
 1 

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２４日(木曜日) 

   開  会  午前 ９時５８分 

   閉  会  午後 ２時０９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 

２．その他 

                                         

○会議に付した事件 

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 

２．その他 

                                         

○出席委員（９名） 

委 員 長 玉 井 昭 一 君      副委員長 氏 家 裕 冶 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

 委  員 山 本 浩 平 君      委  員 熊 谷 雅 史 君 

 議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○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 

     健 康 福 祉 課 長    田 中 春 光 君 

     健 康 福 祉 課 参 事    長 澤 敏 博 君 

     病 院 事 務 長    安 達 義 孝 君 

     病 院 副 参 与    高 畠 恵 子 君 

     病 院 看 護 師 長    清 水 栄 子 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

主   幹    森   隆 治 君 

書   記    小山内  恵  君 



 2 

                                         

◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君）  皆さんおそろいのようでございますので、進めたいと思います。 

ただいまより産業厚生常任委員会を開会いたします。 

（午前 ９時５８分）  

                                         

○委員長（玉井昭一君） 次に本日の委員会の日程について、事務局から説明をさせます。 

○事務局主幹（森隆治君） それではきょうの日程をご説明申し上げます。本日の委員会は、

昨日に引き続き、保健・福祉、介護含みますけれど、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。午前、午後の調査となりますので、よろしくお願いいたします。  

 午前は町立病院における総合相談業務の実施状況。２番目として、町立病院の経営状況及び

運営上の課題などについてでございます。午後からは町立病院に行きまして、現況視察。これ

を行いまして、こちらへまた戻りまして、昨日ときょうのまとめを行いたいというふうに予定

しております。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、町立病院についての町側の説

明をお願いしたいと思います。安達事務長。  

○病院事務長（安達義孝君）  おはようございます。きのうに引き続きご苦労さまです。  

 まず最初に、きょうこれから３連携の核ともなる相談室のご報告をさせていただきます。２

年間行ってきて、あらゆる相談がありまして、それを１人でやって、いろいろと成果を上げて

います。中身は今、説明申し上げたいと思いますけれど、よろしくお願いしたいと思います。  

 始まる前にまず、２人自己紹介。皆様の前に初めてだと思いますので、自己紹介をしたいと

思います。  

○病院看護師長（清水栄子君） 看護師長をしております清水です。よろしくお願いいたしま

す。 

○病院副参与（高畠恵子君）  相談室担当高畠です。健康福祉課から出向しております。よろ

しくお願いします。 

○委員長（玉井昭一君）  よろしくお願いします。  

 説明お願いします。  

○病院事務長（安達義孝君）  始めます。 

○病院副参与（高畠恵子君）  それでは発表させていただきます。原稿をお配りしております

ので、原稿を主体として、少しイメージを膨らませるためにスライドをつくっておりましたけ

れど、あちらを見たりこちらを見たり、申し訳ありませんが、スライドをあまり上手にはつく

っておりませんので、ご利用してください。お願いいたします。 

 平成 18 年４月に町立病院に総合相談室が開設されまして、ようやく２年が経ちました。私は

何もないところから手探りで院内の相談機能体制をつくってきました。また院外に対しては、

援助者や事業所や病院、施設などとネットワークの広がりを、さらに広く有機的に仕上げてき
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ました。本日は稼動して 2 年間の実績、仕事を通して見えてきたこと、今後の課題と思われる

ことなどについて、不十分な考察ではありますが報告いたします。  

 院内でまず相談室を理解してもらうために、どのように仕事をしてきたかをお話します。ま

ず、病室回りをしました。そして患者さんや家族に私が相談を受ける役割であることをＰＲし

ました。患者さんは初め、「あんたは何者か」という怪訝な顔をいたしましたが、いきいき４ ・

６から来た保健師であると分かると、すぐに顔が和みました。そのために深い説明は必要あり

ませんでした。 

 次に、院長初め各先生の回診に同行しまして、患者さんの状況を知り、そして看護師などと

必要な情報交換をしまして、相談があればすぐに対応できる体制をつくってきました。そして

院長、諸先生、それから看護師と、関係ある職員と一緒に個別対応もしました。それから相談

した内容、相談の趣旨、それからどのような内容かを細かく分析して、そして対応しました。

その記録を毎日１人ずつ記録しておりますが、それを医師や病棟看護師に提供しまして、共通

の理解を得ました。そして毎月病院運営会議があるのですけれども、そこで相談業務実績、数

字とそれから特徴的であった相談の内容を報告いたしました。そのおかげで直接患者さんや家

族からの相談、院内関係者からの紹介、院外からの連絡、それらの業務量は増加の一途をたど

りました。  

日ごろ私がどのような心構えで仕事をしているか、お話いたします。患者さんや家族が相談

に訪れて、たらい回しにならないように、ワンストップサービスになるように心がけています。

まずはどんな相談も受けるというスタンスでおります。できる限り相談室の町立病院で対応で

きるようにいたします。 

具体的には、例えば相談の経過で要介護認定が必要になったとき、「健康福祉課へ行って、ど

うぞ申請してください」というふうにしなくてもいいように変えてもらって、申請を代行する。

そしてその後健康福祉課に連絡をするなどです。しかしどうしても専門のところへ行かなけれ

ば解決できないときは紹介しますけれど、そのときも家族が最初から説明をしなくてもいいよ

うに、そして、たらい回しにならなくて済むようにその相談者の了解を得まして、その部署に

必要な情報を連絡します。 

それから、入院した患者さんには、すぐに退院の準備をします。具体的には、日常生活動作、

ＡＤＬと言いますが、それが低下していて、そして、例えば足の骨折などで入院している患者

さん、その方が退院後はどのような状況になるのかということを想定します。患者さんにまず

聞き取りをします。家族は誰と一緒にいるのか、それからご飯は誰が炊くのか、買い物は誰が

するのか、その他、お風呂に入ったりトイレに行って立ち上がるときに、不自由はないか。家

の中に段差があるかないか、手すりがあるかないか、家の中で転びそうになったことはないか

などを聞きます。そして、要介護認定を申請しているかどうか、認定結果はどうだったか、そ

れは今の状況、これからの状況に照らし合わせて適切であるか、担当ケアマネジャーは誰かを

確認いたします。もし申請していなければ、必要なときは申請をしてもらいます。特に、申請

していない場合、退院後にはどのような生活障害が予測されるか、どのようなサービスが必要
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であるかを評価いたしまして、仮のケアプランを患者さんと家族と共に考えます。そして後日

