説明をさせてい
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ただきたいと思っています。 

 まず、本日の午前でございますが、３連携の推進施策、そして、その計画につきましてです

ね、新しい、この産業厚生常任委員会の委員さんもおられますので、基本的な３連携の施策の

あり方だとか計画について、一度おさらいをさせていただきたいなと思ってございます。 

 それと２番目にですね、国保の絡みでございますが、もう準備は始まっております、特定健

診及び特定保健指導の事業実施について、具体的に事業がどんなぐあいに今年度進んでいくの

か、これについて私どもの小関主幹のほうから説明をさせていただきたいと思っています。 

 それと３番目にですね、後期高齢者医療。後期高齢者につきましては、各種新聞報道等に出

ていますが、具体的に医療の診療報酬がどうなっているのかなと。よく包括医療、包括診療だ

とかという言葉が出ていますので、高齢者の医療の診療報酬がどんなぐあいに決められてきた

のか。そして、その中身がどういうふうになっているのか。決められ方の中身について、私の

ほうから説明するのと、具体的に町立病院のほうでどんなぐあいに取り扱いが行われているの

か、その辺についてもお話をさせていただきたいと思っています。 

 それと本日の午後ですが、健康指導事業の成果についてということで、18 年、19 年度の２カ

年事業として、国保のヘルスアップ事業が行われています。医療費分析を見ながらですね、ヘ

ルスアップ事業が具体的に、どんなぐあいに行われて、どんな成果があったのかと。実際に担

当しております保健師のほうから報告をさせていただくと。国保についても同じでございます。 

 それと、高齢者の健康づくり事業。さまざまな取り組みが進められています。健康福祉課参

事のほうから事業づくりの実施状況、どんなぐあいに、どんな団体が、どういうふうにやって

いるのか、そういったことについても説明をさせていただきたいと思っています。 

 24 日、あしたでございますが、３連携の要になっております町立病院における総合相談業務。

２カ年たちました。２カ年たってですね、どんな取り組みが行われているのか。どんな相談の

内容が多いのか。それで、患者さん、あるいは相談に来られる方が抱えている課題は何なのか。

それと、総合相談業務を今後続けていくためにどんなことをやってきたらいいのかと。こうい

う形での課題について、総合相談室次長のほうから説明をさせていただきます。 

 それと、町立病院の経営状況及び運営状況の課題につきまして、現状の経営状況等につきま

して、事務長のほうから説明を行います。 

 それと、昼に町立病院の食堂のほうへ移動していただきまして、町立病院の職員とも一緒な

のですが、町立病院の職員用の食事、普通食ですね、その食事をとっていただいたあと、町立

病院の中身、現状ですね、建物の状況、あるいは機器の設置の状況、こういったものも見てい

ただくと。こんな中身でこの２日間取り進めさせていただき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。 

 それでは、町民課のほうからですね、保健・医療・福祉の３連携の中身と、それと特定健診

の具体的な中身について、これから説明をさせていただきたいと思います。質問につきまして

は、この２点については、①、②について終わったあと一度質問を受けまして若干の休憩と。

その後、後期高齢者の医療について説明をさせていただきたいと思います。 
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 お手元のほうにですね、保健・医療・福祉の３連携についてという１枚ものと、それと、施

策推進方針、それと、事業実施計画書がついてございます。保健・医療・福祉の３連携という

言葉が出ています。議会の中で介護も含めまして４連携という形になっておりますが、基本的

には、私どもとしましてはですね、介護については福祉に抱合されると。介護というのは福祉

の一環であるというような位置づけでございますので、言い方としましてはずっと３連携でと

おさせていただいてございます。 

 それでは、この保健・医療・福祉の３連携が具体的にどんな形で進んできたのかなと。まず、

その辺のひもときをちょっとさせていただきたいと思っています。１番に、議会における論議

の始まりというものがありますが、平成 14 年第１回定例会の中で町長が「保健・医療・福祉の

３連携」という言葉を初めて使ってございます。それで、この町政執行方針に基づいて、「それ

では、具体的に保健・医療・福祉の３連携についてどうしていくのだ。」という質問が出されま

して、「この３連携について、あるべき姿を構築するために町内にプロジェクトチームを立ち上

げて、今後、検討していきます。」というのが、この３連携を取り進める上での最初のきっかけ

となってございます。それで、14 年第４回定例会でもう一度、「総合的な保健、福祉、医療政

策の確立についてはどうなっているのだ。」ということで質問がありまして、町長が「 すべての

部局を網羅した形で総合的な体制を図る必要があることから、庁内にプロジェクトチームを立

ち上げました。」ということで答弁をさせていただいています。 

 それでは、庁内にプロジェクトを立ち上げて、どう進んできたかというのが２番目になりま

す。第１回の定例会の後すぐにプロジェクトの準備連絡会議が開催されまして、７月にプロジ

ェクトの研修会、そして、同年 12 月に保健・医療・福祉の中でも特に高齢者緊急対応、今でい

う町民安心カード、これの前段の話に実はなってきてございます。それで、この会議が２回ほ

ど行われたあと、平成 15 年４月に健康福祉課に３連携を推進するための担当主幹を１名配置し

ています。これは保健師の職でございます。同年４月に試行的に町立病院内に医療・福祉・介

護に係わる相談室を開設しまして、週に１回、保健師が町立病院に赴いて相談業務を始めたと

いう形になります。それで、６月には先行して、旧追分町、今の安平町ですが、追分のほうで

高齢者台帳システムというのをつくりまして、これは今の私どもの安心カードに近い原型なの

ですが、こういったものをパソコンレベルでやっておりまして、それに基づいてですね、９月

に独居高齢者台帳システムをつくってはどうなのかということで町内の協議が始まりました。

この協議の係わる事務的なものは進んできたのですが、なかなか３連携に具体的な内容を伴っ

た施策が伴わないということで、16 年７月に特命担当参事を配置しまして、少し本腰といいま

すか、本腰を入れてですね、この３連携に取り組む姿勢を強調したというような形になってご

ざいます。それで、８月に保健・医療・福祉の連携に係わる論点を整理しまして理事者に報告

をしてございます。これを元にですね、具体的な取り組みをどう進めていくかと。平成 16 年９

月議会で、「３連携は具体的にどういう形で出てくるのだ。」ということで、「12 月の議会には

報告をします。」という形で取り組ませてもらいました。それで、11 月に町民カルテに係わる

先進地の調査、これは岡山市に行ってございます。これはＩＣカードを利用した、今、社会保
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障カードと言われるのが厚労省でいろいろ考えておりまして、保険証だとか、社会保障番号だ

とか、年金手帳だとか、こういったものを一括して一枚のカードの中に盛り込んではどうだろ

うかということで、今、厚労省の中で検討されていますが、これを先取りしたような形で白老

町でもできないだろうかということで検討しました。しかし、岡山市に行ってわかったことは

ですね、データの更新が非常に難しいと。ＩＣチップを利用するのはいいのですが、データの

更新が非常に難しいということと、もう一つは個人情報が漏れた時に一体どうするのだと。セ

キュリティーの問題がどうしてもクリアできないということで岡山市の取り組みは、正直申し

上げて、失敗事例だったというようなこともございましてですね、これは紙ベースでやっぱり

やらざるを得ないだろうということで、今、健康福祉課で紙ベースでの町民安心カードとして

取り組みは進められております。それで、12 月に当時の特命担当参事がですね、保健・医療・

福祉のネットワーク推進について、理事者に報告をしまして、その内容につきましては、同年

12 月の議会でレポートについて報告をさせていただいております。これを受けまして、翌年１

月から保健・医療・福祉施策推進検討会議、これが当時の政策推進室を事務局にしまして、11

回開催をしてございます。毎月１回ぐらい。それで最終的に 18 年１月にお手元にあります、「保

健・医療・福祉施策推進方針」がまとめられてございます。それでは、具体的にこの方針を受

けまして３連携の推進事業計画をどうやって、やっていくのだということでございますが、こ

れにつきましては、５月にこちらにまとめています実施計画、13 の事業について、個別に推進

目標を立てて事業を取り組んでいこうと、こういう形になってございます。 

 そして、レジメの３番目でございますが、16 年８月に特命担当参事がまとめました、ネット

ワーク推進についてのレポートの内容について、若干、基礎的な知識として説明をさせていた

だきたいと思います。この理事者にあてました、レポートの内容につきましては難点がござい

まして、一つはですね、これまで平成 14 年からずっと３連携に係わる議会での論議がなされて

おります。そのやりとりについて、まっとうな内容であったのかということで一つは述べてご

ざいます。それと、全国的に各自治体における保健・医療・福祉の連携の現状はどうなってい

るのかなと。保健・医療・福祉の連携ということについてはですね、結構さまざまな文言では

取り上げていますが、どうも実態が見えないというような状況がこの中で実はわかってきてお

ります。それと、もう１点は、白老町におけるこれまでの保健・医療・福祉の取り組みの状況

がどうであったか。15 年４月には町立病院に相談室を開設したと。これも踏まえてですね、各

窓口でどんな取り組みが行われてきたのか、こういったことについても報告をしてございます。

それと当然、保健・医療がかかってきますので、保険制度からみた、健康保険からみた、保健・

医療・福祉のあり方はどうなのかと。最初の議会の論議の中にも１点出てきているのは、これ

は落とせないところなのですが、これだけ町の財政が非常に厳しくなってきたときに、医療費

を低減させることによって一般財源から持ち出す医療費の町繰出分、これを低減できるだろう

と。そうしないとなかなか新しい財源が生まれてこないのではないかという論議が結構議会の

中でありましてですね、私どももそういうふうに考えていましたので、医療費を下げるという

ことは町民の幸せにもつながると。町民が健康になれば、町の財政も助かると。こういう観点
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からですね、健康保険からみた保健・医療・福祉の連携はどうあるべきかと、こういったこと

についても述べてあります。それと２番目に各自治体の保健・医療・福祉の連携の現状がなか

なか見えないというような状況の中でですね、それでは、具体的に求められる連携像というの

は一体何なのだと、具体像は何なのだということで４点ほど挙げてございます。１つはやはり

総合相談業務。これは保健と医療と福祉をですね、とにかくワンストップでどこかできちんと

できる窓口をつくりましょうと。一つについては、いきいきの窓口で対応していますし、いき

いきの窓口から当然、病院のほうにも相談に来ると。あるいは病院のほうに来た方についても

ですね、当然、福祉のほうとも連携、介護とも連携をしていくよというような形になっていま

す。それから、２番目としまして総合情報提供業務。これは例えば、どこにどんな施設がある

のか、そこに行くとどんなサービスが受けられるのか、こういったものもやっぱり情報として

きちんと提供をしてですね、その方、その方にあった福祉なり、医療のサービスが提供できる

ように情報はきちんと押さえていきますと。そのものを提供できる体制を整えましょうと。こ

れが一つ、具体的な連携像ですよと。それともう一つは、当然、医療費を低減させていかなけ

ればならないということですから、総合的な健康づくり業務を行うと。これは町立病院と健康

福祉課、これが連携をしつつ、そして、国保のお金を、補助金を使いながらやっていくのがま

ず大事であろうと、こういった形のお話と。それと、総合保健・医療・福祉計画策定業務。こ

れは具体的にやっぱりどう進めて行くのかと。方針を決めて具体的にどうしていくのかと。こ

れは今言いました、推進方針と推進計画につながっていくような形になります。それと庁内の

組織体制をどうすべきかと。一体化するためにどこかでもってコントロール機能をきちんと持

たせて、きちんと連携を取れるような形で取り組みを進めていきますということで、実はもう

町民課のほうはですね、この３連携の取りまとめをやるというような形で組織体制も今は整っ

ています。そういった形になります。 

 それと４番目としまして、保健・医療・福祉施策、具体的な内容になりますが、一つは推進

方針の策定をして、３連携をどうやってやっていくのか柱立てをすると。それと３連携を推進

する個別計画を充実させ、見直しをさせていくということ。それと３連携推進の施策の中で何

が重要な項目なのか。５番目として、どうやって推進をしていくのか。その体制はどうなって

いくのか。それと６番目、推進のための具体的事業は何なのか。それとなかなか、こういった

取り組みを進めるにあたってですね、目標が見えないと。取り組みをしている、取り組みをし

ているというのだけど、それでは、どこまでどうなっているのだと。これは当然、議会からも

求められておりますので、我々としても５年スパン、10 年スパンで目標をきちんと決めて、や

っぱり検証していく必要があるだろうと。こういうことで、推進事業の目標値と効果を公表し

てやっていくというような形になってございます。 

 それと３連携の推進事業計画の中身でございますが、上段で、方針で立てられました中でで

すね、個別 13 事業の中の事業の実際の計画とそのスケジュールについて計画を決めてございま

す。今はこの 13 事業についてですね、一つ一つ検証しながらやっていくというような形になっ

ております。 
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 それと、この３連携の中で実はもう１点大事なことはですね、当然、計画を立てたあと、社

会情勢あるいは健康づくりの体制等が変わっていくということがございます。それをどうやっ

て対応していくかということですが、実は平成 18 年、19 年で行っておりました国保のヘルス

アップモデル事業、これが急遽廃止になりました。19 年度始まってからいきなり廃止にします

と。確か５月の連休明けぐらいにいきなり来まして、「えっ、何だ。」と。そのときにはもう３

月で予算が決まっておりましたので、やむなく事業を縮小しましてですね、確か補助金 200 万

ぐらいでできる事業に振り替えをしていったと、このような中身でございます。したがいまし

てですね、国保のヘルスアップも名前は、実は残るのです。残るというのは特定健診・特定保

健指導が入ってきまして、この事業は後から説明しますが、この事業に係わる保健指導の具体

的な何か目新しい事業があれば、それについては補助金を出してもいいですよと。これにつき

ましては今、健康福祉課とも協議をしていますが、従来やったさまざまなメニューでヘルスア

ップ事業が実は補助メニューとしてはできなくなってきています。そういったこともありまし

てですね、今年１年間、特定健診・特定保健指導を国保としては中心にやっていきますし、庁

内としても、この２点の事業について集中的にやっていこうと。それで、２年間たって、今年

度内にやっぱり１回総括をする必要があるだろうと。中間総括ですね。これをやって、はたし

て目標値に近づいているのかどうなのか。それと、目標を達成するために具体的に何か手直し

をしなければならないことがあるのか。これも私ども町民課、健康福祉課、そして、町立病院

とあわせてですね、推進担当の実務担当者も入れてですね、少し事業の見直しと評価をきちん

とやっていこうと。これはことし１年かけてやっていこうというような感じ。ただ、来年度の

予算等もありますので、できるだけ早い時期、10 月ぐらいまでにはおおむねの次年度の方向性

も含めてやっていきたいと思っています。10 月ぐらいになると特定健診・特定保健指導が大体

どんなぐあいに進んでいくのか、こういうような状況もみえてくると思いますので、そういっ

たことも含めてことし少し見直しをかけて、さらに保健・医療・福祉の３連携を進めていきた

いと、こんなぐあいに考えてございます。 

 保健・医療・福祉の連携につきましては、今、説明させていただいたとおりでございます。

引き続き、特定健診・特定保健指導の説明をさせていただいて、質疑を受けたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 小関主幹。 

○町民課主幹（小関雄司君） それでは、私のほうから平成 20 年度の特定健診・特定保健指導

の中身について、簡単なのですけどもご説明させていただきたいと思います。 

 まず、お手元に平成 20 年度特定健診・特定保健指導実施要領と、１枚もので裏表のものがあ

るかと思います。これがことし、うちのほうでやる大体の流れということでまとめております。

平成 20 年度から各医療保険税についてですね、特定健診、いわゆる生活習慣病なのですけども、

これを実施することが義務付けされております。それに基づいてですね、国保も医療保険者の

一つなので、うちの被保険者に対して実施するというようなことになっております。そして、

基本的には 40 歳から 74 歳の被保険者について実施しなさいと、そういう法律上の決めがござ

います。 
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 まず、１としまして実施の要領でございます。実施についてはですね、集団健診と個別健診

と、この２種類の２つの方法をうちのほうで今、考えて、実施を進めております。集団健診に

ついては、平成 20 年６月 19 日から 24 日の６日間ということで設定して、今、準備を進めてお

ります。一方、集団健診を受けなかった方についてはですね、７月以降、個別健診ということ

で７カ月間、来年の１月 31 日まで各医療機関で受けられるように手配をしております。 

 それで、健診の対象者なのですけども、被保険者の 40 から 74 歳と。年齢も決まっておりま

すので、生年月日でいいますと昭和９年４月１日生から昭和 44 年３月 31 日生、この方々が平

成 20 年度の健診の対象者になりますというようなことの文章が国のほうから流れてきており

ますので、それに基づいて、この年齢の枠の方にうちは実施させていただくというような形に

なっています。対象者数 5,300 人前後と当初みていたのですけども、実質、今回４月 21 日付で

全対象者に対してはがきで健診の案内を送付しております。最終的には４月１日現在で 5,075

名の方が国保の被保険者ということで該当になりましたので、その方々について、既に 21 日に

はがきでご案内の文書を差し上げております。それで、そのはがきの裏に集団健診の申し込み

も兼ねてご案内をしているような形になっています。そのはがきを持って集団健診をまず希望

する方は受けていただくと。それを受けなかった方についてはですね、７月以降の個別健診の

ほうに回っていただくような形になりますので、６月中に集団健診を受けなかった方々につい

ては再度受診券を同封してご案内の文書を差し上げて各医療機関で受けていただくと。そうい

う２段構えで、うちのほうは対応したいと考えております。 

 １つ目として特定健診の実施。まず、集団健診でございます。これについてはですね、いき

いき４・６と萩野公民館で各３日間ずつ、うちのほうでやる考えでおります。時期につきまし

ては、先ほど言いましたように６月 19 日から 24 日と。そして、１日 125 名がキャパシティー

になりますので、それの６日間で合計 750 名の方々を受け入れ可能ということで実施したいと

思っております。実施の機関としては、札幌にあります、結核予防会北海道支部のほうに、従

来どおりなのですけども、従来からやっていただいている部分で非常に白老のほうの環境もわ

かっておりますので、結核予防会にお願いをしてやっていただくという形になっています。今

回の６月の集団健診はですね、総合健診ということで特定健診以外に胃がん、大腸がん、それ

と結核、肺がん健診と、それらを兼ねて一括して受けられるというようなセッティングをして

おります。これに基づいてですね、各希望する方は受けていただくというような形で考えてお

ります。特定健診については、一人当たりの自己負担額 1,300 円と決めさせていただきました

ので、この自己負担をいただくと。あと、胃がんと大腸がんについてもそれぞれ、胃がんが 1,200

円、大腸がん 500 円というようなことで考えております。このがん健診については 70 歳以上が

無料ということで、健康増進法の絡みでやるものですから 70 歳以上は無料ということの従来ど

おりの考え方でやらせていただくというような形で考えております。 

 ２つ目として、今度、個別の健診でございます。これは７月以降、集団健診を受けなかった

方々は自分の都合に合わせて各医療機関で受けていただきたいと考えてございます。医療機関

としては町内の５つの医療機関がございます。すべての医療機関のほうでやっていただけると
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いうようなことに了解をとりましたので、そちらの病院でそれぞれやっていただくという形を

考えています。裏面、２ページ目にいきまして、日時が先ほど言ったように、７月１日から来

年の１月 31 日までの各診療時間、日時、病院の診察の時間内でやっていただくというような形

で考えています。健診料金も同じく、一人当たり 1,300 円を各医療機関の窓口で支払っていた

だいて受診していただくというようなことを考えております。 

 そして、受診した後ですね、３としまして、特定保健指導の実施ということで、ここが一番

肝心なところといいますか、いわゆる生活習慣病の改善を重点的に取り組むというような健診

になっておりますので、これ以降が、いわゆる、メタボリックシンドロームの該当になった方々

への健診の保健指導というようなことになります。また、受けていただいた方々の結果判定と

いうことで、健診結果から階層化をいたします。基本的には国保連合会に健診データを送って

ですね、データを取り込んだ時点で、いわゆる、自動判定なのですけども、メタボリックに該

当するかどうかというようなことを機械的に階層化するというようなことになっております。

中身的にはまだ私の方でも、そのシステムがまだ完全にできていませんのでどういう形になる

かわからないのですけども、基本的にウエストですとか、いわゆる、健診の値ですね、それに

基づいて自動的にこの人はメタボリックですよ、健康な身体ですよというような、そういう階

層化をされるということになっています。 

 それで、それに基づいて非該当の方々には、健診結果をそのまま送付するような形になって、

それで、いわゆる健診はすべて終わりというような形になります。該当する方についてはです

ね、今度は保健指導の対象ということになりますので、それは（２）として、保健指導（動機

づけ支援・積極的支援）ということで２通りの支援体制があります。その数値に基づいて動機

づけというか、いわゆる、ある程度の面接をして説明した中で自主的に取り組んでくださいと

いう方と、積極的支援という、もうちょっと黙っていたら生活習慣病になってしまうような、

ある程度重たいというか、数字が悪い人ですね、その方については３カ月以上個別支援なり、

グループ支援ということで状況を把握しながら、保健師のほうから指導していくと、そういう

２通りの支援体制でやっていきたいと。最終的には６カ月後に再度面接なり何なりをしてです

ね、どういう形で変わったか。例えば体重でしたら、何キロぐらい減ったのか。健康状態がど

のぐらい改善されたかということを、そういった形の評価をして終わりというような形になっ

ております。 

 一番最後に、特定健診から特定保健指導の流れということなのですけど、今、ご説明したと

おり、特定健診を実施してですね、それが階層化で指導が必要な方については、再度、利用券

を出して特定保健指導を実施すると、そういうような流れでいくような形になっております。

簡単なのですけども、以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（玉井昭一君） ご苦労さまでした。それでは、今の件につきまして、質問のござい

ます方、どうぞ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 説明ありがとうございます。流れとしては、従前、民生常任委員会に