担当ケアマネジャーが決まりましたら、そちらに引き継ぎします。そしていよいよ退院という

ことですが、認定結果が出る前に退院となって、サービスも始まらず患者さんが困ったりする

ことがないように、主治医に相談して退院日を調整しております。 

さて、２年間の実績をお話します。後ろのほうにある資料を中心に見ていただくことになり

ます。資料は表１、表２、表３、それからグラフ１、グラフ２になっております。 

まず相談者の属性ですが、相談者は 90％以上が 65 歳の高齢者で、圧倒的に多いです。そし

て相談者は、家族が 47.5％、本人が 30.5％、その他関係者。これはケアマネージャー、保健師、

それから主治医、健康福祉課の職員、調査員、それらの方です。それが 22％です。 

相談の方法は、来室、これは相談室にいらっしゃいます。訪室。これは私が病室を訪問しま

す。電話、それと訪問です。大半が相談室にいらっしゃる来室です。 

業務の内容は、個別相談と連絡調整の２つに分かれております。それで、３連携推進事業と

いうのは、主に連絡調整をすることが多いので、連絡調整に入っております。 

まず表１をご覧ください。これは個別相談のものですが、上に 18 年度、下に 19 年度をあら

わしております。18 年度は実人員が 174 名で、述べ 519 名でした。これは月別で書いておりま

すので、月の延べ数です。それともう一つ。定員からずっと右のほうへ行きますが、これはそ

の人の相談の内容で、だいたい項目がダブります。これは延べ数を表しております。表２と３

をご覧ください。表２は連絡調整をした 18 年度分と、表３は 19 年度分の連絡調整の分です。

まず 18 年４月、２段を見てください。これは個別相談が上になっておりまして、下に連絡調整

になっております。個別相談というのは、先ほどのお客さんとの相談の中で、どこに連絡した

かということです。連絡を必ずするわけです。例えばお家へ帰って生活できないので、入院か

入所をしたい。「どこかないでしょうか」というような相談の場合は、病院探しや施設探しをし

ます。そのときに連絡したのが個別相談の連絡調整の数です。下の連絡調整というのは、内科

外来からの専門の病院、王子病院とか市立病院とかに「受診予約をしてください」というよう

な場合、向こうの病院から町立病院に転院をして来るのですけれど、「いつ行ったらいいですか」

というような問い合わせがあったときに、院内で調整したり、転院に伴う情報提供書、看護添

書などを送信したり、それから日常的には調査員が調査に行きますけれど、「いつがいいですか」

というような連絡とか、それの延べ数です。それが２段になっておりまして、一番下に合計が

出ております。すべて延べ係数になっております。表をグラフにしましたのがこのスライドで、

そちらにありますグラフ１です。 

相談項目。これは個別相談で、18 年度、19 年度の対比であらわしております。多い項目は転

院、施設入所、医療内容、認知症、家族の順になっております。在宅福祉サービス関連の相談

が少ない、例えばヘルパー、それからショートステイ、デイサービス、リハビリしたいという

ような内容が少ないのは、地域包括支援センター及び各事業所の担当ケアマネの支援がきちん

と機能しているためと思われます。私は新規の人の相談でこちらの対応をしております。 

次にグラフ２をご覧ください。これは２年間の延べ件数が 2,222 件ありまして、まず連絡調
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整について少しお話いたします。私は保健師ですが、社会福祉士でもありますので、連絡調整

をします。介護福祉士法及び社会福祉士法の社会福祉士の業務規定にありますとおり、「社会福

祉士は医師その他、医療福祉サービスを提供する者及びその他の関係者との連携を保たなけれ

ばならない」とあるとおり、連絡調整が大きな仕事です。連携先で一番多いのは、地域包括支

援センターを含む健康福祉課、２番目が他の病院、北海道リハビリテーション、これは施設で

すので、診療部とか身体障害者施設、それからこのグラフの一番右から２つ目のところにあり

ます特養とありますが、これは町内の２つの特養と他の特養があるのですけれど、この中の北

海道リハビリテーション特養部とも含めて、リハビリテーションセンターとの連携が多いです。 

もう一つ。他の病院との連携についてお話しますが、各病院には相談室や地域連携室があり

ます。地域連携室というのは、その病院が受け入れる、こちらから言えば、「受診したいのです

けれど」という連絡をしたときに連絡をするところです。相談室というのは、その病院から外

へ転院をさせてくる、こちらで言えばうちで受け入れるというそのような役割を分けているよ

うです。日常的にそこの地域連携室や相談室と連携を行っておりまして、私は受け入れも、転

院していただくときも、両方の業務を行っております。 

それから３連携推進事業のことですが、これは国保事業の禁煙支援相談事業で、２年間で 49

名が受診しておりますが、私が院内でする連絡調整は、初診、それから再診の日をいつにした

らよいか、外来の先生の空いている日で大体の日にちを決めておりますが、重なったときにど

うしたらいいかというようなことをしています。この禁煙支援事業のことで、例えば国保の補

助もなく、健康保険で全額自費負担になる人の相談とか、生活保護で胆振支庁に連絡を先にす

るとか、それから禁煙を失敗してしまったけれど、どうしたらいいだろうかという悩みの相談

とか、そういうような相談を受けますが、その後の継続支援を健康福祉課の保健師に連絡して

います。その他、健康福祉課との事業では、ヘルスアップ事業とか生活機能評価事業、これら

内科の医師に協力を依頼するわけですが、その他検査とか外来とか維持係とか、事前の調整を

しております。これは連絡調整にカウントされております。 

次に、具体的にどのように仕事を展開しているか、具体的に理解できるように、事例で紹介

します。一つ目の事例です。あるときに内科の先生から、「放っておけない病気なのですが、入

院を勧めると何回も言っているのですが受診しません」というような相談がありました。それ

で私は家庭訪問をしました。患者さんは独居でした。顔色は悪いのですが、日常生活はできて

いました。しかし、今まで主治医が何度も入院治療の必要性を話しているにもかかわらず、そ

の方の受け止めに問題意識がなく、何ともないからというようなことで、私は何か違和感を感

じておりました。金曜日に家庭訪問をしましたので、土曜日、日曜日を挟んで翌週の月曜日に

受診すると約束してくれましたが、患者さんは受診しませんでした。電話をしましたら、受診

をするということも忘れておりました。約束したことも忘れておりました。話をするうちに、

たくさん忘れているのだ、忘れることが多いのだということが分かりましたので、その日の午

後にすぐ受診してもらいました。そして医師から治療の必要性を話してもらいましたところ、

患者さんはやはり理解力が低下しており、認知症の疑いがありました。私は何とか家族と連絡
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を取り、家族に来てもらい、協力のもとにようやく治療ルートに乗ることができました。 

次の事例です。入院を予約している患者さんが来院しないと同じような内容の相談でした。

それはきょう入院するという予約を取っていたのですが、来ないということでした。担当ケア

マネジャーがおりましたので、そこに連絡をして、状況を確認してほしいと言ってお願いしま

したら、その日のうちに夕方でしたけれど、すぐに行ってくれました。患者さんは独居で家族

はいないというふうに聞いておりました。ケアマネジャーが行って聞いてきた話では、入院し

ない理由は、入院したらもう退院できないのではないかと思うことと、入院するときに保証人

を頼むことになるのだけれど、頼む人がいないからという理由でした。このことを主治医に話

しましたら、主治医から家族を探すように指示がありました。それでまた担当ケアマネにお願

いしまして、役場とかもいろいろ協力してもらいまして、遠くに住んでいる家族をようやく探

すことができました。そして家族に来院してもらい、主治医から病状と病気が今後どうなるか

という予後の説明を受けてもらいました。しかしその面談で分かったことですが、家族関係は

何十年も前に壊れており、断絶状態でした。しかし家族が最小限の事務的なかかわりでしたが、

協力してくれまして、患者さんは入院することができました。その後壊れた家族関係が少しず

つ修復できて、患者さんは気持ちが安定して治療に専念できました。担当ケアマネの協力と素

早い対応で、スピード解決できました。 

次の相談です。患者さんも家族も、白老の町立病院から家族がいる遠いところにあるそこの

病院に、転院を希望していました。家族がその都市におりました。それで、私は転院できるだ

ろうと思われる病院を次々とあたりました。しかし、次々と断られました。この時期は、ちょ

うど診療報酬の改定があった時期と重なります。医療区分というものがありまして、病名によ

って分かれておりまして、１、２、３と。一番低いのが１、２、３となって、診療報酬が高く

なります。そしてＡＤＬ評価区分というものがありまして、これは日常生活動作でどれくらい

体が動くかで３段階になっております。これも診療報酬が高くなっていくふうになっておりま

す。医療区分とＡＤＬ評価区分をクロスしたところが一番低くて、高いところをクロスしたと

ころが一番高いことになっております。受け入れられない理由としては、病気の治療内容が少

ない、つまり医療区分が少ないということです。それから長期入院希望ですので、療養病棟に

入院したとしても、医療報酬が低いという理由でした。それで、その都市のあらゆる病院に全

部相談しましたけれど、あとは保健所とか市役所、社会福祉士会とか様々なつてを伝ってお願

いしました。次々断られ、本格的に転院が決まったのは、それから２カ月後で、その都市の隣

の町にある、何々町というところの個人病院でした。ようやく受けていただくことができて、

ほっとしました。かなり難航した事例でした。この事例から、私は、病院は経営を考えて受け

入れる患者さんを選んでいることと、長期入院できる病院はもうなくなってきているのだとい

うことを学びました。 

相談の中で、次に患者さんと家族の多い希望、これについて少しお話をします。患者さんも

家族もできる限り入院させてほしいと言います。入院してほしいと言います。治療が終わって

退院許可が出ても、家に帰って生活する自信がないので、入院継続させてほしい。苫小牧の病
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院で急性期の治療が終わると、まだ療養が必要なので、退院後は自宅から近い町立病院に転院

したい。また、その病院から紹介して来ます。同様に、がんの治療を苫小牧の病院で受けて、

終末期を白老町立病院で受けたい。元気なうちは苫小牧の病院に通院するが、通院が必要にな

ってきたので、町立病院で治療を受けたい。必要時、入院をさせてほしい。そしてこれらの方々

は、入院時、既に要介護状態です。その背景は、介護者がいないか、機能しないことです。入

院後、一たん日常生活動作が低下すると、独居、高齢化による老々介護、家族はいても働いて

いるため日中独居か遠くにいるなどで介護力は機能しないことが多く、患者さんも家族も在宅

生活を望まないのです。 

実証。私が転院、入所の相談を受けた約 137 例と在宅準備をしているが、不安要素がある 70

例を調べてみたところ、患者さんのＡＤＬが落ちてしまったのが 80％、独居世帯か家族がいて

も病気であったり、仕事を持っていたり遠くにいたりして介護者がいない、介護者の機能が果

たせられないというのが 45～50％、認知症が進行しているが 50％。実際にはこれらの条件が複

合しておりまして、さらに割合は高くなります。 

さて、入院後のその後の事情があります。入院希望に対し、田辺院長初め諸先生は、困って

いる患者さんを自治体病院の使命として、できる限り受け入れております。病気が治ると一般

病棟では入院治療の継続ができないため、退院になります。しかし在宅生活に不安があるため、

一たん、療養病棟へ移り入院継続します。その後、在宅の準備、長期入院できる病院への転院

か施設入所の準備をします。しかし施設に申請していても、なかなか入所できない事情があり

ます。その理由は、医療処置があるため、施設では対応できないからです。医療処置とは、具

体的には、頻回のたんの吸引や胃ろうチューブや鼻腔チューブによる栄養管理なのです。看護

師しか対応できないため、施設では看護師が対応できる受け入れ人数を制限（調整）しており

ます。町内の施設では、胃ろうの入所者人数を聞きましたところ、北海道リハビリセンターで

は 50 人中 16 人、寿幸園は 50 人中８人で、胃ろうの方の待機人数、それと現在入所している方

で胃ろうをつける方は、また増えていると聞いております。これらの方は入所までまたさらに

時間がかかるようになると思われます。また医療処置がない患者さんもなかなか施設に入所で

きず、介護度が低くて入院中である場合は、待機時間が長いのです。施設は介護度が高くて在

宅介護をしている人を優先します。施設入所の待機時間が長い根本の理由は、医療処置や介護

度の問題だけではなく、白老町内には施設が絶対的に足りないと私は思います。 

介護施設の待機状況（４月中旬現在）では、北海道リハビリセンターでは約 100 名、寿幸園

では約 50 名、老人保健施設さくらで３名、有料老人ホーム悠々８名、グループホーム２カ所で

10 名です。病院はどうかと言いますと、白老町内に介護療養病棟はありません。医療療養病棟

があるのは、町立病院の 16 床のほかに、北海道リハビリテーションセンター診療部に 89 床あ

ります。しかしいつも満床で、現在は 15 名の待機がありまして、年単位で待っております。 

この状況の中で、大半の患者さんや家族は町内の施設を希望しますが、叶わないことが多く、

町外の病院や施設に頼らざるを得ないのです。また、個別事情によって、例えば夫婦同時に同

施設（病院）を希望したり、例えば要介護度が要支援と要介護、重い要介護であった場合に、
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同じ病院、同じ施設というのを、そういうことが難しいのですけれど、そこを希望したり、子

供の近くにある施設に行きたい、リハビリできるところに行きたい、精神疾患があるので専門

の治療が必要な場合は、苫小牧や登別、大滝、札幌、その他管外に紹介をしております。 

町立病院に入院した結果、町立病院がどういうふうにやっているかと言いますと、町立病院

は、このように施設に入所できない医療処置がある患者さんのために、施設入所化を担ってい

るのが実態です。現在胃ろうの患者さんは、９名が入院しております。療養病棟には常に６、

７名が入院しています。胃ろう処置がない患者さんも、施設の待機状況が上記のとおりなので、

なかなか入所できません。療養病棟に入院している患者さんの転院あるいは入所までの期間は、

最長５年、これは個人的な事情も少しありましたが、だいたい２、３年というところです。最

短１カ月です。これは病院とか老人保健施設が空いていたりとかです。平均は 10 カ月ぐらいで

す。しかし、これについて少しコメントしますが、医療処置があるなしにかかわらずのデータ

であるということと、当院一般病棟や他の病院の入院期間を入れておりません。それから長期

間待機の施設や病院、比較的短期間で入所（入院）した老人保健施設や病院の待機の平均であ

るということです。それから、季節的に秋から冬にかけては待機が増えます。そして春から夏

にかけて待機が減ります。これはずっと今まで積み上げたデータの平均です。現在療養病棟に

入院している患者さんで入所を希望している場合、２年半ぐらいの方がおられます。それから

入所者と入院。また入所者で体調不良や肺炎や脱水の急性期治療が必要になったり、胃ろうの

チューブの定期交換が必要になったり、その前提に胃ろうのつくるということがあります。こ

れもです。そして定期交換が必要になってきますが、日常的に一般病棟に受け入れて、入院を

繰り返していただいております。そして病状が重くなってしまった場合、長期間の治療が必要

になってきますと、施設を退所せざるを得ないということで、町立病院にそのまま継続入院と

なります。 

今後の課題に入ります。平成 17 年の国勢調査によりますと、白老町の一般世帯数が 8,536

世帯です。65 歳以上の独居世帯数が 1,132 世帯で全体の 13.2％です。このように独居世帯か高

齢者世帯が多くなると、24 時間の介護機能があっても機能が弱い、なかったり、それで入院や

入所を希望するようになります。このように、希望する患者さんは今後、ますます増えていく

ことは間違いありません。 

今、町立病院の規模と機能が変わろうとしています。もし町立病院がベッド縮小か診療所に

なると、公的使命が果たされなくなります。現に入院している患者さんや今後、同様に入院を

希望あるいは紹介されてくる患者さん、施設に入れない患者さんはどこへ行くのでしょうか。

すぐに入れる受け皿は町内にはありません。また、元気なうちは苫小牧や登別に通院していた

患者さんは、通院が負担になると町立病院に戻ってきます。これらの人が安心して町内で通院

でき入院できる病院が、病床が必要です。 

これまで町立病院は、苫小牧などの大きな病院と地域連携としての相互の関係があります。

急性期や専門的な治療を苫小牧の病院にこちらからお願いをしまして、慢性期の療養を町立病

院でするという病院間の連携ができています。今後、苫小牧の病院から慢性期の入院をお願い
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されても、町立病院で入院を受けられなくなったら、こちらから苫小牧の病院に入院をお願い

しても受けてもらえなくなります。今までの構築した病院間の相互の関係は崩れるのです。そ

の結果、救急車はたらい回しになり、医療介護難民が生まれるのではないかと危惧されます。 

ＡＤＬ（日常生活動作）が低下すると、独居生活とか家族介護による療養もできなくなる可

能性が高くなります。入院中にＡＤＬが低下しないこと、入院の短縮化が大事です。入院中の

リハビリが必要で、リハビリをしたくても町立病院にはリハビリ機能（専門職、場所、器械）

がありません。しかし田辺院長は患者さんにリハビリを指導し、針灸マッサージ師が短期間で

すがそれを見守って、少しですが効果は見られています。今後の病院の方向性に、リハビリ機

能の充実は欠かせません。 

院内体制が変わってきております。昨年４月には６人いた医師が現在は３人になり、看護師

もなかなか来ません。厳しい勤務体制で、皆、疲労しております。ゆっくりと患者さんと向き

合って仕事ができるゆとりある体制が必要です。また、ここには書いてありませんが、私は思

うのですが、どこかに転院をしてもらっても、また帰ってきます。そして在宅になったり、町

立病院に入院したり、また在宅になったり、終末期は町立病院でというように、在宅の、例え

ば訪問診療だとか、在宅の機能が町立病院にあれば、ずっと見てあげられるというふうに思っ

ておりますが、今の体制の中では厳しいと思っています。 

終わりに。この度、町立病院総合相談室から、私が２年間の仕事を通して見えてきたことを

お話しました。「町立病院が今後どうなるのか」と職員の中には、いつも不安感が渦巻いており

ます。患者さんも同様です。しかし、院長初め職員は、その不安に押しつぶされそうになりな

がらも、患者さんのために、毎日、一生懸命仕事をしております。私も同じ気持ちですが、相

談を対応する中で、患者さんや家族から「身近に相談できるところがあって助かる」と喜ばれ、

自分の仕事を評価してくれていることを大変嬉しく思っております。この評価は、町立病院の

いい評価の一つであると思っております。今後も、「町立病院は頼りになる」と言われるように、

相談室を担当する者として、一日一日、一つ一つの仕事をきちんと対応していきたいと思いま

す。これで説明を終わります。 

○委員長（玉井昭一君）  ご苦労さまでした。 

 町立病院における総合相談業務の実施状況、過去２年間の実績と今後の課題などについてと

いうことで説明を受けました。何かお聞きしたいことが委員の中でございましたらどうぞ。 

 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 松田です。今、ご説明聞いて、白老の町民として涙が出るほど、その