所属していましたので、大体流れ的には今、町民課長から説明受けた中身だとは思うのですが。
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その中身で民生常任委員会のときも、それから、一般質問の中でもいろいろ３連携については

町民課長から説明のあったとおり、指摘だとか、提案だとか、いろいろな思いだとか、いろい

ろやられていたと思うのですけども。ちょっと見えなかったのがですね、例のごとく、ヘルス

アップ事業の絡みの中で、今、特定健診も含めてですね、ケースワーカーの対応について、要

するに国から支援策だとかというのもあったように思っているのですが、これがどのように 20

年度に反映されているのか。もし、あれば。それの説明とですね、あともう１点はやはり、町

民課が３連携の中の主体性をとりますよということの説明は従前から受けているのですけれど

も、いろいろな部分で、これは僕の思いですよ、これからはやっぱりこの３連携の主な柱とい

うのは、在宅のほうに相当シフトされると思うのですよ。そうなれば、やはり町内の機能を高

める、公、民間含めてですね。その辺の対策をどのように担当課としては考えているのか。こ

の２点ちょっと聞かせていただきたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） １点確認ですが、ケースワーカーというのはケアマネではなくて

社会福祉士ですね。４月１日から健康福祉課に１名配置になっていますが、その絡みですね。 

○委員長（玉井昭一君） 長澤参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 今の社会福祉士の関係なのですが、この４月１日から地域

包括支援センターのほうに１名配置になりました。主な業務としましては、総合相談の窓口と

いう形で高齢者の方々からのいろいろな相談、そういう業務を主として今、４月からやってお

ります。そのほかに、ケアマネジャーと同じような仕事、要するに要支援１・２の認定者の方

のケアプランの作成、これにつきましても、４月配置ということで今現在はまだ計画は策定し

ておりませんが、従前からいるケアマネジャーさんのほうにつきまして、今現在、ケアマネと

しての仕事も順次勉強しております。今後については、ケアプランを含めた形で在宅にいらっ

しゃる方の認定者及び認定者以外の方の相談という形で業務をしていきたいという考えでおり

ます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 在宅のほうへシフトしていくのではないかと。流れとしては間違

いなくそのとおりだと思っています。今までの３連携のつくりの中ではですね、町の一般財源

がないということで国保絡みの補助メニューが結構あったものですから、正直言って国保のほ

うでお金を持って、実際の事業は健康福祉課で町立病院にやってもらうというような形できて

いました。特定健診・特定保健指導の具体的にどういうふうに流れていくのか、これもみなが

らですね、少しつくりも変えていかなければならないだろうなと。先ほど、３連携の少し中身

について、今年１年ちょっと検討したいと言ったのは、実はそこにもあります。それで、ます

ます健康福祉課の中でも高齢者絡みの施策をどうやって進めていくかというのが非常に重要な

ポイントになってくるというのは私どもも考えています。ですから、逆にいうと、重点になる

セクションがやっぱり、この３連携を引っ張っていくというふうになりますので、必ずしも来

年、町民課長がこの３連携の要というふうになっているかどうかはちょっとわかりません。必
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要に応じてですね、やっぱり重点で仕事をするセクションに要をお願いしていきたいというふ

うに私は考えてございます。多分、みんなで話し合えば、そういう形になっていくのではない

かなと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 町民課長の言う、考え方、１年間推移を見て、そういう方向性の対応

策だとか、いろいろなものを検討していきたいということでありますので、それはそれで進め

ていってもらいたいなと。国の施策等々も目まぐるしく変わっていますから、どのような対応

にしてくるのかなというふうに思っています。 

 それで、その連携の中で、僕も前から指摘しているのですけど、町内のかかりつけ医の、後

期高齢者の場合も出てくるのだけど、これは包括でね、600 円というのは出てくるのだけど後

でね。要するにプライマリーケアね、要するに初期診断の絡みも出てくると思うので、この辺

やっぱり町立病院含めて連携体制の強化というのも別建てで考える必要があるのではないかな

というのが、まず、思っているのですよ。そのことについて、まず、１点。 

 それから、相談業務でいらっしゃる保健師さんが１名、町立病院の中に配置されていますよ

ね。先ほど町民課長のほうからもお話あったのだけれども、それで、さっき言った、ケースワ

ーカーの話を聞いたのだけれども。健康福祉課のほうにそれが配置されて、わかるのですよ、

１、２の絡みの対応をするのだよということはわかるのだけど、結局、ちょっと、やっぱり、

ただ健康だとか、対応だけではない部分というのも出てくると思うのですよ。変な話、生活保

護の問題だとか、住居の問題だとか、いろいろなものが出てくると思うのですよね。その辺の

ところは一つ一つの段階なのだけど、将来的にはその辺も含めて３連携の中にそれを盛り込む

という考え方が、ちょっと抽象的な言い方なのかもしれないのだけど、どういうふうに考えて

いるのか、ちょっとそれを聞かせてほしいなと思うのですけど。 

 それから、もう１点。長澤参事のほうに聞きたいのですけど。１、２の絡みで、前回の議会

でも前任の参事のほうから大体の数字は聞いているのですけれども、１人でそれが本当に間に

合うのか。それから、ケアプランの作成。３カ月、６カ月だと思うのですが、そういう絡みの

中でうまく１人で対応できるのかどうか。その辺もちょっと聞かせてもらいたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず、かかりつけ医の関係。３連携の中のかかりつけ医なのです

けど、後ほど、病院事務長のほうからの補足もあると思いますが、いわゆる、かかりつけ医と

いうのは、もともとの発想というのは熊谷委員が言われたとおりなのですよね。それは各医療

機関が連携をしながらですね、自治体病院がこの白老地域の中で核になる医療機関になるよと。

これは１次医療の中ですね。そして、２次医療として、室蘭、苫小牧。そして、さらには３次

としては札幌と。こういう形で高次医療につないでいく。そういう形になってきます。そして、

もう一つはプライマリーケアもそうなのですがターミナルの問題も出てきます。後で病院事務

長からお話あるかと思いますが、実は町立病院で最期を迎える方が年間 100 人近く、確かいた

と思います。そうなりますとですね、各町内の医療機関さんの中でターミナルがきちんとでき
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るか、やりきれるかということになるとですね、これはやっぱり町立病院しかないだろうなと。

それと、老健施設が結構ありますが、例えば胃ろうをつけていると老健施設に入れない。実際

問題として、なかなか受けていただけない。それと、認知症がひどいとやっぱり受けてもらえ

ない。こういった問題もありまして、そういったものも全部、今、町立病院でお世話をさせて

いただいている、こんな現況もありますので。これは全体的にみるとですね、やっぱり町立病

院の持っているいい点は非常に大きいし、地域の医院としての連携も非常に大きいなと。例え

ば救急医療の問題に関しましても、先ほど議会のほうに報告があったかと思いますが、日曜の

夜間の問題につきましてもですね、やっぱり医師会の医師、白老町の医師協議会の中でいろい

ろお話をしていただいて、何とか分担してやっていただけるような話もちょっと聞いています

し、そういった形での連携というのもですね、これは非常に重要になってくると思っています。 

 それと、病院の相談業務なのですが、これも事務長から補足あると思いますが、一つはやっ

ぱり目的としたのはですね、生保もひっくるめて、とにかくありとあらゆることをやっていき

ましょうということでの発足なのです。あした、具体的な内容について、課題についても報告

があろうかと思いますが、３連携の中で一番メインになっているのは、ここの部分が一つある

のです。これはもう最初から組み込まれています。これがきちんとやり抜ければ、相当な部分

ができるのだろうなと。今、町立病院におられる保健師さんもですね、社会福祉士も持ってい

ますし、ネットワークもきちんと持っておられますので、相当な部分で療養病床から他の施設

に移られたり、あるいは入ってこられたりですね、戦力としては、病院としては欠かせない戦

力ではないかなというふうに、私も２年間みています。そういった形の中でさまざまな問題を

やっていくためにはですね、逆に言うと人件費の問題はあるのですけども１名でいいのかと。

そうすると、よく少し大きめな病院にいきますと地域連携室というのをつくってですね、地域

連携室の中で、それこそ生保もひっくるめる、家庭のいろいろな問題もひっくるめて相談に乗

る、あるいは極端だと納税含めてですね、そういったものも相談に乗ると。そういった形のさ

まざまな取り組みが大きな病院で進められていますので、病院に置くかどうかは別にしてです

ね、町として、やっぱりそういった機能も置いておく必要があるのかなというふうに考えてい

ます。そういう形で相談業務は発展していただきたいなと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） 安達病院事務長。 

○病院事務長（安達義孝君） 今、かかりつけ医の問題と相談業務の件が出ていまして、丸山

課長の方からも説明ありましたが、かかりつけ医についてはですね、やはり町内の開業医さん

との連携も当然必要になりますし、ご存知だと思いますけども、うちの医師の人数ももう今月

末をもって３名になりますので、人員も含めて、今、議論されている町立病院の方向性も含め

て体制を整えていかないとですね、現状の体制ではちょっと非常に難しい状況ではないかなと

考えております。今後、方向性もあわせて対応はとっていかないと、今後ですね、大変必要な、

重要な部分になると思われますので検討していきたいと思っています。 

 それと相談業務。あす、皆さんのほうに発表しますけども、説明したとおりですね、本当に

うちの相談員ですね、生活の隅々のことまで相談を受けながら、医療だけではなくてですね、
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かかわった患者の生活、この間の一例を申し上げますと、その方は認知症でいろいろな所に借

金をしていると、それもいろいろ騙されていたとかですね。そういうものも含めて町の相談員

と連携を取りながらですね、その借財をどうするかだとか、それから、施設の行き先をどうす

るかだとかですね。熊谷委員が言ったとおり、生活含めて全般にわたって相談を受けています

ので、医療だけではないということをあした詳しく発表しますので、それをまたお聞きして議

論していただきたいなと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 長澤参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 介護保険の高齢者福祉のほうで、まず、社会福祉士を今回

１名配置ということで。地域包括支援センターの職種が社会福祉士、主任ケアマネジャー、保

健師の、この３職種が地域包括支援センターの設置条件となっております。それで、この平成

20 年４月から、それが配置されていなければならないということで、この度、社会福祉士が配

置になりました。相談業務につきましては当然、以前からも相談業務は受けておりまして、保

健師なり、主任ケアマネなりがそれぞれ相談を受けて、それに対応をした形で現地に行ったり、

家族との相談も受けたりという形で、中には先ほどの町立病院の入院患者に対応した施設の関

係の相談もいろいろ受けております。今後につきましても、社会福祉士を中心にした形で保健

師並びに主任ケアマネ、また、通常のケアマネジャーも臨時で４人おります。そのケアマネジ

ャーも含めた形でですね、いろいろな相談業務にもあたっていきたいと思っております。 

 ケアプランの関係なのですが、今現在、要支援１と要支援２の認定者が約 320 名いらっしゃ

います。そのうち、サービスを利用している方が大よそ 200 名程度でございます。その 200 名

程度につきましては、高齢者グループにいる４人のケアマネジャー、それと、白老町内にある

支援事業所、こちらのほうに何件かずつ委託しましてケアプランを作成しております。ケアプ

ランにつきましては、３カ月つくりまして、６カ月の評価という形になるわけなのですが、基

本的には月１回、訪問ないし、電話でその方の状況を確認し、または、月１回が中には大変な

方というか、常時見なければならないという方がいらっしゃいますので、そういう場合におい

ては電話で対応して。電話で対応できない方については、１週間の間で１日訪問する。顔見せ

ですね。そういうことも実際にケアマネジャーはやっております。ですから、１人当たり持つ

件数というのは結構多いのですけども、うちのケアマネジャーについては、その業務について

はしっかりやっている形で、国が決めている基準よりも短い単位での訪問ないし、連絡調整と

いうのを実施してございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） ありがとうございました。長澤参事のほうにちょっとお伺いしたいの

ですけど。今言ったように、国の基準をはるかに超えて対象者の訪問だとか支援にかなり努力

されていると。すごい量だと思うのです。200 名を４人がベイするということになると 50 件で

すからね、単純にやれば。ほかに委託しているといっても。普 通のケアマネジャーなら 10 件か

ら 15 件ぐらいがリミットだと思うのですよ。変な話ですけど、要支援１・２の介護サービスの

利用の頻度もあろうかとは思うのだけれども、逆にやっぱり要支援１・２になると制限もされ
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ているから、在宅をされている方がほとんどだと思うのですよね。そういう部分のところでや

はり見えてくる部分というのはいろいろあろうかとは思うのだけども、どうなのでしょうかね、

独居というか、地域の絡みの支援体制というのは行政側から見てね、地域に対して、こういう

のもちょっと必要ではないかなというのはありますか。もし、あったら聞かせてもらいたいな

と思うのですけど。 

○委員長（玉井昭一君） 長澤参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 確かにケアマネジャーの１件あたり、単純に数字に直しま

すと１人当たり 50 件という形になるわけなのですが、委託含めて、その分減るわけで、大体

40 件から 45 件が１人当たり持っている件数に該当いたします。 

 まず、ケアプランにつきましては、基本的に介護サービスの報酬が月額報酬なものですから、

ある程度月額の報酬の上限額に対して、例えば訪問介護であれば週何回、通所介護であれば週

何回というような形で、もう回数がある程度決められてきます。それで、その要支援者に対す

るサービスが何が一番必要なのか。それはご本人とか、ご家族とかとの協議によって決まって

くるわけで、ケアプランを作成すること自体は、それほど時間的なものというのは１カ月の間

の常時ということではないわけなのですが、集中した形で時間的には制約は出てきますが。通

常の要介護者のケアプランに比較しますと、ケアプランの作成に関しては比較的楽なのかなと

いう感じでおります。 

 あと、地域との連携につきましては、要支援１・２の方につきましては比較的ある程度動け

る方が主でございます。ですから、ご自分でお買い物に行ったりご自分で通院したり、そうい

う方がほとんどいうか、多いわけですから、そういう方々が通所介護なり、訪問介護で人との

触れ合いをもって、認知症になる予防を含めた形で介護サービスを受けている。あと、地域の

方々との触れ合いですね。それも積極的にケアマネジャーのほうから地域参加という形を促す

わけなのですが、なかなか、やっぱりそういう方々につきましては、俗に言う出不精という形

でなかなか地域に参加されない方が多いわけなのですが、ケアマネジャーは外に出るというこ

とを率先した形で推進しております。地域の方々のほうからとしましては、やっぱり何らかの

形で常時、行政のほうでは見守ることはできないものですから、やっぱり見守りという形で情

報提供という形をしていただければ大変助かるのかなというふうに思っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 僕一人だけ聞いて悪いのですけども。ケースワーカーからその話が今、

その状況をね、要支援１・２の話を今、聞かせてもらったのだけども、実態としては大体そう

いう範囲かなというふうに思っているのですけども、この３連携とも僕はかかわるとは思うの

だけれどもね。結局、医療機関で、さっき町民課長も言ったのだけど、ターミナルケアもして

いますよということなのだけど、その間の絡みの中でやっぱり介護の対応、医療の対応になる

かわからないけれども、要するに家族、在宅だから家族に戻ってくるわけですよね。介護して

いる人の対応というのが最近やっぱりすごい社会問題になっているのかなと僕はとらえている

のですよ。要するにお母さんを息子さんが見るために、息子さんがかなりうつになってしまっ
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ただとか、いろいろな状況、これは一つの事例で言っているのだけども。そういう状況も当然、

我がまちにも発生していないとは言い切れないと思うのですよ。その辺のところをどのように

押さえているかね。それから、もし、そうであれば、こういう方向性で考えているというもの

があれば、ちょっと教えてもらいたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 長澤参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 要支援者を介護する家族への対応という形で、基本的には

先ほど言いましたように、うちのケアマネジャー自体がご本人、もしくはご家族への連絡、も

しくは対面という形で取っておりますので。やはりケアマネジャーイコール要支援者だけとい

う形では当然、対応しているつもりはございません。あくまでも、家族がいらっしゃる場合で

あれば、ご家族を含めた形で、ご家族が、俗に言えば、介護に疲れたような状態であれば、そ

の家族の方へのケアですね、それを直接ご家族とお話できれば、それは当然いいことなのです

が、グループ内での協議、要はケアマネジャープラス先ほど言いました主任ケアマネジャー、

社会福祉士、そういう形で協議をする場をやはりグループとしては持っております。例えば、

要支援者Ａさんのご家族がこういう状態ですということで具体的な例があれば、それに伴う協

議をして、それの対応策をどう考えるべきかということを協議して、例えば一時的に短期入所

を勧めたり、そういう形でご家族へのケアも含めた形でケアプラン等の作成を。そういう場合

は当然、変更という形になりまして、ご本人の了解、ご家族の了解というのも当然必要になっ

てまいりますが、そういう形でご家族へのケアですね、それも含めた形で対応はしているつも

りでございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） ショートステイ使ったり、そういう軽減というのは従前からされてい

るのだけれども、この間ね、ちょっと懸念される部分というのは行政の対応なのだけど、サー

ビス量の制限というのが出てね、やっぱりそれが使えない、それで、どうしてもやっぱり家族

が介護しなくてはいけない。そういうときに、行政側が押さえていますよと。ケアマネジャー

を通じて家族のそれは押さえているよと。それは当然。しごく当然だと思うのです。ただ、実

際のところね、行政以外に、さっき言った、地域の連携というのはそこを言っているのですよ

ね。今の町内会連合会では、各町内会に福祉部というのをかなり前からお願いをされている部

分があるのだけど、そこがやればいいということではないのだけど、やっぱり個人情報保護法

の問題もあろうかとは思うのだけれども、やはり見守りとは言っているけれども、それに対す

るね、例えばボランティア組織を立ち上げるだとか、そういう部分のところを考えられている

のかどうかということを聞きたかったのです、はっきり言えば。多分ね、もう行政だけでは対

応しきれない、超高齢者社会、介護社会が僕は発生していくと思うのですよね。うちのまちは

どっちかというと、かなりやっぱり積み上げのところはよその自治体よりは優れていますから、

そういう部分はやっぱり早めに、モデルといったら悪いのだけども、つくられたほうが僕はい

いのかなというふうに思っているのですよ。だから、担当課としてね、今までいろいろなアイ

テムがあろうかとは思うのだけれども、社会福祉協議会にもボランティア組織もいっぱいある
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し、うちはボランティアネットワークやなにか相当あるわけだから、そういう部分の連携をや

っぱり担当課として進めるべきではないかなというふうに僕は思っていたものだから、その辺

のところの具現策が考えられているかどうかということをちょっと聞きたかったのです。 

○委員長（玉井昭一君） 長澤参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 申し訳ありませんでした。今、熊谷委員のおっしゃるとお

りだと私も思っております。ただ、やはりボランティア組織ということになりますと、各団体

との協議、そういう形が出てまいるかと思います。今すぐ組織の結成をするというような回答

にはならないかと思いますけども、やはり一つの課題だと考えまして、今後検討していきたい

なと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 山本でございます。前回の全員協議会の中でですね、安達事務長にち

ょっと質問をさせていただいた件を再度。前回は記録に残らない全員協議会でございましたの

で、きょうはきちんと記録に残る委員会でございますので、あえて申し上げたいと思います。

質問をしたいと思います。メタボリックシンドロームの予備軍ですとか、該当者の減少を目的

とした特別健診、これは対象者 5,200 人ということでございます。それで、この実施期間、集

団健診、このように書いていることはわかりました。これを平均、どういう割合になるかはや

ってみないとわかりませんけども、町立病院も合わせて５つの医療機関ということになります

と、平均約 1,600 人。これは平均的になるかどうかもわかりません。1,600 人を単純に、例え

ば７カ月間とこの６日間、これも差し引いて１カ月を８日間ぐらいで見てですね、1,400 で割

れば、１日１人当たり 1.5 人にも満たない健診になるのですね、平均。それで、この健診のた

めにアルバイトの医者を雇わなければならないということでございましたけれども、正直申し

上げてね、今、本当に医者不足ですとかいろいろな問題、これは本当に国が根本的に考えてい

かなければならないことだと思います。医者が医局を離れて、医局の言うことも聞かないのが

現状でございますしね。または、リスクの多い、例えば産婦人科ですとか、命にかかわるリス

クの多いものに関しては非常にその専門医になりたがらない、そんなような傾向、世の中にな

っているものですから、一概に自治体病院のやり方が悪いだとかそういうことではないと思う

のですけども、あまりにも医者というものに対して特別扱いをせざるを得ない現状が長すぎた

と思うのです。これからもそういう状況でございますのでね。しかしながら、これから町立病

院を残して、どういう形になるかわかりませんけども、公立の機能を残す病院を残すというこ

とであればですね、やはり残っていただくお医者さんたちも一生懸命やっていただかなければ

ならないと思うのですよ。誰が見ても、この健診ぐらいのためにアルバイトの医者を雇わなけ

ればならないなんていうことは通用しないと思います、一般の話で言うと。民間のお医者さん

たちも、今の町立病院の利用率から考えるとできないわけがないと。これは、民間のお医者さ

んたちもそのように思っている状況でございます。この辺をですね、やはり本来であれば改善

していかなければならないと思うのですけども、おそらく、もうお願いはしていると思います

のでね、その計画をやり直せとまでは言いませんけども、この辺について、ちょっとお尋ねし
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たいと思うのですけども。当初、私は４名の方が残ると思っていたのですけども、先ほどのお

話で、今月末で３名ということでしたよね。残られる方々がどなたなのか、ちょっと教えてい

ただきたいのが１点。それと、このためによそからアルバイトで雇うお医者さんに対して支払

う費用は大体どのぐらいにトータルでなるのか。その辺のことについて、お尋ねしたいと思い

ます。メタボの健診の内容そのものは分かりましたので結構です。 

○委員長（玉井昭一君） 病院事務長。 

○病院事務長（安達義孝君） 健診業務で実は、この間、全員協議会でご説明申し上げました

とおり、１名の臨時の医師を招聘しまして、もう４日ほど来ていただいております。その医師

は苫小牧在住の方ですけども、通常は午前中に出張していただければですね、半日業務をやっ

ていただければ５万円を今まで医局から来た場合は支払いしておりますが、松本先生もですね、

実は苫小牧医師会の理事をやっている方でうちの病院の経営状況も十分わかった状況の中でで

すね、「そんなにいらないよ。」と言いますが、私のほうからそれではということで、「大変申し

訳ないのですけど、半日３万円で何とかお願いします。」という形でお願いしました。それで、

今後やっぱり特定健診含めてですね、相当な人数、私どもの町立病院に多分集中するのではな

いかと予測していまして、そういう部分では昨年、健診業務、人間ドック含めて約 2,600 万ぐ

らいの収入がございましたので、当初ですね、ことしの予算の編成も皆さんにお示しするのは

4,200 万ぐらいの予測を立てながら従来どおりやっていたのですけども、なかなかそこまで達

しない状況。人間ドックの待合室もつくって、これからというところだったのですけども、医

者不足も含めてですね、なかなか売り上げが上がらない状況でしたけども、今年は特定健診だ

けでも相当な量が出てきますし、従来どおりの人間ドックも町内の企業さんにですね、今まで

行っていなかったのですけども、日本製紙さんに行って、何とか従業員さんに来てもらえない

かとお願いしてきましたし、一般の企業さんの企業健診も多くなるのではないかなと。その予

測を含めていくと現状の医師、今、先ほど言いましたけども、４月末日で４名いたのが３名に

なります。これは外科院長１名、内科猪原医師と田中医師の３名になりましてですね、本当に

厳しい状況になりますので医師の招聘について、今、最大限努力してまいりますが、本当に医

師不足というのはですね、今までそういう思いはしたこともなくて、過去の事務長含めてあっ

たのですけども、ここに来て、こういう状況で本当に八方手を尽くしているのですけども、な

かなか現在のところ危ない状況でございます。そういう状況の中でやはり３名というのは相当

前から、春先からそういう状況になるというのはわかっていましたので、その中でやはり現在

いる先生方に中身の入院・外来と 100％以上やってもらってですね、健診業務の部分について

はそういう医師を招聘しながら、細かい作業がありますので、診るだけではなくて、あとの判

定も実はあります。エックス線の写真を１枚ずつ見て、一人一人にコメントを書いて結果を報

告することもありましてですね、そういう細かい業務もございますので、そういう医師を何と

か頼んで、少しでも売り上げに貢献していただきたいという目的を持ちまして招聘いたしまし

たのでその辺ご理解いただきたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 
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○委員（山本浩平君） 残っていただく方々の名前はわかりました。想定している費用のトー

タルはいくらなのかということをちょっと聞きたかったのですね。それで、今のお話の中では

決してこの特定健診だけではなくて、もう既にいろいろな診療を診ていただいているというこ

とだと思うのですけども。トータルの金額はまだ出せないのであれば、期間、いつからいつま

で苫小牧の医師会の理事の方にお願いする予定なのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 病院事務長。 

○病院事務長（安達義孝君） 一応ですね、健診業務は今現在まだ４月にスタートしたばかり

ですね。今月に入って実は先週２日間、今週２日間、企業健診がございましたので、そのとき

に来てもらいました。それ以後は予約が入った段階、毎日来てもらうのではなくて、予約が全

部埋まればですね、毎日、平日、月曜日から金曜日まで埋まれば来てもらう、その日にですね。

これは外来と重なりますので、超音波だとかエックス線だとか外来患者と重なりますので、あ

る一定程度できない、人数が相当限られてきますので。10 名ぐらいだったら何とかなるのです

けども、それ以上はちょっと難しいので予約制にしてですね、そういう中で埋まった段階でそ

の曜日だけ来てもらうという形で、半日ですけども、そういう状況で行っていきたいなと。 

 それと、先ほど言いましたけど、予算で 4,200 万の売り上げを見込んでいますので、その目

標に向かって少しでも近づけるために、こういう業務を一般業務のほかにその他の業務として

売り上げを少しでも伸ばしたいと、こう考えております。 

 契約期間はですね、来年３月まで一応お願いして、どうしても入らないときは来てもらわな

いような条件でお願いしています。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ございませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。一つは３連携の関係なのですけれども、もちろん先ほど課

長が説明されたように、当然、町民の健康を守るということが大前提ですけれども、その結果

がですね、財政的に私は反映するということが非常にある意味で言えば、それを主目的にする

という考えはございませんけれども、そこの検証がきちんとされるような仕組みが私は必要で

はないかというふうに考えています。そういうことからいうと、例えば 18 年度のスケジュール

表が出されていますけれども、この中に実績報告、健診結果の分析等と、各項目での分析がさ

れているのですね。そういうものは出されているのかどうか。我々のところに提示されている

のかどうかということを含めて、提示していただけるものであれば、ぜひ、分析の中身を含め

て知りたいというふうに思うのです。その件が１点。 

 そして、19 年度については、この内容、スケジュール等々がどういうふうになっているのか。

そして、２年間やった中で財政的な一定限度の分析。貢献度を含めた分析です。貢献できなか

ったというのなら、できなかったで構いませんけれども、そういう分析をきちんとやらないと、

ただ３連携をやっているということではもちろんないと思いますけれども、そこが検証をきち

んとされていかないと私はこれをやる意味が少ないと。なぜかというと、例えば今回の健診な

んかも後でもう１回聞きたいと思うのだけどね、これは国の施策なのですね。国の目指してい

るものと町の目指しているものが全く一致しているのかどうかと。医療費削減というのはある
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のだけれどね、例えば、この 1,300 円を含めてですよ、本当にそれでは 5,075 人が全員 1,300

円で受けられる状況に個々の人たちがなるのかどうかというようなあたりの分析なんかもどう

されているのか。これは確か、年度別に目標値があって、いかなかったらペナルティあるよう

な話もちょっと、そういうふうにこの間説明があったような気がちょっとしたのだけど、そう

いうものに対する対応をきちんとしていかないと成果がでない。問題は成果にどう結びつける

かということなのですよね。ですから、そこら辺のところがどうされているか、大まかでも結

構ですからお尋ねしたいのと、分析なんかについては差しさわりなかったら、ぜひ、もらいた

いなと。資料としていただきたいと思うのですけど、その点どうですか。 

○委員長（玉井昭一君） １時間 15 分過ぎました。10 分間休憩いたします。暫時休憩です。 

休憩 午前１１時１６分 

                                         

再開 午前１１時２４分 

○委員長（玉井昭一君） それでは、委員会を再開いたします。 

丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） ３連携の具体的な事業実績をどうやって検証するかというお話で

す。まず、３連携推進担当者の会議の中でですね、単年度ごとに実施計画の計画に基づいた報

告がどうなっているかということをまず、やっています。それと、目標が５年間、10 年間のス

パンで切っておりますので、その進捗状況についてどうなっていくのかということについても

報告はやっています。この資料については出せますので、後ほど用意をして提出させていただ

きたいと思っております。 

 ただですね、一番最大な主題になる財政の分析はどうなのだということなのですが、ちょっ

と２点ほど課題がございましてですね、まず、時期的な問題としましては、去年 19 年度の全道

的な状況がどうなっていくのかというのが、まとまってくるのが 10 月頃になります。10 月頃

になりますので、今現時点では 19 年度の成果がどうであったかということについてはちょっと

出せる状況にはございません。第１回の定例会の中でも同様のご質問を受けて、傾向としてお

話したのは、全道平均に対する医療費の伸びからみると若干低くなっていると、その傾向がう

かがえるという話をしています。ただ、医療費そのものが年々伸びています。ですから、ある

一定のベースから下がったという形での財政効果というのは非常に難しいのかなと思っていま

す。全道という一つのスパンの中でですね、全道の伸びからみると、これだけ伸びが下がって

いるから、この部分が財政効果だというような言い方はできるのかなと思いますが、それにし

てもまだ数値的にはちょっと出しきれないでおりますので、それについては手法も含めて検討

したいなと。残念ながら医療費が対前年度で下がっているというような状況にはないと。高齢

化が進展していますので個々の部分では間違いなく医療費が上がっていっているというような

形になってございます。 

 それともう１点、先ほど中間の総括をすると言ったのはですね、これからお話します、後期

高齢者の医療の関係もございまして、75 歳以上がスポンと抜けていくと。これが国保の医療費
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にどう影響が出てくるのか、これがちょっと計りきれないところが実はあります。そこも少し

考えていかないと、この５年、10 年スパンで考えた目標値、具体的な数字も入っています、パ

ーセントも入っています。それで、これをやっぱり見直す必要があるのか、ないのか。あるい

は、このままでいって、一定の係数を掛けてですね、目標はこうだったらから改正の目標はこ

うなります。それに対してどうだったのかという検証になるかと思いますが、制度がこれだけ

大きく変わってしまいましたので、ちょっとその辺も、財政分析も含めてですね、この目標値

のあり方も少し検討しなければならないかなと、こんな状況にはなってございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 現実問題としては、かなり難しい部分があると思いますし、例えば国

保を下げるなんて簡単に言ってもそうはいかないというのは周りの状況が、例えば人工透析な

んかの患者さんが１人増えることによって何千万という金額が出てしまうというね、そういう

実態があるということは、私は承知しているのです。ですから、人工透析の患者さんが１人出

たことによって国保はガーンといきますからね、国保の患者さんだとしたらね。 

ですから、そういう状況はわかるのだけれども、しかし、この３連携をやっていく意義とい

うのは、やっぱりあらゆる手段、例えば病院の受診率、本当は医療費全体を下げなくてはいけ

ないのだけど、逆に言えば、町立病院の受診率を上げることによって医療費が上がったにして

も、それはまちとしてみたら、まちの財政的なシェアからみたら下がるという部分が出てきま

すよね。ですから、本当にそういうことを全役場的に、たくさん例はあるのだけど、たった１

つの例で言えばね、例えばバスの運行を民間の病院は患者さんのために出すわけですよ。うち

の場合は循環バスとして出すのですよね。意義の違いはあるとは思うのですよ。ただ、本当に

今の白老町の財政からみて、医療費の状況からみて、介護保険との関係からみると、介護保険

が極めて全道的、全国的にも低レベルにあると。どこが原因かということをいくら聞いても、

なかなか明確にはならないにしても、どうも極めて抑制しているような状況もみえないと、現

実的に。そうなれば、それでは、病院のほうは抑制しないでどんどん使えと言っているかとい

ったらそうでもない。それは何か原因が、私はあると思うのですよ。だって、医療費が全道で

トップレベルでしょう。特に高齢者 100 万以上ですからね、１人。片一方は半分ぐらいの状況

だと。この相関なんて、絶対どこかにあるはずですよ。ですから、私は科学的にそういうこと

を分析しながら、それでは、病院と今の医療費の関係、国保の関係をどういうふうに見つけ出

していくかというのは、どうもこれだけでは見えてこないのだよ。そこがね、プロとして町の

担当者の皆さん方が給料下がるとかいろいろ大変な中にあるのだけど、そこをプロとしてどう

分析して、どう方針を出すかというあたりね。いや、「お前、では言ってみろ。」と言われたら

私もないのだ。ないのだけど、そういう議論が僕はされなければだめだと思うのだけど、そこ

ら辺ね、そこまでの議論が、例えば担当者の中でされているかどうか。４人の方やスタッフの

方含めてですけどね。どうですか、それは。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） しています。どういうぐあいにしているかというとですね、まず、
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今、介護の医療の差が出てきていますよね。これはもうはっきりしているのです。診療報酬の、

あるいは介護報酬の考え方が全く違うと。ということは、一つはですね、医療費的な見方をす

ると介護報酬というのは包括なのですよ。ランク、要介護１について、これここまで、月額い

くらまで。要介護２はここまで。できるサービスはここまで。そして、ましてや、患者さんに

１人ずつに要介護５がいくつ。判定委員会を開いて厳しくやっていると。ところが医療という

のは、青天井なのですよ。それを何とかしよう、特に高齢者の部分を何とかしようと考えて出

されて出てきたのは、実は後期高齢者医療制度。後ほど説明する予定だったのですが、後期高

齢者の医療制度の診療報酬の最初の中身というのは、実は包括医療そのものなのですよ。介護

と全く同じにやっていきましょうというのが実際の中身なのですよね。ただ、それは中央医療

協議会の中で論議をされて、そこの部分についてはとりあえず外されたというような状況にな

っています。ですから、医療費とサービス費と一緒には、正直言って、制度としたら違うので

論じることはできないよと。だから、医療費の場合であればですね、一つは町立病院を標準に

してどこまでそれを落としていけるものか。あるいは青天井にならないように、例えば重病化

をどうやって防いでいくのか。とにかく、糖尿病であっても合併症を起こさないようにどうや

っていくのか。それともう一つは、前段として、メタボリックの予備軍、メタボリックの人に

対してどういうハイリスクアプローチをかけていくか。ここのシステムをきちんとつくってい

かないとどうにもならないだろうと。はっきり言って、見えないと言われてもですね、具体的

にこうすればというのは、もうこのとおりやるしかないというのは正直なところなのですよね。 

それで、医療費はほとんどの場合、民間の医療機関、自治体病院であってもですね、例えば、

急性期を担う苫小牧市立病院と、我々、町立病院との性格もやっぱり違ってくると。そうする

と、例えば町内の民間医療機関さんでもその辺の経営もありますから、その中でもやっぱりで

きるだけ多く医療費を、診療報酬を取れるようにしましょうと、ここのせめぎ合いというのは

当然出てきますので、そういった形の中ではなかなか効果というのはポンと出てこないと。だ

から、ある程度やっぱり５年とか 10 年とか、そういうスパンの中で、北海道はこれだけ上がっ

たのだけど、うちはこれだけで抑えましたよと、こういうものを何とかつくっていきたいとい

うのが、この３連携の柱立ての一つになっている。なかなか見えないと言われますとですね、

自分自身もそうかなとは思うのですけども、もうそうやって３連携を進めていくしか、行政と

しては手がないのかなというような感じも正直言ってしています。とても難しいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。確かに今、課長が言われる件については理解できます。た

だ、高みを目指すと、単なる高みを目指すというだけではなくて、それでは、病院事務長も皆

さん努力をして一定限度のものが出てきて、例えば介護でも病院でも町民課でも努力されて、

改善されていっている部分もたくさんあるのだけれども、もう一つ高みに立って、何ていうの

かな、町民がどういうふうな意識になっていけば、そのために３連携をやっているのだけども、

さっき言ったバスの問題から、今回の特定健診の問題ね。例えば 1,300 円で、本当に受けられ

る人と受けられない人がいるのかどうかというようなところまで含めてね。町民の立場で本当



 - 22 - 

にそうなっていかなければ、循環バスに乗っている人の話、病院に行っている人の話を何人か

から僕、聞いたのだけど、とにかく連れて行ってくれるのはいいと、終わってから帰るまで時

間ありすぎてどうにもならないと。確かに高齢者だから、それでいいといえば、いいのかもし

れないよ。だけど、それが嫌で車を持っている人は向こうに行くという人がいるのだよ、実際

に。だから、民間は定期的にやるわけですよ、バス出して。対抗できない仕組みだよね、仕組

みとして。だから、そういうものを一つ一つクリアできる範囲で、それでは、循環バスを全部

そっちにするかといったら、それはそうならないのだよね。要求度合いが違うのだからならな

いのはわかるのだけど、そういうものを本当に町民の皆さんが言っていることを聞いて、それ

が反映できるような仕組み、システムをどうやってつくるかという、僕はそこら辺でもう一歩

高みというか、進めというか、踏み込むというか。要するに従来の延長線上でない部分でいけ

る部分というのは、もうないのかというね、そこらあたりがすごい歯がゆいのですよ。その対

象に立つのは、確かに仕組みとして違うのはわかるのだけど、医療そのものが包括になったら

下がるかといったら、一定限度下がるかもしれないけれども、こんなには下がらないと思う。

だって、全国、全道平均だというのなら僕わかるよ。そうではないのだから、高齢化率 30％で。

だから、そこにはやっぱり何かがある。平均より下がっている分というのは何かがあるのでは

ないかと思うのは、僕は当たり前だと思うのだけどどうですか。それは責めるというのではな

くて、考え方としてもう一歩上がるという部分のことなのですよ。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） これはやっぱり理事者にも我々は提言しなければならない問題だ

なと実は思っています。例えば３連携を進めていって、どこかで壁ができる。今、言われた部

分、まさにそうなってくると思うのですよ。それをどこで打破するのか。最終的には町長にこ

うしてくださいという進言をするのは我々の役目だと思っています。 

 それともう一つは、例えば病院問題に特化したときにですね、病院がどうやって生き残って

いくかを考えたときに、こういう厳しい財政状況の中で、例えば、福祉循環バスを病院バスに

特化させていくのか。こういったことだって政策としてあり得ると私は考えています。そのこ

とについても、これは我々ベースからですね、やはりきちんと申し上げる。あるいは、必要に

よってはですね、我々のほうから、例えば、この部分でバスを増便してくださいと、こういっ

た提案だってやっぱりしていかなければならないだろうと。そのために、この３連携の推進会

議をやって、医療費を低減させるためにきちんとやっぱり理事者に物申して、お願いをして、

最終的に理事者の判断をいただくと。これをやらなかったら、我々がここにいる意義がないと

私は考えています。ですから、この１年間の中で少しその辺もひっくるめて、来年度の予算が

どう反映されるかわかりませんけれども、そういったことについてもきちんとやっぱり申し述

べていきたいと我々は考えています。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） それで結構です。そういうことを本当に理事者にきちんと言うと。バ

ンバン言うと。それはやらなければだめですよ。もちろん我々は皆さん方にも言うし、議会で
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もやりますけれども、そういうことが今の役場の中に必要だと私はすごく思っていますから。 

 一つだけ。例えば、健診、今回の。町立病院で 5,075 人のうち何％とるつもりなのか。やっ

ぱりね、そういうもの。最大限とかではなくて、努力しますではなくて。できなかったら、ど

うしてできなかったのか、事務長悪いのかと言わないから。だけどね、さっき言ったように、

５つの病院が平均％でとるなんていうことはあり得ないことですよ。今の財政状況の中で臨時

の医師を頼むのだったら、最大限で 5,075 人のうちの 4,000 人は町立病院でやってもらいます

と、やっぱりね、そういうことがないとだめだと僕は思っているのです。いや、4,000 人か、

3,000 人か、わからないけどさ。そういうものをきちんともって、苫小牧からせっかく３万円

で、安いので来てくれるというのなら、それはそれで結構なことだけども、少なくても、その

お医者さんが半日びっしり１月何日まで来なければだめなぐらいで構えてやらなければだめで

はないですか。私はそう思うのです。それは、そのことがそういうふうな状況になったときに、

他のお医者さんの、今いるお医者さんの反応が違いますよ、きっと。そういう物の見方を転換

していく、考え方を今までの延長線上で仕方がないかと見るのではなくて、どこかで突破口を。

そのための努力はたくさんされている、求職のことも聞いておりますから、理事者とのせめぎ

合いがあるということも聞いています。ただ、そういうことが今の病院を救っていく一つの鍵

になる。見られたと思うのですけど、この厚岸のやつね。豊浦もそうです。これね、年度は 2006

年だよね、確か。２年前なのだよ。僕は５年前ぐらいだというのならね、ああ、そうかと思う

のだけど、２年前。今やっているのですよ、そうやって。患者２割増。信頼回復で２割だよ。

信頼回復なのですよ。信頼が回復されれば、こうなるのだよ、今だって。だから、そういうも

のだよね。それから、前に僕はいきいき４・６の関係の課長さんに聞いたのだけどね、保健師

さんにもう一つ高みに立ってもらうという。そういうことを含めてやっぱり役場自体が変わっ

ていくという、そこら辺で病院の関係どうですか。それだけ聞いて、やめますから。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 特定健診の実施数の関係でございますが、平成 20 年度はですね、

これは議会にも示した特定健診の実施計画、計画書がございまして、これの３ページに特定健

診の実施率が出ています。20 年度はですね、被保険者の対象が、この計画をつくった時点で

5,467 人。これに対してですね、受診見込みが 1,367 人。実施率 25％でみています。これを段

階的に引き上げていってですね、平成 24 年度、被保険者が見込みで 5,018 人。受診者数が 3,261

人。これをやると 60％になります。それで、この 65％を切るとですね、調整交付金でペナルテ

ィーが出てくると。ですから何とか平成 24 年度には健診実施率を 60％にしたいという目標を

持って、私どもはやっています。このうち何％、何人くらいみるかは病院の事務長のほうから。 

○委員長（玉井昭一君） 安達病院事務長。 

○病院事務長（安達義孝君） 特定健診、ほかの健診も含めてですね、これは収益的にどちら

かというとあまり経費がかからないで収益をもらえるというような事業でございますのが、今

の先生も来ていただいているのは、ぜひ、うちの病院のためにということで来てもらっていま

すから、やはり、一番来やすいというのが私たちの病院だと思いますし、ほかの開業医さんも
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一般診療の中でやっていますから、なかなか、ほかの先生方も厳しい状況ですからね。うちが

やっぱり、大げさではないけども、全部いただいてやるべきではないかなという気持ちを持っ

て取り組んでいきたいなと思っています。そのことによって、やはり病気を見つけたらですね、

その次また、うちの病院に来るというですね、単純に健診業務だけで終わらないという、次の

お客さんにつながるということが目的なので、町民の健康を守るためにはそこが一番。あとは

信頼をかち得る部分ではないかなと思っています。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。今、お話を聞いていたけどもね、例えばメタボにしてもね、