ような思いをしました。まさに今、町立病院が診療所にするという、北海道の検討委員会の考

え方が出ているのですが、私は今の説明を聞いて、改めて診療所ではなく、今の町立病院の現

状の存続を思いました。ですから、まさに医療の難民が出る。それから苫小牧の市立で一時手

術をして、行くところがなくなる。私が一番心配しているのは、このことなのですね。ですか

ら、この間北海道の検討委員会のご説明がされたのですが、私は改めて町民の命、それから介

護されている方々の家族の思いを、改めて白老町立病院の重要性を感じました。質問というよ
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りも、私はそのように感じました。  

○委員長（玉井昭一君）  答弁はいりませんね。  

○委員（松田謙吾君） はい。 

○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。今、松田委員が言われたのは、私も全く同じ気持ちです。

きのうも言ったのですけれど、こういうことを町民や町の幹部の皆さん含めて知らないわけで

はないのかもしれないけれど、こういうリアルには分からないのではないかという気が。実は

私も、ここまでリアルなことは全然分からなかったのです。今、松田委員も言われたように、

道の方針が出たときも、そういう意見が、確か、議会に出ましたよね。例えばいくら苫小牧で

２次医療、３次医療をやってもらっても、こちらで受け取れなかったら、向こうでやらなくな

ったらどうなるのという話は出たと思うのだけれど。本当にそういうことを考えているのかな

という気が、すごくしたのですよ。気持ちは全く同じです。今の話を聞いて、療養病床が今、

16 ですか、それを増やす必要というのはないのかどうかということがまず一つです。もちろん、

それで診療報酬が下がるとかいろいろなことがあるということは、理解していますけれど。そ

れともちろん 13 対１、最低、今の中身で言えば決まっていることだからしょうがないのだけれ

ど、そのようなばかなことはないのだけれど、現実的にはそこを目指さないわけにはいかない

という状況の中で、療養病床と一般病床のバランスを、我々は具体的に今のような報告を聞い

て、どういうふうに考えればいいのか。そこが少しよく分からないのです。だから、そこら辺

をもう少し分かりやすく話をしてほしいなと。この状況に対応するために、町立病院をどうす

ればいいかという意味です。  

○委員長（玉井昭一君）  安達事務長。  

○病院事務長（安達義孝君）  療養病床の、このあと私のほうから経営状況の報告でも報告し

たいと思いますけれど、16 床ありますけれど、16 床の病床利用率が年間通じて約 77％ぐらい

ございます。ただ、先ほども高畠のほうからも報告したとおりなのですけれど、回転している

かというと、一切これは回転していないわけで、最短で１カ月の方もいますけれど、おおむね

２年、３年、極端に言えば５年の方も昨年出ましたけれど、そういう方がいまして、それと療

養病床で居て、病状が重たくなって、下に降りて 2 階で亡くなると。その程度ですから、特養

みたいな役割をなしているというところが、療養病床の私どもの状況なのですよ。２階病床も

一般病床と言いながらも、療養病床に行けない予備軍が相当いらっしゃると。終末期を迎えて

いる急性期の患者さんは大きな病院で、慢性期になるとうちの病院に来ると。慢性期ですけれ

ど、病気の中身を見ると、末期の癌の人とかですね、そういう方がうちの病院の中でみとりと

いいましょうか、終末期の医療をして、亡くなられるという現状がございますので、そういう

のを含めると、委員のおっしゃるとおり、うちの病院の 16 床ではなかなか持ち応えできないの

かなと。一般の患者さんも受け入れる部分はなくなってくるのかなという状況にあるというの

は、間違いない状況でございます。そういう状況を、きちんと入院の内容を掘り下げてみると、

こういう現状が出てきたというのが、私もびっくりしているのですけれど、こういう状況の中
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で検討していかないといけないのではないかということは、感じております。  

○委員長（玉井昭一君）  今、関連性があると思うので、2 番目の件も説明いただいてから質

疑に入ったらどうかと今、感じたのですが。聞いてから全般的に質議を受けたらどうですかと

思うのですが、どうですか。そのほうがいいのではないかと思うのですが。そのようにしたい

と思いますけれど、どうですか。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君）  そのようにしたいと思いますので、事務長よろしくお願いします。 

○病院事務長（安達義孝君）  皆さんお手元に２枚の説明用紙が行っていますけれど、まず２

枚目のほう。経営収支の前に、私ども 19 年度のほぼ決算状況が見えましたので、入院状況と外

来状況を、まず最初に報告したいと思います。上段が入院で、下段が外来ということでござい

ます。前年度対比をしております。入院でいけば、19 年度で合計しますと、１万 6,905 人、１

日当たり 46.2 名、昨年が２万 2,352 名の 61.2 で、これを比較しますと、5,400 名ほどの入院

患者の減、１日当たりでいきますと 15 名ほどの減でございます。これは単純に比較的に言いま

すと、昨年２月から病床を一部13 対１を取るために、２階を76 床から 50 床にしていますので、

比較的にいきますと、比較は前年どおりの比較に。ベッド数が相当下がっているということで

ございます。  

 皆さんにもよく分かるように、内科が１、２、３、療養病床、外科、小児科と各ドクターご

との内容になっております。内科の（２）というのは、昨年９月に辞めたドクターでございま

す。あとは第１、第３内科は現在いるドクター、外科は２人いますけれど、これは２診体制を

とっていませんので、２名のドクターで行っているという数字でございます。個別にドクター

ごとに実績が出ております。  

 ここの欄と欄の中段にございます病床利用率、一般で 67.8、療養病床で 76.9 ということで、

これを合わせますと、病床利用率 70％、19 年度確保しました。これは国のガイドラインでいう

70％以下の病院は過去３年いかない場合については、いや応なしに診療所とかというようなこ

とを言われていますけれど、私どもは過去の統計を取りますと、平成 12 年には 70％超えてい

ましたけれど、それ以来ずっと 70 行っていませんでしたけれど、このたび努力した甲斐があり

まして、70％確保しました。平成 12 年以前からずっと過去 60％台でございました。 

 下が外来でございます。外来の総数でいきますと、19 年度４万 1,839 人、日平均 155.5 人と。

昨年が４万 4,292 人で日平均 162.8 人と、外来は相当落ち込んでおります。総数で 2,453 人落

ち込んでいます。１日あたり 7.3 人。これはやはり第２内科のドクターが昨年居なくなったと

いうことで、見ていただければわかるように、コンスタントで 200 名ほどは見ていましたので、

この分がやはりなくなると、減少につながるのかなというような状況でございます。大体、外

来数については過去横並び、この程度の人数で実績はきたのかなと思います。入院外来の患者

数は、このようでございます。 

 戻っていただきまして、収支でございます。19 年度と 18 年度の比較で、累計と累計のとこ

ろを見ていただきたいと思います。先ほども言ったとおり、入院は１日平均 19 年は 46.2 人で
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すから、昨年と比較しまして 15 人の減。外来でいきますと、155.5 人ですから、昨年と 18 年