病院の収益を上げるためにメタボをやっているのではないのですよね。健康のためにメタボを

やるわけですよね。ですから、白老の人をみんな町立病院へ運ぶとかそういう発想をやってい

たら医療が壊れてしまうよ、私から言うと。白老の町立病院のためにメタボやったわけでもな

いし、収益のためにやったのでもないし。それでは、よその病院へ聞いたら、議会がこんなこ

とで、町立病院でみんな検査をやろうなんて、こういう発想ではまちは一つにならないしね、

医療の崩壊に私はつながると思うよ。こういうことを堂々と言っていたら。だって、これから

は医療の連携をしていかなければならないわけだから、町内の医療機関みんなと。それよりも

もっと大切なことはやっぱり、今、白老の患者の 50 何％が町外に行っているわけだから、この

方々の目をどうして白老に向けるか、引き戻すか。やっぱり、こっちのことをもう少し話し合

わないとね。ただ、3,000 人いるから、ほとんど８割ぐらいこっちで取るなんていったら、私

は医療の連携の崩壊につながると思うな、こういう話をしていたら。どうですか。例えば、生

田病院の院長さんが聞いたら、何て言いますか。こんなことを言っていたら。そういうことを、

この議会で話し合う場ではないですよ。 

○委員長（玉井昭一君） 安達病院事務長。 

○病院事務長（安達義孝君） 決してですね、私どもの病院がこの健診の全容をいただくとい

うことではなくて、経営努力する中で来てもらう、信頼を勝ち取る。それと、特定健診される

方はですね、病院に通っている方もいらっしゃいますけども、ほとんど病院に通っていない方

も、40 歳からですから、かかっていない方が大勢いられると思いますので、こういう機会にで

すね、今、松田委員が言われたとおりですね、ほかの病院に行っている方を白老の病院に来て

もらうというチャンスでもあると思うのですよ。うちの病院だけではなくて、開業医さんも含

めてですね。そういうことでなるべく町内の病院を使ってもらうという意識づけには役立つの

かなと考えています。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。この健診、メタボは 40 から 74 までですよね。どうして、

これは一人一人皆やらないのですか。後期高齢者もみんな。後期高齢者の方々のメタボのほう

がもっと大切なのではないですか。私はそう思うのだけどね。どうして、こっち側を抜くのだ

ろうね。 

 それから、５千何百人というのは国保の数だけでしょう。それでは、ほかの医療機関で入っ
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ている方々の掌握はできないということなのですか、町民の。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず、75 歳以上の方、後期高齢者。議会でもいろいろ質問出てい

ましたけども。新聞紙上等でも出ていますけれども、75 歳以上の方はですね、医療保険が国保

とは別制度になっています。それで、後期高齢者、いわゆる 75 歳以上、長寿医療制度と言って

いるのですけれども、これについては一元的に広域連合が実施をするということになっていま

す。白老町では、広域連合からの委託を受けてやるかやらないかについて、まだ結論が出てい

ません。正直な話をしますと、75 歳以上の方で特定健診に相当するような健診を受けられる人

が後期高齢者で大体 3,000 人くらい被保険者がいるのですが、多分ほかの市町村の事例からみ

ると１割くらい、300 人くらいしかいないだろうと。ということは、どういうことかというと、

高脂血症の薬を飲んでいるとか、血圧の薬を飲んでいるとか、糖尿関係のいろいろな治療を受

けているとか、いわゆる生活習慣病に類する治療を受けている人は受けなくてもいいと、こん

なことになっています。300 人の 75 歳以上の人を対象にこの特定健診をやる意味があるのか、

ないのかということについても少し検討したいと。それで、75 歳以上であれば、もっと生活機

能といいますか、生活の実態、家庭での生活、あるいは施設やそういった実態にあった形で健

診をやったほうがいいのではないかということも今、考えています。ですから、医療面での検

査だけの健診というのはいかがなものかなというふうに、私どもは考えていますので、これに

ついては仕組みをちょっと検討していきたいと思っています。 

 それと、ほかの共済だとか、組合健保だとか、政府管掌社会保険、この人たちはどうするの

だと。これは一元的にですね、例えば地元の市町村にやってくださいとも何も来ていません。

法律上は各保険者ごとに全部やりなさいと、独自にやりなさいと。実は、これは企業の健診の

中で、企業の働いている本人様はいいのですよね。本人さんは会社の健診でまとめてどこかの

医療機関へ行くとか、バスで来てもらってやるとかはいいのですけども、それでは、奥さん。

だんなさんが白老の工場にいるけども、奥さんは静岡にいるとか。それをどういうふうにやる

のかということですね、さまざま、いろいろ問題になっています。聞くところによるとですね、

多分、国保はなくならないと思いますけれども、ひょっとしたら、昔のいわゆる老人保健制度

で社保に入っている方は、事業所で受ける場合は別としてですね、そういった形でもう一回市

町村でやってくださいという形でこの制度を多分、見直されていくのではないかなという気が

しています。これはあくまでも推測なのですけども。多分、企業さんは相当苦労しているよう

です。２月にいすずの自動車工場の総務部長さんにちょっとお会いする機会があって、お宅さ

んはどうするのですかと話を聞いたら、本社はいいのだけど、工場の従業員はいいのだけど、

要するに奥さんが全国各地に散り散りばらばらになっている、単身赴任していると、それをど

うやってやるかということで本社サイドでは相当頭を悩ませていると、こんな話も聞いていま

すので、全国一律に各保険者がやるというのは相当難しい状況になるのだろうなというような

状況が伺えるかと思っています。そんな状況でおります。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 
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○委員（松田謙吾君） まさに後期高齢者の医療もやったら問題ができた。このメタボもやっ

ぱり 40 歳から生きている人みんな、そのまちで一本化にしてやるというぐらいでなかったら

ね・・・、今から私は思っていますよ。それから、もう一つは、このメタボの一番の主眼は内

臓脂肪症候群、この辺だと思うのですよね。体重と身長は申告すればいいわけだから。血液か

尿を採らなければ出てこない。それから、私もそうなのだけど、１カ月に１回か２回行くと必

ず血液採って全部やっています。そういう検査結果というのがやっぱりまちに提出するとか、

今の保険機関が全部別でもですよ。そして、一本化にするぐらいでなかったら、この問題だっ

て。そして、全部 1,300 円とは、誰でもが 1,300 円なのですから、当然すべての社会保険のあ

れも一本化にしてやらないとね、大きな問題に私は間違いなく、今、なると思っているし、そ

うすべきだと思うのですよね。全員一本化に。同じ金額なのですから、誰がやっても。それぐ

らいにやらないと、これは崩壊しますよ。 

 それと先ほど言った、今、通院してね、中性脂肪の結果みんな持っていますよ、私も。行く

たびにくれるから。何もわざわざやることないでしょう。前にも私、質問しているけどね。こ

の辺をきちんとやっぱりやるべきだと思うのですね。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まずですね、いろいろな人が治療を受けたりした結果を平成 23

年度から、まず診療報酬の部分で電子レセプトになってきます。それで、誰がどんな病気で治

療を受けてということが全部わかるように、実はなってきます。それと、今回の特定健診・特

定保健指導については、データを全部、個人名は別にしてですね、年齢と性別といろいろな健

診結果、これについては全部厚労省に集めると、国に一元化して集めて、疾病対策に使ってい

くと、こんな状況になってきます。そうするとですね、例えば全国的にどんな疾病度の偏りが

あるのか、どんな傾向の問題点があるのか、そういったことも全部わかるようなシステムに実

はなってくると思います。ただ、松田委員おっしゃられたとおりですね、実は昔というか、つ

い去年までやっていた生活習慣病健診、春・秋やっていまして、あれがまさしく今の松田委員

のおっしゃっている形なのです。それで、それを各保険者ごとにやりなさいということでやっ

たことによってですね、健保組合とか政府管掌保険のほうで今いろいろ、特に配偶者、家族の

問題でいろいろ問題が起きていると。これは多分、今これから、どうも厚労省のほうで制度設

計をもう１回考え直すみたいな話をしているようですから、多分その辺も改善されて、ひょっ

としたら、また同じような形が復活するという可能性もなきにしもあらずだなというふうに私

はみてござます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほかにありませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今のお話の中でですね、今回もメタボリックシンドロームの関係なの

ですけども、受診を 65％まで上げたいというのはわかるのですけども。前回のときもそうだっ

たのですけど、私、これは最終的に検査を受けてですね、動機づけ支援とか、積極的支援とか

と書いていますけども、それでは、目的はどこなのかなと。健診を受けさせるのが目的なのか。

それとも、受けた人たちが健康になるのが目的なのか。その辺がちょっとわからないです。例
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えば私なんかもメタボリックシンドロームの該当者だと思うのですけども、ここで動機づけ支

援を受けたり、積極的支援を受けたときに、はたして運動とかそういうものを取り入れていか

なければいけないというのに白老町ではどの程度のメニューを持っていてやっているのか。私

なんかもそうなのですけど、大体こういうものになる人というのは、まず、運動の仕方がわか

らない。運動音痴と言ったら変な言い方ですけども、どうしたら自分の体にいいのだ、自分に

一番合っている運動は何なのだというのが一番わからないし、また、積極的に参加するような

仕組みというのですか、週に１回体操教室やりましょうとか、やっぱりその辺まで、どのくら

いまで実際にメニューを考えられて、実際にどんなふうに参加しやすくなっているのか、その

辺ちょっと教えていただければと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 具体的なメニューは健康福祉課のほうでされるわけなのですけど、

この特定健診の目的というのは、健診を受ければいいというような、そういうようなわけでは

なくてですね、特定健診をやった結果、どう発病に結びつけないかというところが一つのポイ

ントになってきます。ですから、メタボリック予備軍をまず抽出するということが一つと、メ

タボリックになってしまっている人を確定させるということが一つの問題になってきます。予

備軍については、それ以上進行しないように、例えば、必要であれば治療を行うような指導を

していくと。それと、さらにもうメタボリックになってしまった人についてはですね、例えば

運動療法がどういうぐあいに必要なのか、あるいは医療機関に、どういうところに受診をしな

ければならないのか、何科にかからなければならないのか、そういったものについても保健師

が個別に指導をしていくという形になってきます。 

 それで、健康づくりのさまざまなメニューが健康福祉課で用意をされていますので、例えば

運動器具にしてもですね、いきいき４・６にある運動施設を使うこともあるでしょうし、例え

ば散歩だとこういうぐあいに何キロをどれぐらいの速さでどういうふうに歩いてくださいとい

う、そういった運動指導。あるいは、多分もう一つポイントになってくるのは栄養指導。多分、

食生活をきちんと改善しなさいと。これについては栄養士がかなり綿密に日常の食事の状況を

見させていただいて、炭水化物だとか油分とか、こういったものの食品の制限とか、塩分の制

限、こういったものについても具体的なメニューをつくって指導をしていくと、こういうよう

な形になろうかと思います。いずれにしても個人個人によって支援の内容はかなり違ってきま

すので、個人に合わせた、あるいは個人の趣味だとか趣向に合わせた形の運動指導だとか、そ

ういった形で行われていくというふうに考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。それでは 12 時になりましたので、暫時休憩い

たします。 

休憩 午後 ０時００分 

                                         

再開 午後 ０時５８分 

○委員長（玉井昭一君） 皆さんがそろっているようですので、始めたいと思います。よろし
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いですね。それでは、委員会を再開いたします。 

 町側のほうから説明いただきますか。続きで質問ですか。副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） １点だけちょっとお伺いしたいと思います。保健・医療・福祉の

連携についての部分なのですけども、包括的支援の体制強化という部分では、地域の高齢者に

対しての介護保険サービスにとどまらない様々な形での支援を可能にする体制づくりを行いま

すという形の中で行っていますよね。それで、白老町で福祉のほうで持っている緊急通報シス

テムについて、ちょっとお伺いしたいなと思います。今の現在ある緊急通報システムは、例え

ば独居老人、独居というのが一つの一番大きな基準になっているのですね。その中で、例えば、

しっかりとした病名がなければ、そこのお宅にシステムを設置することができないと、そうい

う一つの基準の中で行われていると思うのです。これはいたし方ないのかなと思うのですけど

も。ただ、今、町連合でもやっています、各町内会でもふれあいチームなんかをつくってです

ね、地域で見守っていこうという体制づくりが個々に段々進んできているとは思うのだけども、

どうしてもプライバシーの関係だとか、個々のお年寄りの方々がどうしてもそういったものに

懸念を示してですね、なかなか、ふれあいチームという部分でもプライバシーという一つの問

題を理由に構成ができないような状況になっているところもあるという話も聞いております。

ただ、この緊急通報システムという一つのつながり的役割みたいな形でこういった通報システ

ムが使えるとすればですね、私はもっともっと地域との連携がある意味でスムーズにいったり

ですね、それから、地域間の連携がうまくいくような気がしてならないのですね。なぜかとい

うと、緊急通報システムの申し込みには支援者が必要になっていますよね。町内会の町内会長

さんも含めて、そのほかに２人から３名ぐらいの支援者が必要になっています。やっぱり、そ

の支援者が一つのふれあいチームの中のそういった役割になっていくのではないかと僕は思っ

ている一人なのです。そういったものも含めて考えると、広域的な考え方の中では、今あるハ

ードルをもう少し下げることによってね、例えば僕が言いたいのはね、80 歳を超えたお年寄り

というのは大した病名がなくても、本当に急に心臓がおかしくなったり、調子が悪くなったり、

倒れてわからなかったりというのがよくあるのですよ。ですから、そういった面ではね、病名

がしっかりしなかったらつけられませんよみたいな話ではなくて、もうちょっとハードルを下

げたときに、何とかこれをうまく使って安心して暮らせるような地域づくりにつなげていけな

いのかなと私は思っている一人なのです。これは特に予算措置が必要だということもあってね、

なかなか難しいのかもしれないけども、例えば民間との、ＮＴＴさんあたりでやっている民間

のシステムのそういったものも活用しながらね。有料になるかもしれません。ある一定の部分

では有料になりますよという部分でもいいから、そういったものもひっくるめてうまく考えら

れないのかどうか。また、そういったことを今後進めていこうという考え方がないのかどうか

ね、ちょっと確認したいなと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） 長澤参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 緊急通報システムの関係でございます。まず、設置にあた

りまして要綱を作成いたしまして、その要綱に従った形で設置の申し込みがあった時点で会議
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を開いて、そして、設置の有無を決定しております。それで、今、委員がおっしゃったように、

まず、要綱の中に対象者という形で 65 歳以上の方を対象にしておりまして、主に不整脈とか心

臓病とか、そういう循環器系の病名の方を主とした形で、設置の条件という形で今とっており

ます。その設置にあたりまして、地域ケア会議というものを月１回開催しておりまして、その

申し込みがあった時点で開催いたしまして、これは地域包括支援センター、あと、在宅支援セ

ンター及び社会福祉協議会、この４カ所の職員が集まりまして設置の有無について決定してお

ります。それで、今、お話ありました設置のハードルですね、ハードルを下げてはという形。

確かに委員がおっしゃるとおり予算の関係もございます。ただ、やはり緊急性というのがある

わけで、ハードルを下げる、上げるということになりますと、やはり検討していかなければな

らない重要なことだと思います。 

あと、民間のシステムということ。大変申し訳ありません、私、勉強不足で民間のシステム

のことをあまり知らないものですから、それについてもやはり、町が設置する緊急通報システ

ムと同じようなシステムの民間のものがあれば、それもやっぱり活用していったほうがよろし

いかと思います。それについてはやはり、利用者さんの費用負担というのも出てまいりますの

で、そちらについても利用者さんとの協議も当然出てくるかと思います。 

それで、緊急通報の概要といたしましては、設置したお宅で何らかの形で緊急事態が発生す

れば、ボタンを押して、または、自分の体にペンダントをつけて、そういうボタンを押した時

点で消防のほうに連絡がいきます。それで、消防のほうからどうしましたという形でその方と

の対話ができる。その時点でだいたい基本的には救急車が出動しているということで、お話の

中で対応できる状況、もしくは救急車が行かなくてもいいような状況であれば、委員が先ほど

言いました協力員というのが２名、設置のときの条件になっております。その２名の協力員の

方にご連絡しまして、その方のお宅に行って、例えばベッドから落ちたとか、そういう状態で

あれば協力員の手で戻すというような形で対応をしておりまして、今現在、平成 19 年度末で延

べ 103 件設置してございます。19 年度におきましては、10 件の設置をしてございまして、緊急

の呼び出しの件数、これについてはちょっと数値的に今、押さえていなかったものですから、

ちょっとこの場ではご報告できませんが、10 件の新設がございまして、ほとんどの方が一人暮

らしの方というような形で、先ほど言いました何らかの形で循環器系の病気をお持ちの方と。

それで、機器の設置にあたりましては、新規に購入いたしまして設置する場合と、以前つけて

いた方が亡くなったり、転出したり、例えば長期的に特別養護老人ホームに入所してもう必要

性がなくなった、それを撤去したものを新しく申請あった方につけると、そういう形で使い回

しとか、足りない分については新規購入をして。これは社協のほうに全部委託しているのです

けども、年１回、各設置されている対象者の方のところに行きまして、電池の有無とか、緊急

通報の連絡がとれるかどうかという点検を全部してございますので、そちらについての苦情等

はございません。それで、先ほど言いましたハードル的なもの。80 歳を超えれば何らかの形で

病名等がなくてもということで、設置の条件としてどうかということであれば、うちのほうも

要綱の中で今現在動いているものですから、一概に申請があった方にすべて設置できるという
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ことはちょっと難しいのかとは思いますけれども、やはり申請があった時点でその方に対して

のいろいろな内容をお聞きして、ケア会議の中で設置についてもさらに深めた形で検討してい

きたいと思います。また、先ほども民間のシステムについてはうちの方で今後、どういうよう

なシステムが実際にあるのか、それが取り入れられるのかどうかというのも検討いたしまして

ですね、取り入れられるものであれば費用的な面も含めまして今後もそういう形で、緊急通報

システムとは別な形で設置の方向でできるものはやっていきたいと考えております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） わかりました。いずれにしてもですね、80 歳以上がどうのこうの

というのは一つの例ですよ。これが例えば 75 歳でも僕はいいと思うのです。やっぱり必要に応

じてですね、高齢者という部分が安心してね、精神的な部分だと思うのですよ。精神的な部分

というのはすごく大きいと思うのですね。高齢者になればなるほど精神的な部分で、医療費が

かかる、かさむだとかね、そういったものの一つの軽減にもなると僕は感じがしてならない。

そしてまた、地域との連携、地域の見守り、そういったものにもつながっていく一つの材料に

なっていくのかなと思ったりもするのです。一つの材料に予算をそんなに使っていいのかとい

う話にはならないのかもしれないけども。ただ、いずれにしても、そういった相談があったと

きにね、今の要綱の中では緊急通報システムはちょっと無理ですよという話になってしまうか

もしれない、月に１回の連絡協議会みたいな中でね。ただ、民間の持っているそういったノウ

ハウだとか、機材だとか、確か 65 歳以上で月 200 円とか 300 円の話だと思いましたよ。そうい

ったものがもし町で補助できるのであればね、町のほうで補助しながらでも、また、自己負担

を願う場合もあるかもしれない、そういったものがもし、あってね、相談に来られた方々にそ

ういったことをお話してあげられるような情報というのも必要だと僕は思うのですよ。僕もち

ょっとあやふやな話の中で話していますけども、それは実際に１回調べてもらって、そして、

それが実際に町の中で取り入れられるものなのかどうか。連携できるものなのかどうかね。そ

の辺をちょっと確認しながら、最終日でもいいですので、もし、何かあれば、ちょっとお話を

聞かせていただきたいなと思いますので一つよろしくお願いします。答えはきょうでなくても

いいです。 

○委員長（玉井昭一君） 長澤参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 今、委員がおっしゃった、まず、民間システムの関係、そ

ちらについては調べさせていただいて、町としてどのようなことができるのか、料金的なもの

も含めまして予算的なことがどうなのかということを調べさせていただきます。あと、先ほど

言いました対象者のものについては、要綱の改正等を含めた形で今後、内部で協議したいと思

っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 高齢者が地域社会の中でどうやって安心して暮らしていけるかと

いうことに関してですね。ちょっと正式な名称は忘れたのですが、実は国のほうももう動き始

めていましてですね、厚労省の中に、地域の中で高齢者が安心して暮らせる検討部会とかそん
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な名称だったと思いますが、そういう部会をつくってもう検討を始めています。それで、施設

だとかいろいろな機関、例えば訪問介護等を利用されて、そういう行政機関や何かと接触され

ている方はいいのですが、地域の中でやっぱり孤立しているお年寄りが安心して暮らしていく

ためにどんなシステムが大事なのかということについては国レベルでも検討していますので、

おいおい何らかの形で自治体としてもこういう施策をとりなさいと、とってはいかがかと、こ

ういう話も多分出てくるだろうなと思っています。 

 もう一つ、町的な課題で言えばですね、例えば日中はまだいいと思うのですよね。問題は深

夜。夜間で訪問看護等が入っている場合はまだいいかと思うのですが、先ほど言われました夜

間での緊急事態が起きた場合にどう対応していくのかと。これも予算の問題等も、いろいろ体

制の問題もありますので、これも国の中で一定程度補助メニュー等も用意されながらですね、

多分出てくるのではないかなと。ただ、それがことしなものか、来年なものかちょっとわかり

ませんけれども、国は今、相当ピッチを上げてそういった議論をしているようですので、いず

れ何らかの考えが示されるのではないかなというふうに考えてございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、質問ございませんか。なければ、次に進みます。町側のほう

から説明をお願いいたします。丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 後期高齢者の関係でございます。話としましてはですね、後期高

齢者医療について、特に診療報酬の中身についてということですが、今日的な話題もあります

ので全般的な話になろうかと思いますが、診療報酬を軸にちょっとお話をさせていただきたい

と思っています。 

 お手元のほうにちょっと資料はまだお渡ししていないのですが、新聞等で窓口に相当苦情が

来ているという話がお見受けされますが、私どものほうで４月 18 日まで、多分これは道に報告

した数字だと思うのですが、苦情・問い合わせの総件数が１日から出ておりましてですね、ち

なみに４月１日が 35 件、２日が 36 件、３日が 43 件、４日が 47 件になっておりまして、４月

14 日、15 日が 48 件と 47 件、ちょうど年金の天引きの時期ですね、こういったぐあいになって

います。一番多いのがですね、後期高齢者の医療制度そのものについてのご質問が総体的に多

いです。それとあと、続いて出てくるのが保険料の関係。自分の保険料はどうなっているのだ

と、年金の天引きはどうなっているのだと、こういった感じのお話、ご質問等がありましてで

すね、まとめておりませんが、５月９日までに４月の総件数等について、一応報告したいとい

うことで段取りはしてございます。18 日現在は 27 件となっていますので、少なくはなってい

ますが、そんなに問い合わせの内容については、件数については変わっていないとこのような

状況になってございます。それが１点でございます。 

 「後期高齢者診療報酬決定の流れ」ということで、Ａ４と裏にＡ３が２枚ついた資料でござ

います。まず、この説明に入ります前に、後期高齢者医療制度が何でできたのかなということ

を若干簡単に説明したいと思います。平成 14 年 12 月にですね、健康保険法の改正に伴って、

当時の小泉総理大臣が医療制度改革大綱というのを実はまとめてございます。この中で今言っ

ている、この後期高齢者医療制度について、創設すべきと、検討するというようなことが出て
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いまして、それが、厚労省がこの制度を始める地ならしといいますか、それから出発をしてご

ざいます。それから、14 年から制度設計が始まりまして、最終的には 20 年４月に制度が始ま

ってきたということになっています。軸としましては、診療報酬の決定の流れを追いながら、

どんな考え方でこの制度がつくられてきたのかということについて説明をしていきたいと思い

ます。 

 レジメの１番の「健康保険法の改正」ですが、平成 18 年の同じく 12 月にですね、健康保険

法の一部改正する法律が成立したことに伴ってですね、この時点で平成 20 年４月から後期高齢

者医療制度が実施されると、この時点で実は決まってございます。しかし、後期高齢者の医療

制度の審議をしていく中でですね、付帯決議が行われたと。後期高齢者の新たな診療報酬体系

については、必要かつ適切な医療の確保を前提とし、その上で心身の特性にふさわしい診療報

酬とするため、基本的な考え方を平成 18 年度中に取りまとめ、国民的な議論に供した上で策定

するというような、実は付帯決議がなされております。 

 この付帯決議を受けて、２番目ですが、社会保障審議会の中に後期高齢者医療のあり方に関

する特別部会が実は設立されております。この部会の中では後期高齢者に係わる診療報酬を具

体的にどうしていくのだと、どんな報酬にするのだと、中身にするのだというような論議がな

っています。この特別部会の開催状況ですが、平成 18 年 10 月から 12 月にかけて５回開催され

ております。中身については、後期高齢者の心身の特性。後期高齢者というのは、どういう医

療の特性を持っているのかということになります。それと、19 年２月から４月にかけて２回開

催して、後期高齢者医療の基本的な取りまとめを行っています。それで４月 11 日には、基本的

な考え方の取りまとめ案を発表してございます。これに基づいてですね、３番目になりますが、

平成 19 年６月 10 日から診療報酬体系の骨子。診療報酬を決める際、こういうぐあいに決めた

らどうなのかというような骨子案がつくられまして、10 月 10 日に取りまとめが行われていま

す。これが特別部会の中で審議をされてきた経過になります。 

 実はここで診療報酬が決まるわけではなくてですね、中央社会保険医療協議会診療報酬基本

問題小委員会というのが組まれまして、この中で具体的な診療報酬の体系が決められてきます。

ご存知のとおり、中央社会保険医療協議会というのはお医者さんの代表、それと保険者側の代

表、そして、広域委員の代表、これが合わせて検討される中身になってきます。19 年 10 月か

ら 12 月までの間に 19 回の小委員会が実は開催をされております。相当、綿密に論議をされて

おりまして、12 月３日、医療部会において「平成 20 年度診療報酬の基本方針」、これは後期高

齢者も含む全体の診療報酬の基本方針が決められます。翌年、ことしの１月 16 日ですが、最終

的にこの小委員会で基本方針が確認された後、政府原案が決定され、この後ですね、具体的な

作業が厚労省の中で行われています。３月までにと書いていますが、３月の国会で平成 20 年度

の診療報酬が決定をされまして、２ページ目以降の診療報酬に、これは後期高齢者の部分だけ

ですが、決定をしたというような中身になります。 

 この中に入ります前にですね、資料として出しております、19 年４月 11 日付の「後期高齢

者医療のあり方に関する基本的考え方」、これが後期高齢者の医療のあり方に関する基本的な考
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え方をとりまとめた報告書になっています。この中で何点か特徴的な点をちょっとお話させて

いただきたいと思います。 

 １ページの１番に、後期高齢者の心身の特性について出されております。これは議会でも何

回か一般質問にお答えしておりますが、後期高齢者の心身特性について、３点述べられており

ます。一つは、生理機能が下がって、治療が長期化する。そして、複数の疾患にかかっている。

特に慢性疾患が多い。それと、症状の軽重は別にして認知症の問題が見られる。３番目として、

この制度の中でいずれ避けることができない死を迎えるというのが、一つは後期高齢者の心身

の特性。こうした心身の特性から、後期高齢者に対して次のような視点が必要であるというこ

とで、この報告はまとめられておりますが、まず一つは、１ページの下から２段目ですが、後

期高齢者の生活を重視した医療が必要でしょうということになります。それと、２ページ目に

入りまして、上から３段目の、後期高齢者の尊厳に配慮した医療。極力、自分の意思が明らか

にできる場合はですね、どういう治療を求めているのかと、こういったものについても配慮を

しますと。個人として尊重され、人間らしさが保たれた環境において、人らしい生活が送れる

ような医療が求められるというふうに位置づけをしています。これは本人が、意思が表示でき

ない場合は、当然、家族という形になると思います。それと、後期高齢者及びその家族が安心、

納得できる医療を提供する必要があるというぐあいに言っております。当然、死を迎える前に

ですね、安らかで充実した生活が送れるよう、信頼感のある医療を必要としますよということ

になっています。 

 こういった心身の特性を踏まえてですね、課題が何点か挙げられております。１点から５点

まであります。１つは、複数の疾患を併有して、あわせて心のケアも必要となっています。こ

れが課題。慢性的な疾患のために、その人の生活に合わせた療養を考える必要があると。３点

目として、複数医療機関を頻回受診する傾向があり、検査や投薬が多数・重複となる傾向があ

る。地域における療養を行えるよう、弱体化している家族及び地域の介護力をサポートしてい

く必要がある。５番目として、患者自身が正しく理解をして自分の治療法を選択することの重

要性が高い。この中にですね、この５点が課題として挙げられていますが、後ほど説明します

診療報酬の中にもこの辺の考え方が実は色濃く出てきております。 

 それと、それを受けて、「高齢者にふさわしい医療の体系」なのですが、１つは、２ページの

４の? になりますが、急性期入院医療にあっても、治療後の生活を見越したこれ医者の評価と

マネジメントが必要であるというふうになっています。単に医療を提供するだけではなくて、

生活も重視した治療を行うことが必要ですよと。それと、一番下の行になりますが、看護や介

護といったサービスとの連携体制を整えていかなければなりませんというぐあいに医療の体系

の中で言っています。 

３ページ目に入ります。それと、先ほども出ていましたが、在宅を重視した医療。在宅では、

例えば訪問看護、在宅医療の具体的な提供になります。それと、ここで総合医の考え方が出て

きますが、複数疾患を抱える後期高齢者を総合的に診る医師の存在、これが必要であると。そ

れと、医療機関の機能特性に応じた地域における医療連携。これは１次、２次、そして、ター
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ミナル、ここの部分の医療機関の連携が必要になってきますよと。こういうような意味合いに

なっています。 

 ３ページ目の? ですが、「介護保険等他のサービスと連携の取れた一体的なサービス提供」。

これは高齢者の医療の状況に応じてですね、医療が適切なのか、介護が適切なのか、それらも

きちんと見極めながら必要なサービスを必要な提供をしていきますと。医療サービスの枠内に

とどまらず、公的な介護・福祉サービスも入れていかなければだめなのだと、連携しなければ

だめなのだということです。 

 ４番目として出てくるのが、「安らかな終末期を迎えるための医療」が必要ですよと。十分に

理解した上での患者の自己決定を、患者が望む医療を提供しましょうと。それともう一つは、

当然、意思が伝えられなくても疼痛、痛みが伴う疾患が多いわけですから、疼痛緩和ケアが受

けられる医療環境をとる必要があると、こういうことになります。 

 それと３ページの５番に出てきますが、実はここがこの中で非常に大きな役割を持っていま

すが、新制度の被保険者である後期高齢者の負担を考慮し、制度の持続可能性に留意した、効

果的・効率的な医療提供の視点が必要であると。この制度の中で後期高齢者は被保険者と言っ

ています。被保険者ですから、これは当然、保険料を負担すると、こういうことになります。

扶養者ではありませんから。ここに後期高齢者の保険料負担の考え方が出されてきております。 

それともう一つは、後期高齢者にふさわしい医療の体系を目指し、段階的に取り組みを進め

ていく視点も必要である。医療の体系、一般質問等にもありましたが、包括医療がどうなって

いくのかと。これは今後ですね、検討する必要があるかと思いますが、これも当然、段階的に

取り組みを進めていくと言っていますが、どんなふうに進んでいくのか、これもやっぱりチェ

ックをしていかなければならないというような必要があるというふうに思ってございます。 

 それで、レジメのＡ３のほうに実は戻ります。後期高齢者〈外来・在宅〉、こちらの表にまい

ります。これは平成 20 年２月 13 日、この診療報酬の体系が出てきた時点でホクヤクというプ

ロパーさんがつくった資料をそのまま出しております。これで新・旧、２つ出てきますが、右

側のほうを見ていただくと新旧の旧を見てください。ほとんど新設となっています。新設とい

うのはですね、従来の診療報酬表にはない項目がつくられて出てきているから全部こうなって

います。よく 6,000 円で打ち切りだという話を聞いていますが、6,000 円というのは新のとこ

ろの一番上の「後期高齢者診療料…月１回 6,000 円」、このことを言っています。6,000 円で打

ち切りになるとよく言われていますが実はこのことです。ただですね、この算定要件といいま

して、これはどこの病院でもこういうぐあいに 6,000 円で終わりかというと、実はそうではあ

りません。算定要件というのがありましてですね、算定要件の１番に「診療所又は当該病院を

中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しない病院」、こういう項目があります。う

ちの町立病院は、これには該当してきません。おそらく、この胆振管内で該当してくるのは穂

別の診療所、それと鵡川の今の町立病院ですね。厚生病院も多分、算定要件としては取れる、

取れないは別として、この条件は多分できると思います。それで、このほかにですね、これを

取るためには２から７までの条件が付されます。例えばですね、７番にはですね、「診療所又は
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医療機関に研修を受けた常勤の医師がいること」。これは総合医といいますか、高齢者の心身特

性について、きちんとお勉強をして、研修を受けたお医者さんがいないとだめですよというこ

とになります。６番目に「当該患者に行われた医学管理料云々」とあります。これは何を言っ

ているかというとですね、例えば一人の患者さんが何回受けても 6,000 円以内だという誤った

説明を受けていると思いますが、急性期の、要するに例えば肺炎、今まで糖尿でかかっていて

検査を受けていたのだけども、急に肺炎を起こしてレントゲンを撮らなければならない、ある

いはＣＴスキャンを撮らなければならない。こういう場合はですね、例えばスキャンをかける

ともう 6,000 円超えてしまうのです。そういう場合は、これにかかわらず認めますよというこ

となのです。ただ、これは将来どうなるかは正直言ってわかりません。今、厚労省のほうでは

かかりつけ医、要するに後期高齢者診療料がとれる病院は一人について１カ所だけだよと、こ

ういう形で制限をしてきますので、そういった意味では将来的には、あなたはどこどこの病院

しか認めませんよということも出てくるかもしれません。これはまだわかりません。こういっ

た形の中で進めていきますので、正直言ってですね、この後期高齢者診療料を取る病院は全国

的にあまり今のところないのではないのかなと思っています。将来はわかりません。正直言っ

て、あまり病院としてのメリットはないなと。例えば、苫小牧に老人福祉施設や老人保健施設

と併設して、そこだけの患者さんを診ているような病院は正直言って、うまみといいますか、

それはあると思いますが、一般の病院についてはですね、これを取るというのはあまりおいし

さはないのかなと、経営上のメリットはないのかなというふうに思っております。 

 次のページでございます。詳しい話は、また病院の事務長のほうからあると思いますが、こ

れもほとんど新設をされてきます。今度新しく出てくるのが薬剤の情報提供料だとかですね、

栄養・食事指導、あるいは外来継続指導、外来にきちんと通ってくださいとこういう指導をし

たら取れるとかですね、これも出てきますが、これも前段で言っている後期高齢者の診療料を

とれる病院でないと、これは取れません。現実問題とれないですね、町立病院は無理なのです。

ただ、これもやるとなると、本当にきちんとした体制の整った地域連携室だとか、そこに保健

師だとか、社会福祉士をきちんと置いてですね、あるいは栄養士もきちんと置いて、栄養指導

もひっくるめてできるようなところでないとちょっと取れません。ですから多分、この要件を

算定する病院はそんなにないのかなと思っています。結構いろいろな形で 6,000 円で打ち切り

とかという話が出ていますが、現時点では、国保サイドからいうと残念ながら青天井というよ

うな実態になってございます。ただ、これから、例えば保険料につきましても２年ごとに見直

しをかけていくとなっていますし、診療報酬そのものも２年おきに改定をしていくというふう

になっていますので、これがどんどん条件的に厳しくなるということは当然考えられると。こ

んな状況の中で後期高齢者の診療報酬が決まって、４月から運用されてきたと、こんな状況に

なってございます。私のほうの説明は以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 病院事務長。 

○病院事務長（安達義孝君） ただいま、町民課長のほうから後期高齢者の具体的な内容をお

示ししたとおりで、私が述べるところはないのですけども。今、診療報酬の中身は課長がご説
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明したとおりですね、取れるところはまずないと思います。先ほど言った穂別とかですね、周

囲４キロ以内に診療所がない病院だけです。ですから私ども、４月１日から後期高齢者始まり

ましたけども、この診療報酬上の点数で患者さんからもらうということはしておりません。従

来型の出来高払いの診療を今現在続けております。これは各病院機関に説明も本当にぎりぎり

に説明されましたので、医師会のほうから説明ございましたけども、３月に入ってからという

ことでなかなか病院の対応も大変なようでですね。実は４月９日に厚生労働省からこの関係に

ついて、局長からのＱアンドＡが出ていましてですね、とれる病院であっても、これは届け出

制なのですよ。こういう資格要件、施設要件を整った病院が社会保険診療事務所のほうに届け

出てですね、そして、やらないとできない仕組みになってございますので。ただ、なかなかこ

れがまだしっかりとしたものが行き届いていないようで、届け出をして従来型の出来高制を選

択しても構わないという局長の通達が出ていましてですね、この辺はまだちょっと混乱してい

るのかなと。ですから、現在、今の時点では、この報酬に沿った診療にはならないのかなと。

これが、課長が説明したとおり、算定要件のですね、高齢者診療料もいろいろ７点ありますか

ら、これがどんどん緩和されてですね、逆に取れやすくしないと青天井になってしまう部分も

ですね、制限かけるためにはここをちょっと緩和していかないとなかなか後期高齢者の診療報

酬になっていかないのではないかなと今のところ考えられます。 

 あと、うちの病院の４月１日後の高齢者医療の関係の窓口対応は混乱なくですね、苦情は相

当、本庁の方には来ていますけども、私どもの窓口では一切混乱なくですね、保険証を忘れた

場合も従来の患者さんであれば、生年月日を見れば後期高齢者ということはわかりますので、

それをもとに運用していますので、一切、現場サイドでは混乱なくされております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりましたけども、これについて、委員の方から質

問がございましたらお受けしたいと思います。西田委員。 

○委員（西田祐子君） この後期高齢者の医療制度について、町民から随分問い合わせがあっ

たというのですけれども、正直言いましてですね、後期高齢者の保険料のほうをまず聞いてみ

たいなと思ったのです。中身も大事なのですけども。保険料を家族と同居した場合においては、

その家族の収入も当然付加されるわけですから、今までほとんど家族の保険に入っていて保険

料を払っていなかった方が、扶養になっていてね。今度、75 歳から扶養ではなく本人払いにな

って。ところが支払いするときには家族の総収入で支払っていかないといけないわけですよね。

そうなってきた場合で、当然、同居しているという理由で保険料が上がった方もいらっしゃる

のではないかなと思うのです。その保険料を安くするためには同居しない方法も当然あるので

すけども、その辺は白老町としてはどういうふうに対応していらっしゃるのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず、保険料そのものはですね、全く個人の均等割で平等割。ま

ず、個人のほうの収入で全部判定されます。次に、世帯の部分で判定されてくるのはですね、

高額療養費を支払ったりする場合。それと介護と今度は合算になってきますので、その合算の

標準点を合わせるときに世帯としての所得がどうなるのかということになります。ですから、
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あくまでも保険料については全額個人の収入でみてくるという形になります。ですから、だん

な様と奥さんで、二人とも 75 歳以上で、保険料が違うというのが当然出てくることになります。

ただ、世帯全体で使う場合の高額療養費の判定には非課税世帯なのか、課税世帯なのかという

ことは判定はされてくると思います。そういった意味での差が出てくることはあります。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） そうしましたら、当然 75 歳以上の高齢の方ですから、高額療養費とか

介護とか当然多くなってくるわけですよね。当然 75 歳以上ですから、１人では暮らしていけな

いからという形で家族が面倒みるわけですよね。反対に家族が面倒みないでお年寄りだけ１人

家に残しておいて、そして、介護使ったほうが安くなってしまうのですよね。だから、その辺

は白老町ではどういうふうにしているのでしょうね。はっきり言って、親孝行しないほうがお

金はかからないし、制度的に私はどうしてもそういうふうに見えてしまうのですけれども、こ

れは私の見方が悪いのでしょうか。どうなのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず一つはですね、個人の親子の関係、いろいろ、さまざまパタ

ーンがあるので一概にこうだと決めつけるものはないと思いますが、一つは介護認定を受けて

いて、医療で対応するのがいいのか、介護で対応するのがいいのか、それはさまざまなケース

があると思います。当然、介護ということになれば、ケアマネジャーさんがついていますので、

ケアマネジャーさんがその方の心身の状況を見ながら、訪問看護を要請してみたりですね、あ

るいは入院をさせてみたり、当然いろいろな老健なり介護施設の中で対応される場合が当然出

てくると思います。ですから、それがまず、介護を利用すると念頭にも置いてですね、ケアマ

ネさんとよく協議をするような形の中で対応されたらいいのではないかなと思っています。 

 それともう一つは、保険料だけの面でいいますと、正直申し上げまして、世帯分離されてい

る方は結構おられるように見受けています。ただ、それが最終的にその一家にとってプラスに

なるのか、マイナスになるのか、これはそこそこのケースを見てみないと何とも言えませんの

で、一概にそれが有利だとか、不利だとか、そういう話にはちょっと今ここの場ではお話はで

きないのかなと思っています。全体として町民の実態はどうなっているのかと聞かれると、ち

ょっと押さえきれない、わからないというのが正直なところであります。 

○委員長（玉井昭一君） 今、状況がはっきりしないということですね。 

○町民課長（丸山伸也君） 親子関係だとか、いろいろな世帯の状況によって、さまざまな状

況のパターンがあるものですから、皆さんどうしているのでしょうねと聞かれても、行政とし

ては、こういうぐあいには実態をとらまえていますということについてはちょっとわからない

としかお答えしようがないということでございます。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。一つは、18 日までの総質問・苦情件数全部足したら何ぼに

なるかということ。 

 それとね、診療報酬の関係なのですけれども、中身は、言っていることはわかります。それ
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でね、現段階としては新しい診療報酬制度ではなくやるから、青天井でいくら使っても、いく

ら使ってもというのは変な意味ではなくて、75 歳以上の方がいくら診療を受けても、現在のと

おりのままでもらっているということですよね。もしですよ、新にした場合は、高齢者のかか

る医療費については、国側としては圧縮したいから、この報酬制度を設けたと。確かに僕の言

っていることも矛盾するかもしれない。さっきは医療費下げろと言っているわけだから、矛盾

するかもしれないけど、単なる、高齢者が病院に行く、趣味で行っているのではなくて、ちゃ

んと大変で行っていて、１カ所しか行っていなくて、必要な医療を受けるということになれば、

必要ではないとは言わないけど、現在のほうが実態にあっていると言わざるを得ないと思うの

だけどね、そういうふうにいったら、後期高齢者制度に逆らうことになるけど、僕はこのほう

がいいと思うのだけど、そのことによって、医療費のことを除いた部分で町が困ることはあり

ますか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず、診療報酬なのですけれども、要するに 75 歳という年齢で、