度と比較しますと、7.3 人の減でございます。 

次に収入でございます。医業収益（ａ）でございますけれど、まず入院収益は３億 1,780 万

8,000 円となりまして、18 年度実績よりも 794 万 3,000 円伸ばしております。この要因として

は 13 対１を取ったことでの単価アップ、患者数は減っていますけれど、単価アップでございま

す。外来が５億 927 万 4,000 円、627 万 9,000 円の減でございます。これは患者数の減に伴う

要因でございます。その他医業外収益。これは何かと申しますと、差額ベッド料とか健診関係、

人間ドックもしくは文書料ですね。保険のための診断書とかいろいろな容器代とか保険外のも

のが 2,690 万 1,000 円。これは 340 万円ほどマイナスをしております。主な要因は、18 年度は

寿幸園がまだ町立ということで、うちのドクターが診ていましたので、委託をしていて、患者

さんを診るために受託をしていたと。120 万円ほど収益がございましたので、それが主に響い

ているのかなという状況でございます。  

この医業収益がこの入院外来を足しますと、８億 5,398 万 3,000 円で、わずかに一昨年より

もマイナス 175 万 2,000 円下回っております。 

次に医業外収益が、まず他会計補助金、これは一般会計からいただける繰入金でございます。

これが一昨年と比較しますと、6,700 万円減になっております。今、ルール分しかいただいて

いないと、持ち出し分はいただいていないという形ですので、交付税で来る分のみしかいただ

いていないという、１億 4,970 万 9,000 円しかいただいていないということでの差額が 6,700

万円。その他医業外収益というのは、これは私達職員の給食だとか、もろもろの病院内に入っ

ている自動販売機とか売店とか、行政財産使用料だとか、そういうのが 533 万円でございます。

この医業外収益の合計が、１億 5,003 万 9,000 円。これを事業収益（Ａ）で足しますと、10 億

902 万 2,000 円と。前年対比しますと、6,945 万円のマイナス。これは先ほど言いましたように、

町の繰出金がほぼそれにあたる部分ですね。繰出金の分が丸々収入減っているということでご

ざいます。  

続きまして費用の部分でございますが、まず給与費でございます。給与費は５億 5,091 万

6,000 円ということで、対比しますと、2,491 万円の減。これは年度途中で２名の医者が退職し

た部分と、私どもの給与削減が１月から３月分まで入っている部分が、削減の要因です。材料

費が３億 8,234 万 2,000 円でございまして、2,239 万 1,000 円。入院患者、外来患者も減って

いますけれど、これはあらゆる削減の努力での効果がここに出てきたと思われます。経費の部

分でございますけれど、２億 2,335 万 2,000 円と。これも前年比較しますと 1,254 万 5,000 円。

これもあらゆる経費の削減をしました結果の削減が出ております。減価償却費は、若干 260 万

円ほど前年対比で伸びております。資産減耗費。これは薬とか材料費とか、期限が切れたりと

かどうしても使えなくなったというものでございます。研究研修費。これはドクターの学会等

へ行く経費。これも削減しております。ここの医業費用という合計が、11 億 9,586 万 9,000 円

ということで、前年対比しますと、6,151 万 6,000 円と。相当な減額が出ております。  

医業外費用。これは起債の利子でございます。長期債で借りている起債の利子でございます。
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一借り分、資金不足のための一借り分の利息でございます。これが1,105 万 5,000円。78 万 2,000

円。当然不良債務が多くなっていますので、一借りの利息も増えているために、増額しており

ます。特別損失は、これは過去の未収金を取れなくなったということでの欠損処理が 281 万

5,000 円ということでございます。この費用を全部足しますと、12 億 973 万 9,000 円。前年対

比 5,805 万円と。5,800 万円ほど削減を行ってまいりました。けれどもこれを収支、収入から

支出費用引きますと、一番下に書いてある経常収支は２億 71 万 7,000 円のマイナスになりまし

た。赤字ということで。ただしこの２億 71 万 7,000 円は、前年比較すると、先ほど言いました

一般会計からの繰入金 6,769 万 8,000 円減らされておりますので、それを引きますと、１億

3,301 万 9,000 円と。昨年の１億 8,931 万 9,000 円からみると、約 4,000 万円ほどのマイナス

は、一昨年から比べると少なかったのではないかと思われます。これに伴いまして、ここには

記載してございませんけれど、不良債務、流動資産から流動負債を引いた資金不足は、６億 857

万 5,000 円になりました。６億円ほど資金不足を 19 年度末で処理しております。以上あらゆる

削減は今までの議会でも報告しましたけれど、約 6,000 万円近い削減を努力しましたし、まだ

まだこの部分は削減できると私は思っていますので、20 年度においてもこの部分を下げていく

という努力はしてまいりたいと。それと同時に収入も増やしていかなければ、固定経費はこれ

以上かかるわけですから、11 億 9,500 万円の費用。これは今年の予算を見ますと、私どもの給

与が 20％が 12 カ月分出ますので、これは 19 年度は１、２、３しか入っていませんけれど、今

度は１年分トータルで見れますので、それを含めると約 5、6,000 万円出てきます。ですから、

それ以外に経費削減もまだできますので、７、8,000 万円まだ下げていくことができると思い

ますので、この 11 億 9,000 万円を 11 億円にして、（Ａ）を 10 億 9,000 万円、11 億円にすれば、

とんとんと。何とか。あとは繰出金を一般会計に努力いただいて、２億程度もらえば、これは

ちょんちょんにできるのではないかというふうになってきますので、この辺をもう少し努力し

てまいりたいなと思っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  １時間経ちましたので、10 分間休憩いたします。  

休憩 午前１１時００分  

                                         

再開 午前１１時１１分  

○委員長（玉井昭一君）  時間でありますので、休憩を閉じまして委員会を再開いたします。  

 質問事項がたくさんあるかと思います。委員の方、質問をお受けいたします。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 先ほどの相談室のほうからお伺いをしたいのですが、10 ページの最後

のほうに、患者さんが転院しても町立病院に戻ってくると。また、町立病院から転院して、そ

してまた戻ってくると。今の状態を考えるならば、町立病院に訪問看護体制が本当は必要なの

ではないかというようなお話していたのですが、今回の説明をずっと聞いている中で、本当に

医療難民というか、そういうような方々をどうやってこれから受け入れていったらいいかとい

うことを考えていったとき、個人的な見解でいいのですけれど、担当の方と、実際にそういう

体制が組めるのかどうなのか、婦長さんとかのお話が聞ければなと思うのですが。本当はどう
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いうのがあったら一番理想的なのかを教えていただければありがたいのですけれど、どうでし

ょうか。 

○委員長（玉井昭一君）  高畠副参与。  

○病院副参与（高畠恵子君）  それでは、私見で述べさせていただいたことなのですけれど、

私は、退院するよというときには、家庭訪問をすることがあるのです。本当に家に行ってみた

らびっくりで、介護認定とかをまだ受けていないときに、在宅できるだろうかと行ってみたと

きに、一つの事例として聞いていただきたいのですけれど、すごい段差がこんなにあったり、

重ね重ねにじゅうたんが敷いてあったり、それからあと古い家でしたので、あちらこちらに段

差があったり、それでトイレはずっと遠いところまで行って、また帰ってくるというような、

玄関から入るところも既に段差、入るにしても出るにしても大変な状況であると。本人さんは

「帰りたい、帰りたい」と言っているのですけれど、実際に見てきたら、無理というのがはっ

きり分かったのですね。住宅を改修しようかといったときに、その家は借家だったと。それで

今、何が必要かといったら、この状況ではリハビリだろうということで、リハビリをしようと

いうことで、リハビリをしてもらいに行くのですね。そしてその後、よくなればまたそこへ戻

れるでしょうけれど、そういうふうに実際見てきて、そこで分かる実態に対して、行って来る

人というのが、私は１人ですから、このように相談が多くて行かれないのですね。話を聞いた

中で想像するとか、家族が大丈夫かということでやっているのですけれど、できるだけそうい

うようなことをやってみたり、その後在宅になったときにどうなっているかということを、私

の理想というか担当する者としての理想ですが、それを見てきて、継続的に見ていく。そして

悪くなったら病院に来て、また帰ってということを、継続の中で見ていけたらいいなと思って

います。ただその現状としては、例えば私も行くし、お医者さんが行く訪問診療も、先ほど訪

問看護と言ってくれまして、訪問看護と言ったかもしれませんが、訪問看護でもいいし、あと

は訪問介護でも、ケアマネでもいいし何かの形で、行って見てくる、継続して見る、ずっと見

てきて、そういうことが理想であるというふうに・・・。そして今の体制では、人がいない、

専門にやっていくから、それをお医者さんも足りない、それをする人がいないということでは、

後々の目標というふうに私は思っております。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） 若干補足をさせていただきます。今、高畠副参与が言われた中身

というのは、実は厚労省で考えていまして、それが地域連携クリティカルパスというものなの

です。それは一つの病院、一つの介護施設、あるいは医療機関なりいろいろな中で、地域の中

で１人の人をどうやって自宅あるいは施設、あるいは入院等の中で面倒を見ていくかというこ

とについて、これを地域の中で連携させてやっていきましょうという形になってきます。当然

白老の地域の中ではきのうも話が出ていました、かかりつけ医の問題も出ていましたけれど、

地域の中でどうやって連携をさせていくのか、これが重要なポイントになってきます。ですか

ら今、高畠副参与が言われたとおり、町立病院の問題だけではなくて、さまざまなケアマネだ

とか調査員だとか、それと施設、それと連携するようなシステムを町全体としてつくっていく
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必要があるだろうし。きのうも説明した３連携の中でその仕組みをきちんとやって、国が言っ