いろいろな方がいますから 75 歳をもって医療に区別をつけていいのかと、こういう論議が一つ

あったと思います。それで、医療を区別つけるような診療報酬はおかしいのではないかという

のが、実は中医協の中でいろいろ出ていますし、お医者さん側の立場の方からもいろいろ出て

きた結果、実質として後期高齢者の診療料を取れるような病院が実はほとんどないというよう

な中身になってきています。ですから、これは２年後、そこの部分は多分手直しをしてきて、

事務長が言ったとおり、ある程度緩和をするとか、距離の要件を外すとか。それともう一つは、

後期高齢者を診ると一般の人を診るよりも若干診療報酬上メリットがあるような仕組みをつく

ってくる可能性というのは当然あると思います。今の現時点でいえば、これはゼロ歳から 100

歳、亡くなるまでの方、同じ医療ですから。同じ報酬ですから。そういった意味では、現状と

いうのはいいのではないかなと。私は、個人的にはそう思っています。75 歳でやっぱり区別を

つけるというのはどうなのかなと。少なくても社会保険ですので、やっぱりいろいろな方が入

っておられてですね、そういった意味では老人保健制度、これはお年寄りの医療費を各保険者

が、それと国、都道府県、自治体が出し出しでやっていきましょうという形でやってきた制度

ですので、それは一つのやっぱり歴史的な意味はあったのかなと。ただ、国全体もひっくるめ

て、わがまちもそうなのですけども、財政的に非常に厳しい中にはですね、一定の老人の今ま

で被扶養で保険料を負担されてこなかった方についても保険料を負担してくださいということ

に関してはですね、一定の理解もできるのかなと。ただ、それがいいとか、悪いとかというの

は別にして、そういう事情もあるのかなというふうには考えてございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 中身はわかりました。当然、今、例えば全国の医師会なんかもかなり

はっきり態度を表明しているのは、10 の府県の医師会自体がこれはもう旧でやろうというふう

な意思統一をはっきりしていると。そういうことをやっている医師会が、茨城県なんかはもの

すごいですよね。ですから、そういうことでいえば、今、言われたことで理解します。ただ、
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そういう中で多重診だとか、そういうものの是正をきちんしていくということは、私は必要だ

と思いますよ。だけど、今言われたように、医療にある意味で差別みたいな形での診療報酬制

度の導入というのはね、私はやっぱり違うと思っているのですよ。だから、現実的にはそれが

ほとんど骨抜きになっているということでいいのですよね。わかりました。ただ、そういう改

善しなければだめな部分とこのことは別に考えるべきだと僕は思っているのですよ。それで、

何で全国の医師会がああいうふうになるかということでいえば、矛盾があるからそうなるので

すからね。ですから、そこははっきりしていると思いますので、そういう点でいえば、白老の

中でいえば、従来型の診療報酬でいくと。全部がいくと。だから、高齢者の方が行かれても、

きちんと今までと同じような検査含めてやっていただけると、こういう理解でよろしいですね。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 診療報酬は基本的に国が決める話ですので、我々は地元の、末端

の行政機関としては国の決定に従ってやらざるを得ないという立場、これはどこまで行っても

変わりございません。 

 今、お話があった中で重複診、多重診の話がありましたけれども、今までは国保、老保もひ

っくるめてですね、うちのほうでレセプトのチェックをして、結構、目配り、気配りしながら、

健康福祉課と一緒に重複受診、多重診についてはやってきたつもりでいます。ただ問題は、75

歳以上でやはり認知症がある程度かかってきた方が、傾向的には今までの重複受診、ちょっと

具体的に見ていませんけれども、やっぱり多いような気がします。その辺の指導が広域連合に

いってしまいますので、なかなか町民がどうなっているのかというのがおそらく見られないと

思うのですよね。それで多分、重複リストがぼんと来てですね、レセプト来ませんから。国保

連合会も重複、多重診のリストというのは来るのですよ。リストだけは何百人と来るのですよ。

ただ問題は、一件一件中身を見ていって、本当に同じ薬を出してもらうような病名で通ってい

るのかどうかというのを全部チェックして、重複受診、多重診をつぶしていくのですけども、

今度それが 75 歳以上はできない、レセプトを見られないということになるとですね、町民にど

うやって広域連合はやってくれるのかという問題と、町民サービスとして我々はどうしたらい

いのかなという２つの問題がちょっと悩ましいなと思っています。ただ、これも広域連合で具

体的にどうするのか、まだはっきり出てきていませんので、ちょっと今の時点ではこうします

とか、ああしますとか、こう考えます、こんなことしたいなんていうことはちょっと言える状

況にないという状況でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 確認だけです。ということはね、例えば後期高齢者の連合会の議会あ

りますね。そういうところでそういうリストを市町村にきちんと出せという要求をさせるとい

うふうにして、今までの国保連合会がやっていたことと同じような形で重複、多重診のリスト

とレセプトを出せという要求をしたらどんなことになりますか。それをやってもらったほうが

いいわけでしょう。そういうふうなことはシステム的にできる可能性はありますか。 

○委員長（玉井昭一君）  丸山課長。 
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○町民課長（丸山伸也君）  それができるのか、できないのか、正直わかりません。そこま

で広域連合がシステムをつくり込んでいるか、正直言ってわかりません。地元の市町村でわか

るのは、資格の管理と、保険料の賦課の決定と、保険料の収納だけです。今まで老健にしても、

国保にしても全部リストも上がってきて、リストを見ながら突合していって、この人といって

レセプトを抜いて見てもらって指導と。リストだけではどうしようもないのですよ。レセプト

１枚全部見なければならない。ただ、それがね、対象者が国保の場合でも年間 5、600 名くらい

来るのですよ。そうしたら、一人の人がだいたい月５、６件かかっていますから、レセプトだ

けで 5、60 枚。一人の人でレセプトが１年間で多分 500 枚とか、それぐらいの数になりますか

ら。それを 500 人分。もう無理だと。ただ、これが電子レセプトになって、うちのほうから照

会かけられるようなシステムになれば、それは可能かなと思います。だから、それは今の現実

問題としては非常に難しいと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） ほかにございませんか。なければ、町側の説明、次に進みたいと思

いますが。休憩します。 

休憩 午後 １時５２分 

                                         

再開 午後 ２時０６分 

○委員長（玉井昭一君） それでは、委員会を再開いたします。町側のご説明お願いいたしま

す。田中課長。 

○健康福祉課長（田中春光君） それでは、日程表の午後の部、健康指導事業の成果について

ということで、健康福祉課のほうからご説明申し上げます。日程表にあるとおり、１点から３

点までございますが、１点目と２点目につきましては、私どものほうの担当保健師、小川保健

師のほうから２年間の成果ということでまとめてございますので、スクリーンを使いながらご

説明申し上げます。終わり次第、３点目、高齢者健康づくり事業の実施状況について、この関

係につきましては、長澤参事のほうからご説明ということで、合わせて１時間弱かかろうかと

思いますがお耳のほうを拝借いたします。それでは、小川保健師よろしくお願いします。 

○委員長（玉井昭一君） 小川保健師さん、お願いします。 

○健康福祉課保健師（小川智子君） 健康福祉課母子成年保健グループ保健師の小川です。本

日は白老町民の健康を守ることを目指し、平成 18 年１月に策定されました白老町保健・医療・

福祉施策推進方針（いわゆる３連携）の具体的事業より、18 年度行いました国保ヘルスアップ

事業及び国保禁煙治療費助成事業について、ご報告させていただきます。 

○委員長（玉井昭一君） ちょっと待ってください。資料はここに・・・。 

○健康福祉課保健師（小川智子君） 資料はお手元に。字が少し小さい資料なのですけれども、

６枚つづりになっているかと思います。裏表であります。よろしくお願いします。 

 始めに、国保ヘルスアップ事業についてです。まず、事業の概要についてですが、こちらの

事業は名前のとおり国保事業であり、平成 18 年度、平成 19 年度と継続して実施いたしました。

この事業の特徴は、生活習慣病健診を受けた結果、生活習慣病の予備軍やメタボリックシンド
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ロームと判明した方に、予防を重視した生活習慣改善のための保健指導を実施するということ

にあります。糖尿病、高血圧の症状やその合併症が出る前に生活習慣を整えて予防することで、

治療費などの医療費がかからなくて済むということが目標です。脳梗塞や心筋梗塞などが起こ

ってからでは、障害として残ることが多く、もとの身体や生活に戻るのが難しいことを考えま

すと、この事業の対象者は生活の質を守ることにギリギリ間に合った方とも言えます。 

 本事業の具体的な進め方としまして「個別健康支援プログラム」がありますが、こちらは対

象者が生活習慣改善の必要性や血管の動脈硬化性変化について知り、症状はなくても自分の身

体が今どの段階なのかを理解し、改善方法を自分自身で決めていただけるための手段となって

おります。このプログラムの特徴は、一方的な指導ではなく参加者の自主性を尊重しながら生

活習慣改善の努力を支援するということです。 

 個別健康支援プログラムを実施する市町村には次の４つの条件を満たして事業を実施するこ

とが求められます。市町村には、実施内容の条件として、効果性、経済性、継続性、波及性が

求められます。これらの４つの条件のうち、一番重要なのは効果性であり、変化や改善などを

具体的に確認していく必要があります。これまでのように、事業を実施できて良かった、事業

に参加したことに意義があるというだけでは国保ヘルスアップ事業のプログラムとしては不十

分と言えます。 

 また、平成 20 年度以降はヘルスアップ事業から、医療保険者に義務化された特定健診・特定

保健指導の保健指導プログラムに移行することを考えますと、事業財源が主に保険料で賄われ

ることになりますので、特定保健指導が医療費削減につながるように考慮し、費用対効果を十

分に考えたプログラムの実施が必要となります。 

 さて、国保ヘルスアップ事業の実施にあたりまして、白老町の健康課題について考えました。

白老町民の４割強が加入している国民健康保険の医療費の状況は年々増加傾向にあり、１人当

たりの医療費は全道平均を大きく上回っている状況にあります。こちら、この水色のが白老町

で、緑のが全国となっております。また、白老町の医療費諸率は、いずれの項目でも全国値を

大きく上回り、経年推移を見ましても受診率が高いことや１人当たりの診療費の伸びにより、

医療費総額を押し上げていることがわかります。平成 18 年５月の老人保健を除くレセプトを年

代別に分析しますと、男女ともに 50 歳代から生活習慣病に関連する医療費の占有率が上がり始

め、60 歳代になると約４割の方が生活習慣病により受診している状況があります。特に高血圧

で受診する割合は高く、50 歳代では 65％、60 歳代では 70％前後となり、生活習慣病に関する

医療費の占有率も高くなります。受診率と一日当たりの点数と一日当たりの日数で出していま

すが、どれもすべて全国平均を上回っていて、さらに 16 年からの経年の推移を見ても毎年高く

なっています。この３つを掛けたものが総医療費という形になっています。 

 こちらの表では国保レセプト中分類から、件数や診療費の高い第３位までをあげてみました。

また、大分類で見ましても、やはり高血圧や動脈硬化性変化を主因としている循環器疾患が断

トツに高いことがわかり、若年期から症状がなく改善の必要性に気づきにくい高血圧や高脂血

症、糖尿病を予防し、悪化を防ぐ取り組みが必要だと感じました。入院の場合はさらに深刻で
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す。動脈硬化性の変化による重い障害が残る疾患が多く、医療費も高額であることから複数の

病気や合併症による重症化をくい止めなくては、医療費の増加や介護保険サービスへの圧迫は

防げないと考えました。こちら外来の件数、高血圧でかかっている人が多く、さらに、その高

血圧にかかる診療費はかなり高いということで１位となっています。入院に関しては、高血圧

や糖尿病などから動脈硬化によってさらに進んで、脳だとか、この２位にある虚血性心疾患に

発展して入院されて、医療費がかなりかかっている方が多いという現状がありました。 

 こちらの表は、白老町国保のレセプトから、高血圧の治療をしている 1,190 人の血管の傷み

ぐあいに注目したものです。生活習慣病の中の高血圧、高脂血症、糖尿病、高尿酸血症は、血

管の壁を傷つけたり、プラークと呼ばれる脂肪のかたまりを血管の壁に付着させて血液の流れ

を悪くし、血管そのものをボロボロにします。この状態を動脈硬化と言いますが、この動脈硬

化が進むと血管が詰まり脳梗塞や心筋梗塞が起こったり、血管が破れると脳出血が起こったり

します。高血圧の治療をされている方のうち、高血圧だけで済んでいる方は 26.1％しかいませ

んでした。残りの約 73％の方は治療必要な生活習慣病を２つ以上抱えており、より生活習慣の

改善が必要な状態と言えます。この状態が改善されないと、これらの疾病により、動脈硬化は

知らないうちに進行し、障害や介護の必要な状態になっていきますので、早期に生活習慣の改

善の必要性について、理解していただく必要があります。一番上が高血圧のみの治療で 26.1％。

次が、高血圧に何か、高脂血症、糖尿病、高尿酸血症の中のどれかが治療としてあがっている

方が 47.1％です。これはレセプトから拾っていますので、実際に治療している方だけですので、

治療していない方というのはもう少し多くいらっしゃるのではないかなというふうに思います。 

 次に、平成 17 年度に白老町の生活習慣病健診を受けた 74 歳までの方の予防段階がどこにあ

るのかをご覧ください。既に発病し、病気の悪化を防ぐための３次予防が必要な方では、高血

圧、次いで、高血糖の方が多いのが特徴です。全体的に一番多いのは、若干数値が基準値から

はずれ、生活習慣病の改善が必要な２次予防の方です。そのため、発病直前の２次予防の必要

な方に支援し、病院受診する前に生活習慣を見直し、これまでの生活ができなくなるような障

害を防ぐことが大切になります。１次予防というのは比較的健康な方ですね、今の健康を守っ

ていく、維持していく必要な方が約３割。２次予防というのが、本当に数値が少し悪い程度で

特に何も症状がなくて生活に支障がない方。もしかしたら、要指導というレベルで終わられる

方が 37％ですね。３次予防になりますと、もう発病しているということで、この方には治療だ

とか、さらに詳しい検査、精密検査が必要な方というふうになっています。以上の２つの統計

から、白老町国保の方に対して、生活習慣病予防や早期の生活習慣の改善が必要であり、その

対象者が多くいることは理解していただけたかと思います。 

 次に、動脈硬化が進行することで引き起こされる疾病は、脳梗塞や心筋梗塞だけではなく、

腎臓の血管に影響してしまった場合、人工透析が必要な状態が引き起こされることに着目しま

した。平成 18 年度で新規発生の患者も入れ 27 名の白老町国保の方が人工透析を受けていまし

たが、27 名で１カ月に 1,164 万円もの医療費、１年間では１億 3,712 万円、一人平均 507 万円

かかりました。本人負担については保険制度や各種サービスも使えますが、国保の医療費とし
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ての額は、がんや脳、心臓の手術を受けるのと変わりません。また、透析は１年間では済みま

せんので、何年、何十年も続けられることになり、医療費はもとより、本人、家族の生活への

影響は大きく、週２、３回の通院の交通費も大変なものとなり、負担は大きくなります。この

人工透析に至る原因で大きなものが糖尿病であり、血糖のコントロールができずにいると腎臓

の血管を痛め、糖尿病性腎症になったことで透析になった方が 27 名中 20 名いらっしゃいまし

た。また、高血圧などの生活習慣病を合併している方も多い状況です。このデータを見ますと、

今、糖尿病のコントロールができていない方、生活習慣病の初期段階の方、たった一人でも生

活習慣を改善することで、将来、透析にならずに済んだとしたならば、年間約 500 万円の医療

費削減になります。 

 それでは、白老町で実施しました国保ヘルスアップ事業の流れを説明したいと思います。こ

れはことしから、20 年度から行う特定保健指導の内容とほぼ同じものとなっております。事業

の全体の流れはこのようになっています。まず、健診を受診していただくことから始まり、最

後３カ月間のフォロー、６カ月間のフォローが終わった後、また町の健康づくりのポピュレー

ションアプローチにつなげていく形になっております。 

まずは、健診を受診するということで２種類の健診から生活状況に合わせて、どちらかの健

診を受診していただきました。１つは総合健診といいまして、がん検診も１日で行いまして、

男性の方ですと、年間に受けなくてはいけないがん検診、基本健康診査が全部受けられる内容

となっています。生活習慣病健診は、町内の各医療機関に委託して行っているもので比較的日

程が長いものですから、自由な時間に受けられることが可能です。健診の受診結果より、国保

ヘルスアップ事業の対象者を選び出します。白老町では平成 18 年度、内臓脂肪症候群、メタボ

リックシンドロームの方と高血糖状態の方を対象としました。この２つを選んだのは、白老町

内にそのような状況の方が多いということが分析からわかったということと、予防効果が高く、

生活習慣を改善するだけで病院にかからなくて済む状況になりやすいということがありました

ので、この２つを対象にいたしました。対象となった方をまず結果説明会にお呼びしたり、保

健師が家庭訪問をしまして、健診の結果や生活習慣改善の必要性について説明させていただき

ました。健診結果を見ていただいたり、話を聞いていただき、自分の身体の状態に気づき、生

活習慣改善が必要だからとヘルスアップ事業への参加を希望された方へ改めてオリエンテーシ

ョンをしました。内容の医師からのところは町立病院の内科の医師にお願いしまして講話をし

ていただいています。 

 ここからが「個別健康支援プログラム」の経過となります。まずは、もう少し詳しく自分の

血管の変化を知るため、動脈硬化予防健診という２次健診を受けていただきました。健診は町

立国保病院に依頼し、実施することができました。健診時に記入していただいた元気アップシ

ートという生活習慣を知るためのアセスメント票や、すでに結果が出ている検査結果などから

３カ月間の目標を設定しました。この４つのシートについては、白老町独自でいろいろ資料を

見ながらつくったもので、元気アップシートは先ほどの生活習慣の状態を確認するものです。

減少法シートというのは、内臓脂肪症候群のことがありますので、体重が今どのぐらいなのか、
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そこからどのぐらい落とせばいいのか、何カ月で落とせばいいのかというのを詳しく書いてい

るものです。そこから、その目標に近づけるために１日どのぐらいのカロリーのものを食べた

らいいのか。そして、運動によってどのぐらい消費カロリーが得られるのかというのを見まし

て、食べ方については特にバランスを重視した指導をしました。それによって、ご本人が３カ

月後どのような状態になりたいのかという目標設定をご本人にしていただいています。 

 いよいよ３カ月後を目標に生活習慣改善に取り組んでいきます。春健診受診者には教室型と

個別型を準備しましたが、忙しい方が多く参加が少なかったことや個別型と教室型の結果の差

があまりなかったことから秋健診の方には全員個別型で実施いたしました。約３カ月後に効果

確認健診を実施し、取り組みの成果を具体的な数値で確認いたしました。ほとんどすべて数値

でどのぐらい良くなったか、悪くなったかを見ています。締めくくりとしまして、個人の結果

や参加者全体の効果について、説明会を実施しています。説明会では参加者の達成感に満ちた

笑顔や自信が持てたという会話が大変印象的でした。継続支援として、このような内容のフォ

ローアップを実施しています。現在は、健康づくり・介護予防サポーター事業として「春もみ

じの会」が実施していますウォーキングや料理教室などのご案内をし、継続的な健康づくりを

心がけていただいております。以上が白老町のヘルスアップ事業の内容となります。 

 次に、ヘルスアップ事業の個別健康支援プログラムの評価、この３カ月間でどのような成果

が出たかということをまとめてみました。まずは、参加者の状況ですが、春秋の健診から 41

名の方が参加されました。以前の健康教室的な事業では、もともと私たちも何もしていなかっ

たわけではなく、健診の結果によって、そのときにやっぱり糖尿病の方が多かったりしますと

糖尿病教室だとか、生活習慣改善見直し講座という教室の事業を展開していましたが、そうい

う事業にはこれまで女性の参加者がほとんどだったのですけれども、本事業においては男性の

参加者が多く見られました。年代は男性は退職後の 60 歳以上、女性は 55 歳以上が多く参加さ

れました。今後は予防効果の高い 40 代、50 代の参加がしやすいような工夫が必要となります。 

 プログラム前後で比較した点はこちらの５点です。①に関しては、生活習慣がどのように変

化したか。３カ月でどのぐらい変化したかということです。②番の形態測定というのは、体重・

腹囲・体脂肪などを見まして、どのぐらい変わったかと見ました。③番が血圧です。④番の血

液検査については、数値のほうを比較しました。⑤番の冠動脈疾患の発症危険因子数というの

は、冠動脈疾患というのは、先ほど医療費がかかる病気に上げられていました心筋梗塞だとか、

脳梗塞だとかの病気のことなのですけども、そちらのリスク、危険因子の数を比較しています。 

 ①は「元気アップシート」という調査票で、食生活、運動習慣、健康意識の項目に分けて、

前後で回答内容を比較しました。このシートは生活習慣病健診時の健康度評価としても活用し

ています。画面がすごく小さくて見づらいのですけども、表面はこのような感じで、裏面がこ

のような感じになっていまして、こちらは健診受診者全員にご記入いただきます。事後に関し

ては、ヘルスアップ事業の対象者に同じものを実施しました。アセスメント調査の結果をまと

めますと、食生活においては３食を様々な食品内容でゆっくりとるように皆さん心がけるよう

になりました。また、高血糖に影響しやすいアルコール摂取量が減ったことも特徴的です。運
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動習慣におきましては、ほとんどの参加者が週に２日から４日、１、２時間程度、運動をする

ようになりました。健康意識では、参加後自信を持って健康づくりに励み、自分の健康を自分

で守る意識が芽生えたことがわかりました。この真ん中の体重を毎日計るが 18.9％しか、もと

もといらっしゃらなかったのですけど、実施後は 60％になっています。もう少し上がってもい

いかなと思います。体重を計るだけで体重管理ができるというデータもありますので、このあ

たりのことも簡単なことですが大事なことになっています。 

 ②の形態測定では、体重と腹囲を参加前後で比較した結果、ほとんどの方が減少しています。

この水色のラインが減った、改善したと言われる方です。体重と腹囲は見る限り減っているの

ですけども、内臓脂肪レベルというのは内臓脂肪がどのぐらいついているのかというのは、本

当は腹部のエコーをとりまして、その中で内臓脂肪の量を数値で出すのが一番わかりやすいの

ですけども、ちょっとそちらの数値を見るお医者さんというのが限定されていますので、それ

が取れなかったものですから、体組成計という体重計と同じような形で乗る機械がありますの

で、そちらの機械に乗っていただいて内臓脂肪レベルが４とか５とかと出てくるものがありま

すので、そちらのほうの変化を見ています。このレベルはなかなか減らないので３カ月間で減

った方がいたのはちょっと逆に驚きましたが、内臓脂肪レベルまで成果が出たのかなというふ

うに思います。それで、最初の目標設定の時点で「体重を減らすことはもうこれ以上無理、難

しい」と話されていた方もいたのですけども、かなり頑張られて成果を出した方が多くいらっ

しゃいました。脂肪細胞についての平均値の変化では、すべての項目で平均値が減少しました。

本プログラムでは、「生活習慣病の原因には、内臓脂肪の蓄積があること」「内臓脂肪を減らす

ことでデータは改善され、動脈硬化を予防できること」を繰り返し参加者に伝えています。「ま

ずは自分のペースで体重を減らそう」「具体的に何キロをいつまでに」という明確な目標を最初

に参加者自身が立て、目標に向かって生活習慣改善に取り組んだことが結果につながったので

はないかと思います。腹囲もかなり減って、すっきりされた方が多くいらっしゃいます。そし

て、ＢＭＩは 25 以上がちょっと太りすぎという形になるのですけども、それが一応 24.9 で正

常に入ってきています。 

 ③の血圧測定における事業実施前後の結果です。血圧については、治療中の方もいましたの

で、主治医と連絡をとりながら進めた結果、重症高血圧の方も改善され、体重が減ることに伴

い内臓脂肪が減ることで血圧が改善することがよくわかりました。今回の結果では、肥満の改

善と運動習慣を獲得したことが高血圧改善につながったと考えます。この一番上にいらっしゃ

る重症高血圧というのは上が 180 以上、もしくは下が 110 以上なので、かなり高い方なのです

けども、３カ月の成果で、担当の先生と連絡をとりながら行いましたけども、中等度とか軽症

高血圧、軽症といいますと 140 ぐらいですね、それまで改善されたということで、もしかして、

この方たちが薬を飲んでいたとしたら、多分薬は減っているか、なくなっているかになってい

るような状況で、このピンクのラインの方は皆さん改善された方です。 

 ④の血液検査では、次のような結果が得られました。特に空腹時血糖と１、２カ月間の血糖

のコントロールを表すヘモグロビンＡ１ｃでは有意な減少が認められました。人間はカロリー
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のある食べ物をとると血糖が上がりますが、この血糖を下げる物質としてインスリンというも

のがあります。しかし、糖尿病になるとこのインスリンが血糖を下げるのに十分な量が出なか

ったり、量が出たとしても働きが悪かったりします。このインスリンの作用をインスリン抵抗

性と呼びますが、食事や運動習慣の変化や体重減少によりインスリンの作用も改善され糖尿病

の予防につながったといえます。有意さがデータ的に出たのは、空腹時血糖とヘモグロビンＡ

１ｃということで、ここについていて、これについては、それぞれ１％未満、５％未満の確立

でしか出ないぐらいの成果があったふうに証明されるのですけども、ほかの中性脂肪だとかコ

レステロールについても成果がなかったわけではなくて、それぞれ全部改善されていますが、

データ上では有意さというのがなかったということで、改善されているけども有意さのない数

字が出ているということになっています。また、インスリン抵抗性は内臓脂肪蓄積に伴って引

き起こされ、動脈硬化性疾患の発症リスクになることから、具体的にインスリン抵抗性の評価

を行いました。インスリンの働きぐあいについて前後でどうなったかを比較してみました。糖

尿病発症の２大原因である、食べ物を食べてすぐ上昇した血糖を下げるために分泌されるはず

のインスリンの量が十分に分泌されないというのが「インスリン初期分泌低下」という耐糖能

異常なのですけども、それと、インスリンとのものの働きが悪い「インスリン抵抗性」、この２

つを合併している方が多く、この方たちは今後、糖尿病に移行しやすいハイリスク群というふ

うに言えます。空腹時血糖が抵抗性あった方はもう抵抗性率 100％で出ています。さらに動脈

硬化予防健診では潜在的な高血糖がないか確認するために 75 グラム糖負荷試験というものを

実施しました。多分、皆さんもされた方がいらっしゃるかと思うのですけども、75 グラムの糖

が入っているサイダーのようなジュースを空腹時に飲んでいただいて、空腹時と 30 分後、１時

間後、１時間半後の血糖とインスリンがどのぐらい出ているかの量を比較する検査になってい

ます。今回の参加者は、最初の基本健診の結果を受け取った時点では、何も高血糖を指摘され

ていなかったり、少し血糖値が高くても自覚症状がないため、糖尿病を意識していない方がほ

とんどでした。しかし、75 グラム糖負荷試験の結果を説明しますと、糖尿病の危険がせまって

いることをよく理解され、「高血糖を良くするにはどうしたらいいの」「やせたら良くなるかな」

と自分から質問される方が多数いました。基本健診の結果では糖尿病の指摘を受けなくても、

糖負荷試験では耐糖能異常や軽症糖尿病が発見されることが多く、その場合、動脈硬化性疾患

の発症リスクが正常者の 1.5 から２倍高くなることから、本人が体の変化に早い段階で気づき、

改善することが大切です。先ほど、糖尿病がありますと動脈硬化になる確立が高いという話を

しましたけども、糖尿病にならなくても、糖尿病の前の本当の初期の糖尿病でありましたり、

ただ耐糖能異常というインスリンだとかの働きが悪い、その状態、何も基本健診のデータでは

出ないデータでもかなり発症リスクが高いということが言われています。この糖負荷試験を実

施した 23 名のうちとあって、23 名しか行っていないのは、本当に基本健診でもう血糖が高か

ったり、ヘモグロビンＡ１ｃが高い人にこの糖負荷試験を行うと低血糖になってしまったり、

高血糖になってしまったりして危険ですので、実際この試験はできません。なので、本当にや

った方というのは境界型の方か、もしくは何も血糖の異常がない、例えば血糖が 85 とか 90 と



 - 47 - 

かの方でもされると、中には耐糖能異常。２時間後だとか、３時間後の空腹時血糖はよくても、

30 分後とか、１時間後のインスリンがすごくいっぱい出すぎていたりだとか、血糖がすごい上

がっていてなかなか下がりが悪かったりする方がいらっしゃったということが、この２次健診

でわかったという形になります。 

 最後に、ヘルスアップ事業参加前後で比較しました冠動脈疾患発症危険因子数の変化です。

2001 年の労働省研究班によりますと、冠動脈疾患発症の危険度は、危険因子である肥満、高血

圧、高血糖、高中性脂肪が２個合併すると 5.76 倍、３個以上で 35.8 倍になります。４項目の

有所見者数の変化をみますと、高中性脂肪は同数でしたが、ほかの３項目で減少しましたので、

冠動脈疾患の危険因子保有数も減らすことができたと考えます。また、肥満・高血圧・高血糖・

高中性脂肪という冠動脈疾患の危険因子の一人平均数も３個から 2.1 個に減り、生活習慣病改

善の取り組みが動脈硬化の進行予防につながることが実感できる結果となりました。これはも

ともと４つしか危険因子がないのに、もともと３個あった方が今回のヘルスアップ対象の平均

値だったのですけども、それが３カ月後に 2.1 個になったということです。平成 19 年度もヘル

スアップ事業を実施しておりますが、現在も継続的にサポートをさせていただいて、生活習慣

病改善に取り組まれている方が多くいらっしゃいます。19 年度からは特定保健指導の内容に合

わせて積極的支援と動機づけ支援、メタボリックシンドロームの予備軍とメタボリックシンド

ロームにもう既になってしまった方を対象に 44 名と 48 名それぞれあげていたのですけども、

その中から結果を説明して、それでは、実際にヘルスアップ事業に参加して、頑張って改善さ

れるというふうに希望された方がそれぞれ 30 名と 37 名いらっしゃいました。現在は秋の健診

受診者の効果確認健診結果、３カ月後の健診結果が今、出ているところで、今後、評価を実施

する予定となっております。 

 最後に事業全体をとおしてのまとめと課題をあげてみました。このメタボリックシンドロー

ムという概念が今回から導入されて、このヘルスアップ事業から、この概念を使いながら保健

指導を実施していました。今までだと高血圧の方が健診であがってきますと、高血圧なので塩

分控えましょうだとか、一般的な高血圧の話をしていったのですけども、そうではなくて、そ

の根幹、もとには内臓脂肪症候群があるということで、内臓脂肪を減らすことに対する保健指

導に切り替えました。この考え方は、今年度の特定健診、特定保健指導につながっていくもの

になります。今回、２次健診という形でもう少し詳しく血管の変化を知っていただくことで皆

さんが動機づけ、頑張って取り組むという気持ちになりやすいのではないかと思いまして２次

健診を実施しまして、本当に皆さん、自分の身体の変化に気づいていただいて、健康問題を自

覚していただけたのではないかなというふうに思います。結局は体重が減りましたので、内臓

脂肪減少につながったということが言えるのですけども、本当にそのようになったことでいろ

いろな成果が、データ面の改善が出たのではないかなというふうに思っています。今後はフォ

ローアップ、その後ずっと継続して元気にいていただけるためのフォローアップの体制だとか、

あとは庁内で関係部署との連携が今後の課題になっています。今回、国保ヘルスアップ事業を

実施するにあたりまして、医療費分析や健診結果分析を行ってみますと、生活習慣病が町の医
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療費に与える影響は深刻でした。今後、少子高齢化・社会経済の低迷が進むことを考えますと、

早急に医療費適正化に取り組む必要があり、高血圧、糖尿病等の予防、合併症や重症化予防は

その最大課題とも言えます。以上が、国保ヘルスアップ事業の内容と評価になります。 

 こちらは参考資料です。ヘルスアップ事業終了後のフォローアップがさっき 18 年度の課題で

上がったということもありまして、平成 19 年度からはこちらの事業をしています。18、19 年

度に健康づくり・介護予防サポーター養成講座というのを実施しました。こちらの講座に参加

していただいた方を集いまして、平成 19 年度より健康づくり・介護予防サポーターの会「春も

みじの会」というのを発足させ、講座修了者の積極的な意見・協力をいただき、ウォーキング

や料理教室、勉強会、そして、いきいきフェスティバルの支援などの活動を行い、多くの参加

をいただきました。今ではもう、それぞれのウォーキングの企画段階から、どのコースを行く

だとか、そのコースの下調べだとか、町民の方の誘導だとかにも皆さんかかわっていただいて

います。春もみじの会では、みずからの健康づくりとともに、家族・友人など周囲にいる住民

への呼びかけ、健康づくりの輪を広げています。ウォーキングのコース設定や毎回好評であり

ました男性のための料理教室などの企画にも参加し、平成 20 年度も町で行われる保健・介護予

防事業に参加・協力する予定となっております。皆様の健康づくりを応援するため、多くの町

民の参加をお待ちしていますのでどうぞよろしくお願いします。 

 続きまして、国保禁煙治療費助成事業の報告に移ります。最初に白老町の喫煙状況をお知ら

せいたします。こちらは、白老町の生活習慣病健診受診者約 1,300 名を対象にした喫煙率です

が、全国と比較して平成 16 年まで喫煙者が多い状況にありました。その後、平成 17 年から減

少傾向にあるのは、平成 14 年度より取り組んだ「白老町健康日本 21」計画のたばこ対策と無

関係ではないと考えています。しかし、女性の喫煙率は平成 18 年 12％であり、去年の秋に出

たばかりの日本禁煙学会が発表されたデータからみますと、北海道女性は 12.1％の喫煙率とい

うことで、全国でいうと 42 位なのだそうですけども、この全国 42 位の喫煙率とほぼ同じ白老

町の喫煙率は全国からみると女性の喫煙率としては高いというふうに言えます。 

 こちらは母子健康手帳発行時の妊婦さんの喫煙率です。経年変化でみますと、妊婦の喫煙率

が減少する反面、妊婦と同居しています家族の喫煙率は上昇しており、胎児の健やかな発達や

生まれてからの赤ちゃんの成長を考えますと見過ごせない状況があります。平成 15 年度の妊婦

の喫煙率が 23.4％で、当時の一般 20 代女性の喫煙率より高かったこともあり、妊産婦へのた

ばこ対策として母子健康手帳交付時や新生児訪問時に受動喫煙について家族で考えてもらえる

ようなリーフレットの配布をスタートしています。今後も妊婦を取り巻く環境を守る努力をし

たいと思っておりますが、データからおわかりのように、白老町は喫煙者の多いまちであり、

たばこ対策推進の難しさも感じるところでもあります。 

 続きまして、白老町の禁煙化状況についてですが、先ほどの喫煙率でも示されたとおり、白

老町は喫煙者が多いまちであり、こちらの状況にありますように禁煙化の進め方にも時間がか

かっています。それでも、公共機関の全面禁煙を実施した自治体が全国にも多く、白老町もで

きることであれば目標は高く、公共施設の完全分煙、できることなら敷地内禁煙を目指したく
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思い、その目標達成に向けてたばこ対策を進めているところです。近隣の市町村で公立学校の

敷地内禁煙が進む時代、白老町は学校の禁煙化にも踏み切れないでいましたが、現在は、養護

教諭の先生たちの努力によって少しずつ環境が整いつつあります。「健康日本 21」では、たば

こを吸わないというモデルを示すことが児童・生徒に接する教職員の職業的責任とも考えられ

ることもあり、今後の学校敷地内禁煙化を教育委員会や学校と協力して推進していく必要があ

ると認識しております。町内の学校の平均喫煙率というのは、先生たちの喫煙率。さすが先生

たちは比較的喫煙率は低い結果となっています。18.5％です。 

 町内事業所の状況です。事業所の規模によって様々ですが、職場の禁煙化はあまり進んでい

ません。受動喫煙の害を知っていただくこと、労働基準法では事業主が労働者の健康を守る義

務があることの啓蒙が必要な段階です。これが事業所、働いている方の平均喫煙率 48.6％と、

やはり高い傾向にあります。以上のたばこに関する町内の状況を踏まえまして、現在４つの柱

でたばこ対策を推進しておりますのでご報告いたします。 

 喫煙者が多いと言える白老町のたばこ対策は、平成 13 年度に方針検討をし、14 年度よりこ

ちらの防煙対策、受動喫煙防止対策、禁煙対策、普及啓発等の４本の柱に沿って推進しており

ます。対策経過ですが、14 年度から喫煙について知ってもらうことや役場庁舎内としての取り

組みから、まずはスタートしております。平成 17 年度と 18 年度の２回の講演会では全国で禁

煙指導や防煙教育の第一人者であり京都大学付属病院で禁煙外来を開設されている高橋裕子医

師や高い禁煙成功率を誇るインターネット禁煙マラソンの三浦先生にご依頼し、最新の正しい

知識をわかりやすく紹介していただいたり、実際に萩野小学校５、６年生に「吸わない君たち

はすてき！」というテーマで実際に防煙授業を行ってもらい、児童、先生、ＰＴＡ、地域の方々

に大変好評でした。平成 14 年度から３年間、喫煙に関する情報を集め、たばこに関する情報を

提供したり、禁煙化を進めたりと事業を実施してきましたが、平成 18 年度より今までいろいろ

言われて肩身の狭い思いをしている喫煙者の方に対する支援を本格的に進めていきたいと思い

ました。ちょうど、その１月に白老町保健・医療・福祉施策推進方針、いわゆる３連携ができ、

町立病院の機能や存在価値、町国保の医療費適正化対策と連携をとり、禁煙支援に取り組むこ

とになりました。たばこ対策事業により内容④の医療の場での禁煙支援の提供が含まれ、町立

病院との協力体制がとれました。国保禁煙治療費助成事業は、国保被保険者で町立病院でニコ

チン依存症に効果があり、禁煙成功率を高める薬、ニコチンパッチを処方してもらい、その後、

保健師の継続支援を受ける方を対象に、本来であれば初診料含め１万円程度かかるところを

2,000 円の自己負担とし、残りを国保で助成する内容です。町立病院は禁煙治療に保険がきか

ず、治療費が全額患者負担となる自由診療でもあることから、禁煙希望者の負担を少しでも軽

くすること、国保と連携して実施することで喫煙により起こる疾病を防ぎ、労働力の低下を防

ぐことから医療費の削減につなげることを目標に実施することにしました。禁煙支援相談事業

は、具体的に禁煙希望者と相談しながら必要な禁煙支援を進めていきますが、ほかの２事業と

連携をとることが必要不可欠です。禁煙支援の中で特徴的なものが国保禁煙治療費助成事業で

あり、全体の流れは、禁煙希望者がまず町健康福祉課保健師に相談の電話をしていただき、ニ
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コチンパッチ処方希望者には町立病院の受診予約を保健師サイドで行います。予約日時に受診

していただき、このときは保健師も一緒に同行します。医師の診察でニコチンパッチの処方と

説明を受け、そのまま病院で保健師から再度の説明を受けたり、心配なことなどを相談しても

らいます。その後、電話や面接で禁煙継続状況や体調確認をする流れになっています。 

 こちらは実際にこれから禁煙される方に説明するときの資料になります。既にご存知のこと

かと思いますが、たばこの煙には有害物質が 200 以上含まれ、特に周りの人が吸い込む副流煙

に有害物質の多くが含まれます。禁煙治療薬でありますニコチンパッチは、ニコチンのみを含

むものですので、ニコチン依存の離脱症状を抑えるのに適しており、ほかの有害物質を含まず、

周りの人にももちろん害を与えることはありません。こちらは必ず説明することですが、たば

こをやめられない大きな原因は、喫煙はニコチン依存症というとおり、身体がニコチンを欲し

がる薬物依存の状態になっているからです。そして、もう一つは、たばこを吸ったときにすっ

きりした、いいアイデアが浮かんだなどのたばこにつながる良い記憶が引き起こす、これは実

際たばことは関係のないことだったのですけど、ちょうどたばこを吸ったときにすっきりした

気持ちになったとか、ちょっといい考えが浮かんだ、仕事がうまくいったという良い記憶が頭

にくっついてしまった状態を心理的依存ということ、あとは、コーヒーを飲んだら１本吸いた

いだとか、ご飯を食べたら１本吸いたい、起きたら１本吸いたいというような行動的な習慣に

よりやめにくい状況になっています。そこでニコチンパッチの出番となります。ニコチンパッ

チを使った禁煙の成功率が高いのは、禁煙を始めてイライラする、無性にたばこが吸いたいと

いうつらいニコチン離脱症状に対して我慢せずにニコチンパッチを使うことで、ストレスが少

なく禁煙できるからです。しかし、心理的依存に対しては、自分自身で意識して対処するしか

ありませんので、あらかじめたばこのことを思い出したときに、どのように行動するかを決め

てもらいます。大体の方が水分をとる、カロリーの少ないガムをかむ、身体を動かすという方

が多いのですが、飲み会などを遠慮するなど予防的行動をとられる方もいました。 

 実際のパッチは、このように身体に貼って使用します。パッチの中に入っているニコチンの

成分が少しずつ皮膚を通して身体に入る仕組みです。副作用は特にありませんが、シール状で

すので皮膚がかぶれやすい方は貼る場所を変えるなどの対応が必要です。ニコチン依存度によ

って大きさは３種類あり、１枚で 24 時間有効となっております。禁煙は早めにされた方が、将

来に及ぼす健康被害が少ないのは確かですが、何歳から始めても、例え 90 歳であっても禁煙し

て１分後から身体は回復を始め、１年以上からは心疾患死亡率が減少し、４年禁煙されますと

肺がんの死亡率がかなり下がりますので、禁煙を始めるのに遅すぎることはないと言われてい

ます。 

 先日、たばこにより平均寿命が 10 年ほど短くなると発表されましたが、たばこで死ななくて

も苦しい呼吸器疾患にかかることが多いので、寿命が短くなった上に健康である期間も短いの

です。たまに、たばこをたくさん吸っていたのに長生きしたという話を聞きますが、ごくまれ

な方だと思いますので喫煙者全員にあてはめることはできません。以上のたばこに関する科学

的データや受動喫煙の健康被害の状況を考えますと、一人でも禁煙できるように支援すること
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は、町民の健康や環境を守るために重要なことと言えます。実際の禁煙支援では、心理的依存

を克服するためにも電話等で状況を確認していますが、一人の禁煙希望者に対し、初回面接も

含めた事後支援回数の平均は 4.8 回でした。再喫煙者は平均 4.2 回、継続者が 5.3 回となって

います。この時点で決して私も脅したりとかはしません。優しくしますし、再喫煙された方は、

１回でも、少しでも、１日でもできた方に関しては、禁煙１日達成ということになりますので、

今度はもっと上手にできるということで励ましながらやっていっています。継続支援中の相談

で、皆さんが禁煙中に感じられたことをまとめてみました。体重増加は５名から、１から３キ

ログラム増加したという訴えがありましたので、胃腸の血液循環が改善されたことや味覚の改

善ができたことを説明しました。逆にやせすぎだったため喜ばれている方もいました。メリッ

トでは、ニコチンパッチを使用したことによるこれまでの禁煙との違いを感じたり、想像して

いたより楽だったという方が多く、一番うれしいのは家族が喜んでくれたということでした。

禁煙の良さを実感できますと継続しやすくなります。平成 18 年度の禁煙支援の相談者数は 43

名であり、そのうち 33 名が町立病院でパッチ処方を受けました。また、30 名の方が国保禁煙

治療費助成事業の対象となりました。 

 町立病院でパッチを処方され、禁煙に挑戦された方のその後の禁煙継続状況です。挑戦者 33

名のうち 21 名が平成 19 年５月時点で禁煙を継続されていました。禁煙１年後のパッチ処方の

みの禁煙成功率は 10 から 30％、禁煙外来などで細かくサポートした場合で 30 から 60％と言わ

れますので、この事業の禁煙成功率はかなり高く、パッチ処方後のサポートが禁煙継続につな

がったのではないかというふうに考えています。 

 年齢別で見ますと、男性 60 代、70 代の禁煙継続者が多いのが特徴です。特に 70 代の禁煙継

続者は喫煙年数が長く、ニコチン依存度も高く、喫煙は生活習慣化しているという方がほとん

どでしたので、実際は、実は、禁煙は難しいのではないかなというふうに、こちら側も、先生

も心配していた方がいたのですけど、実際は 70 代の方、80 代の方も禁煙への意思はすごく固

く、たばこが年金収入から費用を捻出しなければいけないという状況や、長年禁煙してほしい

という家族が近くにいる方が多いこと、あとは健康上の問題、そして、やはり人生経験がある

ことなどから禁煙を決意したら継続しやすい要素があるのではないかというふうに思います。

女性の禁煙希望者は６名と少ないのですが、白老町は女性喫煙率が高いので、相談や受診しや

すい環境を整えていく必要が今後あります。 

 再喫煙の方の状況をご紹介します。Ｂの方は３日で再喫煙しています。ですが、Ｂの方は認

知症であり、ヘルパーさんと受診し、とてもやる気がありましたが、パッチを貼ったことを忘

れて喫煙してしまい危険であったこともありまして、多分、本人はたばこの本数がかなり減っ

たということで大満足されていたこともありまして、介護を受けていましたのでケアマネジャ

ーさんと連絡をとり禁煙をストップしました。Ｄの方はアルコール依存症だったのですが、た

ばことお酒がセットだったようで禁煙でお酒もやめられたようです。不思議なことに再喫煙後

もお酒は飲みたくならないとのことでした。Ｇの方はご夫婦で禁煙挑戦し、奥さんが６日目で

再喫煙したにもかかわらず、その後１カ月半ずっと頑張っていたのですけれども、ついに１カ
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月半で再喫煙されました。皆さんいろいろな状況があったことがわかりました。 