ているからやるというのではなくて、地域の中でそういったものをつくっていこうというのが、

３連携の当初の目的になっているということはご理解いただきたいと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  清水看護師長。 

○病院看護師長（清水栄子君） 訪問看護については、具体的な人数とか考えたことはないの

ですけれど、ただ、相談室ができるまでは、私達看護職員達が、いろいろと少ない知識の中で

相談とかのっていた現状もあります。相談室ができて、退院してからのいろいろな経過とかそ

ういうのも、私達も相談者の方がいらっしゃってお話するものですから、私達もそれを聞けて、

今、こうしているのだということがわかって、安心する一面もあるのですよね。現状で言うと、

訪問診療を院長がしていまして、現在は１名なのですけれど、一番多いときで４、５人ぐらい

訪問診療に出かけていました。患者さんが亡くなったりしているものですから、今、現在は１

人です。常々考えていますのは、やはり病院だけが入院ベッドではなくて、自宅も院外ベッド

というのですか、そういう考え方をすると、病床とかも有効に利用できるのではないかなと思

うのですよ。それをするためには、やはり継続で見るためには、訪問看護とか訪問診療とかは

必要だと思います。白老町内には在宅の訪問看護ステーションが１カ所しかないので、やはり

たくさんの利用者の人にそういうサービスを提供するには、やはり町立病院としては考えてい

かなければならないことだとは思っています。 

○委員長（玉井昭一君）  いいですか。ほか。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 山本でございます。高畠副参与さんにおかれましては、いろいろと個

別相談の内容見ますと、非常に家族関係の相談ですとか、多岐にわたり相談があって、いろい

ろとご苦労されていると思います。また高齢者の方が 90％以上ということで、おそらく認知に

かかりそうな方もいらっしゃると思いますので、そういう面ではいろいろとご苦労があるのか

なと思います。 

このグラフの中から１点お尋ねしたいのですけれど、７ページのグラフですね。医療内容と

いうのが一番多いのですね。しかも平成 18 年と 19 年と比較しますと、約倍増近くなっており

ます。私は専門ではないものですから取り違えていることがあるかもしれませんけれど、医療

内容というのは一般的にはお医者さんが患者様に説明をすると。しかも、よく理解していただ

くまで丁寧に説明をされるという中で、もしその場と申しますか、患者さんが了解をしていれ

ば、こういう医療内容の相談はないのかなと思うのですけれど、医療内容そのものがそういっ

たことではないのかどうなのかも含めて、また高齢者が 90％以上なので、お医者さんは丁寧に

説明しているにもかかわらず、同じことを何回も、当然患者さんは不安ですから、１度説明し

ていることも理解していないので、相談員の方に説明を受けたいということでこういうのが多

いのか、その辺の実態についてお尋ねしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  高畠副参与。  

○病院副参与（高畠恵子君） 委員のおっしゃるとおり、やはり病気について心配であるとか、

それから１回説明しても、またそれを言ってくるのです。同じ心配を繰り返して言うとか、検
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査を受けて何ともないよと言われても来るとか、一部のことですけれど、そういうことがあり

ますし、この内容には、診療情報提供書を書いてほしいと言って来たり、それからあとは先ほ

ど言ったような大体のことで、不安というか病気に対して説明を受けたいというのも、実はカ

ウントしているのです。それから説明したあともまた再度聞いているというか、それもカウン

トしているのです。それから 18 と 19 の差があるというのは、最初の年はカウントの中に私の

認識としては入っていなかった。ということは、先生のところへ行って、聞いて来てそのまま

来るとか、18 年度はそうでしたけれど、19 年度は大体説明を受けているときに、心配な患者さ

んや家族には、看護師さんが呼んでくれたりするのです。そのとき私は行くのです。そばで聞

いていて、あとで補足するのです。「このように言っていてこうでしたよ」とか。カウントした

のは、そのようなことです。  

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。 

○委員（山本浩平君） 中には医者の説明を納得されない患者さんもいると思うのですよ。そ

ういったときに、再度お医者さんを通じて説明していただく機会を持つのか、その辺について

少し。 

○委員長（玉井昭一君）  高畠副参与。  

○病院副参与（高畠恵子君）  そうです。そのように再度説明したり、それから家族が、例え

ば同じ説明を別々に家族が何度も聞きに来たり、そういうときも調整します。というのは、連

携が、家族関係がうまくいっていないとか、次にどうするか一致していないとか、そういうこ

とがあります。大体そのようなことです。 

○委員（山本浩平君） わかりました。  

○委員長（玉井昭一君）  いいですか。大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） やはり今の話を聞いて、本当に一生懸命やられているなということは

理解できるのですが、最後はやはり残念だけれど経営問題になってくるのですよ。それで存続

できれば一番いいのだけれど、そうならないと。そこで問題は、松田委員もきのうからずっと

言っているのだけれど、他の市町村に行っている患者さんをどう取り戻すのか、それから国保

の人達がどうして、高齢者が現実的には白老町立病院に多いとか、遠くに行くのが大変だとか

なっていますよね。実態としてどうなのかというのはよくわからないと。実態として。ですか

ら、そういう国保の町立病院にかかっている患者の分析状況だとか、他市町村に対する分析状

況だとか、そういうものというのはこれからすごく大切だと私は思う。社会保険も含めて、国

保だけではなく、もちろん国保がベースだから、半分だから。しかしかかる人が少ないとは言

っても、また、半分は居るわけだから、そういうところの分析や、他の市町村に行っている人、

他の病院に行っている人、急性期について行く分については外してもいいから、そういう分析

を徹底してやって、白老に戻す方法というのは、方針として持っているとは思うのだけれど、

そこら辺が分析と方針がきちっとされないと、科学的な取り組みにならないのですよ。なんと

なくそうだとか、少ないやつを何とか取り戻す。これではだめなのですよ。具体的にそこをや

らないとだめなのですよ。そこら辺はどのような分析をやって、どのようなことになっている
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のか、分かる範囲で。  

○委員長（玉井昭一君）  丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 国保のほうで町立病院がどれくらい利用されているのか、町立病

院の協力をもらいまして、データを手元に持ってきていますので、委員長のほうがよろしけれ

ば配りたいと思います。  

○委員長（玉井昭一君）  暫時休憩します。  

休憩 午前１１時２５分  

                                         

再開 午前 １１時２７分 

○委員長（玉井昭一君）  丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） お手元に２種類行っていると思います。１点は、町立病院利用状

況調査表で、国保の被保険者分と、もう１枚が社会保険等を入れて全被保険者の分でつくって

ございます。町立病院のほうから協力をいただきまして、町立病院のほうにまず国保の被保険

者の分から説明をしますが、町立病院は、とにかく、去年４月１日から今年３月 31 日まで１回

でも入院、あるいは外来で利用したことがある人が、何人くらいいるのだということについて、

調査をしています。本来でありますと、これをもう１歩進めて１人が町立病院に何回かかって

いるのかも本当はとりたかったのですが、町立病院のシステムから抜き出すことができなかっ

たものですから、とりあえず１回でもかかったことがある人という条件で抽出をしております

ので、ご理解をいただきたいと思っています。調査条件は、そういうぐあいです。  

 この表の説明をいたしますが、年齢区分をゼロから４歳で、５歳刻みでとっております。85

歳以上については、102 歳が最高だったと思いますが、こういう形で、男女で、人口につきま

しては、３月末の人口になります。国保の被保険者につきましても、同じく年間平均値になり

ますね。それと町立病院利用率、Ｂの欄ですが、これについては町立病院からもらったデータ

で、年齢ごと、性別ごとに全部拾ってございます。利用率、Ｂ割るＡ。これは本当はＣなので

すけれど、ここに出ています。これが男女比ごとに、国保の被保険者のうち町立病院を１度で

も利用したことのある人の数を、比率をあらわしております。合計の欄を見ていただきますと、

ゼロ歳から４歳、５歳から９歳、10 歳から 14 歳の間が 50％、55.6％、45％。40％以上の利用

率がある。これはやはり小児科があるということが、一つのポイントになるかと思います。そ

れと 65 歳から 69 歳までが、トータルで 29.1％、ただし女性が 32.7％になっています。70 歳

から 74 歳になりますと、トータル 36.8％、上がってその下の段が 46.3％。80 歳から 84 歳は

50.1％。２人に１人は町立病院にかかったことがあると。こういうような状況があります。１

年間の間です。１回でもかかったという条件で。トータルでは 9,332 名の被保険者うち、31.8％。

３分の１がとにかく１回は町立病院にかかっているというデータになります。  

 もう一つは、町立病院にかかっていない人ではなくて、１回も保険を使っていない人がどれ

くらいいるのかという。たまたまこの数字も押さえることができましたので、国保無受診者数

Ｄの欄ですが、この欄でいきますと、１割の方、990 名が、実は１回も医療機関にかかってい
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ないということが分かりました。この数を差し引いて補正をかけますと、ゼロ歳から４歳、５

歳から９歳が約 49％、約 50％以上がかかっているという。それと 65 歳以上が 30％以上町立病

院を利用していると。こういう数字が出てきてございます。  

一つ先ほど傾向だけ言いましたが、苫小牧に通えなくなってこちらに戻って来るという傾向

が、実は性別でもはっきり出てきてございます。町立病院の利用率の欄です。補正ではないほ

うの利用率の欄ですが、女性の欄を見ていただきたいのですが、例えば 55 歳から 59 歳は、男

性 17.1 に対して 20.3。その下が 21.1 に対して 25.0。65 歳から 69 歳は 25.0 に比較して 32.7

と。これはどういうことかと言うと、多分、奥様の中で車を運転できないと。免許証を持って

いない。だんな様は車を運転できるのだけれど、自分で来なければならない。こういった場合

に、足のない人はやはり町立病院に向いてきているというような傾向があらわれているかと思

います。補正の利用率の中でも、だいたいそういう傾向が見受けられます。 

 ちなみに 75 歳以上の後期高齢者の状況がどうなるのかということで、一番下の欄に国保分と

して推計をしております。75 歳以上の人口が３月末現在で 2,893 名です。このうち国保から後

期に移る方の数が 2,789 名、大体 3,000 名ちょっといますので、残りが 65 歳から 74 歳までの

障がい持った方が合算となって 3,000 名になっていますけれど、国保から言いますと 2,789 名

という、1,133 名が利用しまして、75 歳以上の方の後期としての４割、40.6％は町立病院を利

用しているというような形。補正をかけますと、受けていない人を掛けますと、42.4％。４割

近い人がとにかく町立病院を利用しているというような状況が伺えます。  

 町立病院にお願いしまして、全部の保険の加入者はどうなっているのだということで調べて

みました。それが全被保険者分ということの、２枚目の調査表になります。これも同じように、

去年の４月１日から３月 31 日までの間、１年間に町立病院を利用したことがある、とにかく１

回でも入院、外来含めてあるという人を調べてみました。国保の利用者数の欄がＢ、社保ほか

の保険の利用者数がＣ，合計しましてＤの欄というふうになっています。人口Ａに対してＤが

どれくらいの割合があるかということでまとめた数字が一番右側のＥの数字になりますが、ゼ

ロ歳から４歳 61.9、５から９歳が 49.1、10 から 14 歳が 34.5％。とにかくゼロ歳から４歳まで

のお子さんに関しては、子供さんの３人に２人は町立病院の小児科を利用していると。こうい

うような数字が現れてきております。 

 それと、さすがに 10 代、20 代から 30 代、50 代前半位までは 13％の利用ですから、これは

まず、あまり病院にかかる人がいないということと、当然苫小牧方面に自分で車を運転して行

かれるという方が多いので、そういった方がこの辺の町立病院の利用率も低いところかなと考

えております。ただ 65 歳を過ぎますと、35.1 から始まって 40.4、46.8、48.9 となりますので、

高齢者ほど２人に１人は町立病院を利用しているのだというような数字になってきます。これ

もあわせて、75 歳以上の後期高齢者どうなるのだろうということで、数字を見ました。結果だ

け説明をいたしますと、一番右の欄に 49.7％という数字が出ていますが、75 歳以上の半分が町

立病院を１回でも利用したことがある。こういうような数字が実は出てきております。こうい

った観点から言いますと、女性のほうが町立病院の利用率が高くなっていますので、これもま
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さしく足の問題に関連性があるのかなというような状況になっています。  

 本当は１人１人何回かかっているのか出せればよかったのですが、システム上どうしても抜

けないと。仮にやるとすれば膨大な作業になるものですから、こういう形でとりあえずどれく

らい利用しているのかということについて実態をまとめてみたというのが、こういう形になっ

てございます。これが国保のほうでまとめた利用率の数字でございます。  

○委員長（玉井昭一君）  ご苦労さまでした。質問を受けたいと思います。西田委員。 

○委員（西田祐子君） ありがとうございます。今のこの説明を聞きますと、国保の利用の方

よりもそれ以外の保険の方のほうが町立病院を使っている確率が高いというふうに感じたので

すが、そういうわけではないのですか。現実的には国保の方よりも他の保険利用者のほうが多

いのではないかと。人数が多いからか、そうなのかよく分からない。パーセンテージから言っ

たらそうなってしまうのではないかと思うのですけれど。 

○委員長（玉井昭一君）  丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 正直少しわかりません。社会保険、組合健保、政府管掌保険、ど

れくらい被保険者が白老町内にいるのかわからないのです。無保険という方も、かなりいると

思われます。ですから人口に対してどうなのだという言い方はできるのですけれど、社会保険

の利用者が何パーセント利用しているかという分母の部分が分からないので、それに対しては

分からないというお答えしかできません。ほかの社会保険に加入している人の分母の数がわか

らないのですよ。人口から国保を引いたらイコール社会保険には、実は、ならないということ

なのですよ。ですから、社会保険の人の利用率と国保の人の利用率がどうなのかと聞かれたと

きに、社会保険のほうの分母の数がつかめませんので、比較はできないということです。  

○委員長（玉井昭一君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） 私は人口から国保の人口を引いたら、残りの人達が他の保険を使って

いる分母というふうに考えたら、その割合は高くなってしまうのではないですかという聞き方

をしたつもりだったのですけれど、言っている意味がわかりますか。ですから、国保以外の人

達のほうがかえって町立病院を利用しているのではないですかと。そういうふうに読み取れる

のですけれど、そうではないのですか。  

○委員長（玉井昭一君）  丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） この表では具体的な数字を出していませんけれど、社保の方のほ

うの利用率が若干低いと思います。トータルまとめていませんけれど、低いのではないかと。

ボリュームが少し違うと思います。国保以外の分析では、わかる範囲ではこういった大まかな

数字では出るのですけれど、いかんせん所管している元数字を持っているところが組合健保で

あったり、共済であったり、そういうのもあるものですから、人口に対してどうなのかという

分析はかなりできると思いますけれど、正直言ってかなり・・・。  

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 人口が何とかと言うのだけれど、白老町内の医療機関の患者数を出す

とはっきりしていいのですよ。町内の医療機関の患者数を全部出して、町立に何人来たかとい
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うことであれば、正確な数字が出る。これであれば何がなんだか。だから先ほど少し言ったけ

れど、１回目は来たけれど２回目は来ていないから。病院経営が苦しいわけだから。  

○委員長（玉井昭一君）  丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 国保の分ではかなり押さえられると思います。ただ社会保険関係、

組合健保のほう、うちのほうにレセプトの数だとかそういった数字もつかみようがないので、

分析するとかなり難しいのかなという気はします。あとは医療機関が独自に数字を出していた

だければ可能かと思いますけれど、ただ、医療機関も国保、社保、共済、そういった分けて全

部出してもらえるかどうか、それも聞いてみなければ分かりませんので、今、何とも言えない

状況です。  

○委員長（玉井昭一君）  土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。町の高齢化率は 30％を超えたということと、今、出して

いただいたこの資料を見る限り、60 歳からの高齢者と言われる方が、女性も圧倒的に多いわけ

ですよ。そういう中でたまたまこの間道の検討会で診療所化が検討会で打ち出されたというこ

とでは、将来的なこと、ここ１、２年のことではなくて将来的な展望からいくと、自治体病院

の果たす役割、今後５年先、10 年先において、それはすごく強く求められてくると思うのです

けれど、この将来的な部分の、もっと高齢化率が上がるということと、自治体病院の展望とい

うか、これから果たさなくてはならない役割はどのようにとらえておられるのでしょうか。少

しお聞きしたいのですが。 

○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）  議員のおっしゃるとおり、白老町の高齢化率が相当高くなって