 まとめと課題です。今回、初めて実施しましたニコチンパッチを使い、その後の支援を受け

ながら禁煙する方法は禁煙継続率も高く効果的であったと考えています。今後、町内や近くに

禁煙治療保険適用の病院が増えると、動機づけになる検査や定期的な治療指導が可能になり、

ニコチン依存を克服する方が増えることと思います。白老町の禁煙支援事業のこれからの課題

はまだまだ多くありますが、事業を振り返りますと、ニコチンパッチを貼ることで全然吸いた

くならないと、禁煙を楽に感じたり、家族や同僚が驚いていると禁煙したことを誇らしげに語

られる禁煙挑戦者の成果を一緒に喜べることが私たち支援する側の楽しみでもあります。19 年

度も同事業を実施しており、18 名の方がニコチンパッチ処方を受け、禁煙に挑戦されています。

禁煙することで喫煙に起因する症状や病気を防ぐと医療費の増大を抑えることができ、労働力

の維持・増加にもつながります。平成 14 年にアメリカの米疾病管理センターはたばこ１箱売れ

るごとに医療費の支出や生産性の低下により約７ドルの損失があると発表しています。１ドル

をきのうの新聞に出ていた 103 円で換算してみますと、１箱 300 円のたばこが売れると 721 円

経済的損失するということであり、今回 21 名が３カ月間禁煙できた、その 21 名がそれまで１

日１箱たばこを吸っていたと想定するだけで、90 日間で 136 万 2,690 円の社会的経済的損失が

抑えられたというわけです。また、喫煙が原因の病気の治療費部分だけを見れば、７ドルのう

ち 3.45 ドルということなので、日本円に換算しますと 355 円であり、医療費の部分だけを見て

も３カ月間禁煙していただいただけで 67 万 950 円抑えられたことになり、禁煙期間が長くなれ

ば、さらに費用は抑えられることになります。また、日本でも 1999 年の研究で喫煙直接・間接

経費全体で年間約７兆円の損失になると試算されています。このような経済的な損失を踏まえ、

日本学術学会は今年３月４日、舛添要一厚生労働相宛ての要望書を提出していますが、その内

容はたばこ税を現行の 189 円から 100 円、200 円のアップにより、税収を確保したままで消費

量の減少を図るというものです。また、昨年７月のたばこ規制枠組条約の中で、受動喫煙対策

は 100％禁煙以外の措置は不完全としていることから、厚生労働省は３月 26 日の受動喫煙防止

対策のあり方検討会でわが国の受動喫煙防止対策を強化し、受動喫煙対策は施設長の努力義務

とされている健康増進法も罰則の規定を考えるべきという意見まで出ている状況です。たばこ

が嗜好品と言われる時代は過ぎました。今後、近い将来、受動喫煙対策は極めて重要な健康施

策となることを考えますと、白老町でも計画的に受動喫煙対策を推進していく必要があります。

そして、禁煙は何よりも自分の健康、身近な方の健康を守り、生活の質を向上させることにも

なりますので、禁煙したい方へのサポートはもちろん、公共施設の禁煙化など、受動喫煙の防

止対策等を推進していきたいと考えておりますので皆様のご理解とご協力をよろしくお願いい

たします。以上で長くなりましたが報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○委員長（玉井昭一君） ご苦労さまでした、小川さん。大変でしたね、長い時間。それでは、

10 分間休憩いたします。 

休憩 午後 ３時０２分 
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再開 午後 ３時１０分 

○委員長（玉井昭一君） まだ言った時間がきておりませんけれども、皆さんおそろいのよう

ですので始めたいと思います。委員会を再開いたします。 

 続いてですね、３番目の高齢者健康づくり事業の実施状況について。この説明を受けたいと

思います。長澤参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） それでは、本日のレジメの一番最後、高齢者健康づくり事

業の実施状況について説明したいと思います。この事業につきましては、平成 12 年度に竹浦地

区の３町内会をモデル地区として準備が進められ、ボランティアさんの勉強会等を経て、平成

13 年度から実施されてきております。目的としましては、高齢者でも安心して地域で暮らして

いけるように、疾病や老化等によって心身の機能が低下している高齢者に対して、閉じこもり

にならないように社会参加を促進することや、筋力の向上、または、認知症や転倒の予防、さ

らにお互いの交流を図ることで教室に通うことが楽しみや生きがいとなるような、生活全般の

ハリとなるような日常生活の自立を助け、最終的には介護の認定者にならない状態として生活

していくということを目的として教室を開いてございます。 

○委員長（玉井昭一君） ちょっと待って。今、資料を配っているので。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 平成 13 年度に竹浦地区で開催いたしまして、続きまして、

平成 15 年度に虎杖浜地区で開催し、昨年度、平成 19 年度に新たに石山地区で開催いたしまし

て、現在はこの３地区での開催となっております。対象といたしましては、白老町に居住して

いる 65 歳以上の方で要介護認定を受けていない方を対象としております。参加につきましては、

広報などによる一般公募、あるいは町内会や民生委員、在宅介護支援センターなどからの情報

や保健師が訪問指導の際、参加を促して参加していただいているのが現状でございます。参加

している方々のアンケート調査をした結果によりますと、やはり教室に通うことによって笑う

ことが多くなったとか、年を重ねたときのことを前向きに考えるようになったとかというよう

な形でアンケート結果が出ておりまして、そういう方々が約 94％いらっしゃいました。教室の

内容としましてはですね、転倒予防や体力増進、失禁予防などを目的とした体操やレクリエー

ション、また、交流会や地域の諸行事などへの参加活動などをとおしまして、皆さんで活動し

まして、ボランティアスタッフとかリーダーを養成して、その会場ごとで各それぞれの会場が

独自で運営をして、自主活動を図っているというのも一つの特徴かと思っております。結果に

つきましては表に書かれているとおり、竹浦公民館におきましては、昨年度実施回数といたし

まして 21 回。参加延べ人数といたしまして 299 名。実人数といたしましては 31 名。虎杖浜公

民館におきましては年間 23 回。参加数としては 244 名。実人数としては 19 名。石山地区は昨

年度新たに開催されたため、実施回数では９回。参加人数としましては延べ 198 名。実人数と

いたしまして 48 名。３地区の合計で 53 回の回数で、延べ人数 741 名、実人数で 98 名となって

おります。そのほかに下の方に書かれております、一般高齢者の介護予防事業の状況といたし

まして、「骨骨貯筋教室」。昔でいくと、転倒予防教室のような形で、ちょっと名前を変えた形

で実施しております。「やさしいヨガ教室」、これはインストラクターを招いて実施してござい
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ます。「健康教育の出前講座」、これは各要請があった地域に出向きまして、介護予防を中心に

した介護保険の事業や高齢者福祉介護保険制度について講座を実施しております。「認知症サポ

ーター養成講座」、これにつきましては、事業内容に書かれております、認知症についての普及

活動や認知症の予防、認知症の人への対処方法という形で昨年は年７回実施してございます。

これにつきましては、「認知症のキャラバンメイト」という制度がございまして、白老町におき

ましては包括支援センターで４名、寿幸園で３名のキャラバンメイト、要するにサポーターを

養成する指導者ですね。その資格を持った者がおりまして、各会場に出向いてございます。今

年度につきましても、包括支援センターの職員等がその講習等を受講いたしまして、キャラバ

ンメイトの人数を増やしていきたいという考えでございます。次の「介護予防講演会」につき

ましては、昨年一度、外部講師を招いて「足から元気に介護予防」というような、足にまつわ

る介護予防について講演を受けました。最後の「運動機能測定と生活機能評価」というのは、

年１回いきいきフェスティバルが行われる中での事業でございまして、リーダー養成講座を受

講した地域ボランティアをスタッフとして、運動機能の測定や生活機能の評価という形で実施

してございます。以上をもちまして説明を終わらせていただきます。 

○委員長（玉井昭一君） ご苦労さまでした。それでは、１番、２番、３番と説明をいただき

ました。この中で質問のある方、委員の方で質問のある方、どうぞ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 小川保健師さんにお伺いしたいのですが、よろしいですか。ヘルスア

ップ事業の中のたばこ対策の絡みでいろいろご説明を受けたのですけれども、要するにパッチ

でやられた方というのもいらっしゃるし、ご自分で別な取り組みというか、「やめるぞ」と言っ

て、対応してやられたというのを聞いたのですけれども、そのパッチのことなのですけれども。

これはやっぱりお医者さんの処方箋が必要なわけですよね。ただ単にニコチン依存症だという

自己申告のもとで行って、ドクターの診察を受けて。これは後で細かく聞けばいいのだろうけ

ども、極端な話、お医者さんの感覚というのが、この人がやっぱりニコチン依存症なのだろう

かという所見というのかな、この辺はやっぱり担当としてね、どういうレベルをとらえている

のか。極端な話、１日３箱吸うだとか、１日 10 本吸うだとかね、その辺をちょっと聞かせてほ

しいなと思うのですけど。 

○委員長（玉井昭一君） 小川保健師さん。 

○健康福祉課保健師（小川智子君） 今のご質問にわかる範囲でお答えさせていただきます。

必ず処方箋というのは、本当におっしゃるとおり必要です。ニコチンパッチ処方にあたって必

要になります。その処方をするにあたり、先ほどもパッチの大きさは３種類あるという話をさ

せていただいたと思うのですけど、その３種類をどう選ぶかは、今、委員がおっしゃっていた

ように先生の診断によって決められるわけです。その診断をどうするかというのは、まず、ニ

コチン依存度のチェックをするわけですけれども、ニコチン依存度のチェックシートというの

がありまして、点数化されてニコチン依存度が出てきます。ニコチン依存度が強の人、中の人、

小の人というふうに出てきます。その内容というのは、本数、年数。あとは、朝起きてから何

分以内にたばこを吸うか。あとは、決められた場所で禁煙を守ることができるか。午前中と午
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後、どちらがたばこを吸う本数が多いかなど項目がありまして、その項目によって点数化をし

ます。私たち保健師が相談を受けた時点で、簡易の依存度のチェックシートというのもありま

すので、そちらのほうで依存度のチェックもさせていただいて先生にご紹介をさせていただき

まして、先生のほうでもさらに詳しく既往歴だとか、今まで禁煙したことがある方であれば、

今までの禁煙はどうしてできなくなったのかだとかの状況を確認しまして、この人は依存度が

強いのでパッチを最初から一番大きい 30 のもので出すだとか、この方はどちらかというと、例

えば１日５本ぐらいしか吸われていなくて依存度は低いだろうと。逆に心理的依存が強いだろ

うから 20 にして保健師の話をよく聞いて心理的依存に対応してくださいというような話をす

る形になっております。 

○委員長（玉井昭一君） 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） わかりました。これはやっぱり、やってみなければわからないですね。

私すぐ申し込んで実際にやってみたいと思いますのでよろしくお願いします。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほかにありませんか。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。このヘルスアップ事業に関して、今、喫煙のことが話題

になっているのですけども、喫煙者ではなくて受動喫煙者に対する、いろいろな指導というの

かな、そういうようなものはどういうふうになっているのかなということ。実際に私、亡くな

った夫が身体中、全身煙まみれでしたのでね。そういう部分で家族とか、周囲に与える影響が

非常に多いのではないかと思うのですけども、そういうことも含めてどのようにお考えになっ

ているのか。 

○委員長（玉井昭一君） 小川保健師さん。 

○健康福祉課保健師（小川智子君） 小川です。受動喫煙の害に関しては、今、皆さん、かな

りご存知の方が増えてきています。たばこ吸っている自分だけが害があるのではなくて、逆に

周り、特に奥さんだとか、お子さんのほうが悪影響を受けているということは皆さんわかって

きていまして、大分外で吸ったり、本当は換気扇の下というのはあまり効果はないのですけど

も、配慮をしているような実情にあるとは思います。受動喫煙をみずから守るためには、難し

いです、かなり。マスクをしたりだとかいろいろなことをしなくてはいけないかと思いますけ

れども、基本的にたばこを吸われた方は、１時間から１時間半は口から有害物質が出ています

ので、今、吸っている人の近くにいなくても、たばこ吸った方は臭いですよね、その臭いにお

いがあるうちはあの中に物質が入っていると思われて結構ですので近寄らないようにしていた

だくしかないと思います。あと、車の中だとか、お家の中で吸われると白いお家が黄ばんで汚

くなるというのは、ファブリックに全部有害物質が染みついて、あそこから出ていますので、

そういう家は注意していただくような話しかできません。本当に今、委員がおっしゃるとおり、

受動喫煙の害というのが私たちも気になっていまして、例えば肺がんの患者さんが発生したと

きに見ると、女の方なのですけど本人吸われていないのですよ、よく見たらご主人がヘビース

モーカーだったりする方もいらっしゃいますので、やはり害というのは今後もっと健康被害と

して出てくるのではないかなというふうには思っております。 
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○委員長（玉井昭一君） ほかにありませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。前半の国保ヘルスアップの中でね、私なんかも典型なのだ

けれども、こういうものを見せていただくと意識はすごくするのです。言いたいのは何かとい

ったら、そういうことを文書で流すというのはほとんど、私含めて町民の皆さん読まれていな

いと思います。読まれている量はすごく少ない。読んだとしてもそこから、今、映像で見たよ

うな読み取り方というのはほとんどできないです、僕は。ほかの方はわかりません。それで、

やっぱりこうやって見るとね、ちょっと歩いてみるかとか、ちょっと今まで肉食べすぎかなと

か思うわけです。僕は毎日酒飲んでいるけど、ちょっと減らすかとかね、やめる気はないけど。

そういうことで言えば、聞きたい人しか集まってこないのかもしれないのだけど、こういう映

像でどれだけの町民に見てもらうかというね。もちろん努力されていると思うのですよ。わか

るのだけど、そういう仕組み、システムを町の中でどうやってつくるか、構築するか。僕はこ

ういうことがすごく大きいと、意識を持っていて見る人は、これを見てね、普通、何も感じな

いという人は多分皆無だと思いますよ。だから、この厚岸のお医者さんが言っているのも、一

緒にまちに出て行く。町立病院もそうでしたよね。１回出て行ったのだけど、結果としては２、

３回やってやめてしまったというのが実態のような印象を受けているのです。だから、そうい

うことを仕組み、システムとしてね。だって、私も町内会にいるけど、町内会の福祉部でそう

いうことをやったというのはないのだよね。もちろん皆さん方が来て説明するとしたら、夜来

なければだめだから大変だと。昼間だったら集まるのは高齢者の方だけですからね。若い方も

見てもらわなけなければだめとなれば大変だと思うのだけど。そういう仕組み、システムをど

うやってつくって、どれだけの町民を集めるかというね。質問もできるぐらいといったら、や

っぱり 20 人ぐらいなのですよ、大体。だから、そこら辺をね、本当に高みの立場に立っていく、

町民よりも。私が保健師さんの皆さんに本当にいつも言っているのは、そういう労働条件との

問題もあるのだけど、そこの考え方、意識を上げるためにね、皆さん方が低いという意味では

なくて、どう町民の中に一歩でも二歩でも踏み込むかというあたりが、そこら辺がちょっとあ

ると思うのだけどいかがなものでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 議会で再三にわたりまして、保健師の活動が見えないとよく言わ

れています。でも、実際こうやって見ていただくといかに頑張っているか、よくわかっていた

だけたかと思います。残念なことにはですね、これはたまたま平成 18 年度にヘルスアップでや

った事業成果をようやくまとめて、こういうふうにできるようになってきた。これはやっぱり

１つ、３連携の成果だと思っているのです。こういう事業をきちんとやって、科学的に検証し

て、これだけの効果があるのだから皆さんやりましょうよと、ようやくここまで来ました。こ

れも３連携の１つの効果です。問題は、今、言われましたとおり、３連携の推進としてですね、

やっぱり、これを地域の中にどうやって説明をしていくか。それで、具体的にこうやってビジ

ュアルで見せて、理解をしていただいて、一人でも二人でもヘルスアップにつなげていけるか、

禁煙につなげていくか。その仕組みというのは、やっぱり私ども、今いる課長連中も含めてで
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すね、担当とこれからもう少し地域に出て行けるような形も考えながらやっていきたいと思っ

ています。いい意味できちんとやっぱり成果が出ましたので、やったことは決してむだではな

いと。むだではない成果をやっぱりどうやって生かしていくかというのも一つ大事なことです

し、出前トークの中でもこの辺の話についてはですね、十分する用意もございますので、少し

ＰＲをしてですね、こんな成果がありましたよということについてもですね、ぜひ、まちの人

にも知っていただくような機会も設けながら考えていきたいと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。保健師さんの活動を私、評価していないとかということで

はないのです。評価しているのですよ。ただ、それがもう一歩高み立って、一歩足を踏み出す

ことによって違った側面が出てくると。ここのところが今までの延長線上で物を考えるのでは

なくて、そこが行けばですね、典型としてグッと進む部分が出る可能性もあるなと、僕はそう

思っているのですよ。だから、本当にそこのところはね、僕自身もきょう見て本当にそう感じ

たから、そこのところで押し出しをぜひ一つ考えて、現場の課長さん、田中さんは初めてです

けども、若くて初めてなったのだから現場の声をよく聞いて、そこの押し出しの応援を、例え

ば理事者や議会がいくら言っても、例えば違った形になっても、そこでやっぱり押すというよ

うなことを考えないと、ここは行かないという気がしてどうにもならないのだよね。そこら辺

を希望したいと思いますのでよろしく頼みます。 

○委員長（玉井昭一君） 田中課長。 

○健康福祉課長（田中春光君） 今、大渕委員のほうから貴重なご意見いただきました。そう

いったご意見、私どもも重々踏まえた中で今後どのように、そういった押し出しをしていけば

いいか、そういったことを含めて全体の中で検討を進めていきたいと、こんなふうには考えま

す。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 先ほどから禁煙の話が、また、力説もいただきまして本当にありがと

うございます。一つ例を出させていただきたいと思うのですけども、今、ちょっと私も関係し

ている仕事なものですからね。札幌のハイヤー協会が全面的に禁煙と。約 7,000 台くらいあり

ましてね、全面的に禁煙ということで、大変これはすばらしいことだなと思いましてね。私ど

も小さな、ほんの台数しかないところなものですから簡単にできそうな気は皆さんすると思う

のですけど、これがなかなかそうではないのですね。と、申しますのは、全然たばこを吸わな

い乗務員は、「ぜひ、社長、やってください。」とこういう話になるのですけども、やはり吸う

方にとってみたらですね、「いや、私はどうしても吸いたいから。」という言い方はしないので

すよ。お客さんのせいにします。「しょっちゅう乗っていただけるお客さんが大変ヘビースモー

カーの方が多くて、乗ったとたんに短い距離でもすぐ、その間に何本も吸う方もいる。」という

ような話なものですから、一方的に社長の考え方であしたからこうするよというふうにはなか

なかいかないのが現実ですね。もう一つのほうの会社は、実は喫煙コーナーを設けているので

すよ。喫煙室をつくるとまた、それは費用がかかる話なので、一応喫煙コーナーを設けて、ど
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うしても吸いたい人たちはそこの場所で吸うというスタイルなのですけども。そういうふうに

社内も禁煙にしたいと考えている企業のオーナーの方はたくさんいらっしゃると思いますので

ね、ぜひ、丈夫なお子さんが生まれた後で結構でございますので、出前講座みたいな形をです

ね、ぜひ、希望のある企業からはそういったことでの出前講座をどんどんやっていただいて、

そういう環境づくりに寄与していただければ非常にですね、そういうふうにしたいと思ってい

る会社の幹部の人たちもやりやすい仕組みができますので、ぜひ、お願いしたいなとこのよう

に思います。 

○委員長（玉井昭一君） 田中課長。 

○健康福祉課長（田中春光君） 今の出前講座のメニューの中にもですね、禁煙を進めるとい

うようなテーマのものが入ってございます。ですから、積極的にお呼びいただければ、どんど

ん出向いて行って、その辺もＰＲ兼ねて進めていきたいとこんなふうに考えておりますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほかは。ないようですか。それでは皆さん、本当に白老町民の健康

に気遣っていただきましてありがとうございました。今後ともよろしくお願いしたいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） ただいま、課の人方が帰られましたけど、ここで何かお話しておき

たいことがあれば。なければ、きょうの委員会は以上で閉めたいと思います。どうもご苦労さ

までした。 

（午後 ３時３６分） 