おりますから、今の報告でもございますとおり、65 歳以上の私どもの町立病院の利用者という

ものは４割、高齢になればなるほど多くなるということで、当然交通機関があっても長時間か

けてなかなか行けない状況があるので、身近な私どもの町立病院に来るという傾向がはっきり

してきていると思いますので、道のほうの提言もありますけれど、あの中でもそういう課題は

課題としてとらえていますので、そういう課題をきちっと議論していく中で、白老町立病院の

あり方について、もっともっと掘り下げて議論していかないと、そういう弱者を救えない状況

での病院運営というのはだめだなと私も考えていますので、そこを少し議論して、また経営の

あり方ももっともっと努力することによってできないのか、きちんと議論していかないと。や

はり先ほど大渕委員が言われた経営問題が一応言われていますので、経営問題をきっちりして

いかないと、やはり医療を守らなければだめですけれど、裏にある経営をきちんとしていくと

いうのを一番重要視されますので、そこを何とか経営合理化するための努力をもっともっと進

めていかないといけないと思っていますし、その中で院外薬局の転換とかですね、３階の療養

病床の利用もいろいろ検討していかないといけないのではないかと。今の庁内の検討委員会の

ほうでやっていますけれど、そういう中でいい方向性もあるものですから、今、協議していま

すので、それを皆さんにお出しできるのではないかと考えています。その中であり方について

議論していただきたいなと思っています。 
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○委員長（玉井昭一君）  土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  以前に病院問題の視察で、各班に分かれて日本のあちこち歩いてき

たわけなのですけれど、本当に自治体病院を必要とする町ですよね。やはりそういうところで

は、町民と病院の関係者の皆さんが心一つになって、残すための運動を行っているところがあ

ったわけなのですよ。そこに持って行くためには、もっともっと町立病院が町民の皆さんの中

に受け入れられて、本当の信頼関係を勝ち取って、一緒に存続運動を進めていくという方向性

を持って行かなければならないと思うのですけれど、すべてではないですけれど、町民と乖離

するところが見える部分があるのですよね。その辺の信頼関係というのでしょうか、今後どの

ような形で推し進めていくのか、非常に難しい課題だとは思いますけれど、どのようにとらえ

ておられるか。 

○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）  先ほどから議員の皆さんから１回目は来て２回目は来ないとか

ですね、そこだと思うのです。やはり信頼される病院をいかにつくっていくかということによ

って、当然利用者が増えましたら、経営も上向いてくるのが当然ですし、ですから、町民が町

立病院の応援団になるような町立病院の信頼を勝ち取るためにはですね、私達スタッフもそう

ですし、ドクターも含めて患者さんに町立病院のスタッフの顔が見えるようなサービスの向上

とか、対応とか、もろもろのことを今以上に続けていかないと、なかなか患者さんはこちらを

向いてくれないのではないかと。当然私どもがやっていることはサービス業ですから、いかに

患者さんの納得できるサービス、診療をやることによって、これはできてくるものと考えてお

りますので、スタッフ全員努力していると思いますけれど、至らない部分がまだまだあると思

いますから、それを今後とも続けてやっていきたいなと考えています。  

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。この委員会もきのうときょうとやっているのですけれど、

いろいろな資料を見ているのですが、一番大切なことは、町長は何を考えているかなのですよ。

一生懸命検討しても、町のトップが何を考えて、こういう「町立病院の方針はこうだ」という

ものがあって初めてこういう会議をする意義があると思うのですよ。そこの部分が何も出てこ

ないで、こうやって一生懸命話しても、本当に何を話したらいいかわからないのですよ。先ほ

ど安達事務長が言ったけれど、19 年度はやはり随分費用の削減効果というものが、努力した跡

が見られる。削減効果というのは、やる効果は出ても限りがあるのですね。これ以上はできな

いというものが。ですから私はこの病院を立て直すには、いつも言うのだけれど、町外に行っ

ている患者をどう引き入れるかと。ここのところに手腕を置かなければ。50％ほど町外に行っ

ているわけですから、売り手市場、買い手市場あるわけですよ。ここの開拓がやはり一番しな

ければいけない。けれどもやはり町のトップの町長の考え方を聞かなくては、我々がいくらや

っても、私自身は何のためにやっているのかわからないのですよ。目標がないのだから。町長

のトップが、今の町立病院の状況をこうやって行くのだと、こういうものがあって、そこで皆

が検討しあうのが私は筋だと思うのです。そこのところがないものだから、なかなかやっても
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見えないのですよ。これもまた事務長に聞いても、また先ほどと同じ話しか出てこないのです

よ。その辺がもう少し。私は先ほど説明された方々、説明者だってものすごく言いづらいこと

まで言って、すばらしいことまで言っていると思いますよ。こういうことも町長を交えてやる

と、やはり話がもう少し突っ込んでいくのですよ。私はそう思うのです。これが答えと言った

って、まだ出てこない。  

○委員長（玉井昭一君）  松田委員、今のは提言ということでよろしいですか。 

 山本委員。  

○委員（山本浩平君） この利用率のデータも出していただきましたけれど、これは人口分の

要は延べ人数ですよね。延べ人数ですから、全くこれは利用率にはならないわけですよ。この

ようなものは申し訳ないけれど、利用率というものではないと私は思っています。しかしなが

ら、この利用率の表を見ると、延べ人数にもかかわらず、15 歳から 64 歳までの利用率があま

りにも、逆に言えば、低すぎるということですよ。ということは、非常に厳しい言い方をする

かもしれませんけれど、やはり町民との信頼関係を回復というのか、信頼関係を保てる病院づ

くりというのを、やはりいろいろ努力はしてきていると思いますけれど、我々議員が、先ほど

もお話出ましたけれど、視察に行ったところは、お医者さんも含め看護師さんも、そして事務

方のほうも一丸となって、利用者を増やすためにいろいろな努力をして成功しているところば

かり我々見てきたものですから、少しでもそれに近づけるような改革を今後とも努力していた

だいて、あまりにも少ないこの利用率の年代の人達がちょっとした病気でも、風邪でも気軽に

かかれるような体質に持っていっていただきたいなというふうに思いました。答えはこうでご

ざいます。 

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 今まで皆さん議論しているにもかかわらず少し後戻りするかもし

れませんけれど。例えば今、現状のベッド数なんかが足りない分を、院外ベッドで補ったとき

に、補っていっている部分も一部あると思うのですが、今後例えばそういったことで、訪問介

護だとか診療、介護と看護ですよね、そしてそれに伴う調査だとかそれにかかわるボランティ

アさん、そういった形の役割分担というのは、今、しっかりとできる状況にあるのか。例えば

それをもし継続してやろうとしたときには、看護師さんが足りなかったり、介護士さんが足り

なかったり、介護士さんをどこに頼んだらいいのかというシステムづくりが。実際に今、町長

から病院がこういう方向、方針を出しますよと出てきた。出てこないから皆さんそれ以上の目

標に向かって話ができないのだけれど、出てきたときにそういう体勢に移して行ける状況にあ

るのかどうなのか。町長がいくらやると言ったって、本来なら今、松田委員が言われたとおり、

町長がこういうふうにやろうとしているのだけれど、それに向かって皆さんこういう議論がで

きれば一番いいのだけれど、できないから今、言っているのだけれど、結局はそういう体制づ

くりが、今、安達事務長が言われたとおり、削減効果というのは限界があるのです。ただそう

いった目標に向かって議論した中で、介護士さんを増やさなければいけないだとか、看護師さ

んを増やさなければいけない、先生だって、例えば毎日でなくとも年に何回か、月に１回でも
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２回でも地方から来てもらわなければいけないだとか。そういうことを今、言われたものはす

べて理想ですよね、理想だけれど、それを確立しようとしたときには、それだけのものも必要

になってくる。そうしたら、そういうことも含めてこれからの町立病院、黒字にはならないと

私は思いますよ。かかるものはかかるのだから、そういったものを含めれば、もっとかかるか

もしれない。そういったことを町民の理解を得られるのか得られないのか、「こういう形でやる

けれど、皆さんどうでしょうか」という提言ができるのかできないのかに私はかかってきてい

るのではないかと思うのです。例えば１億 5,000 万円の町民の方々の協力が必要なのですとい

うことで、その代わり今、町立病院こういったところまでやるのですということで、そういっ

た信頼回復、信頼関係ができれば、それはそれでいいと思うのだけれど、実際問題そういった

ものにかかる人的パワーというものが、これからやはりそれだけのものをやろうとしたときに

もっとかかってくるのではないかと予想するのですよ。下げてきたけれど１億 5,000 万円まで

下がります。１億 4,000 万円まで下がります。しかしこういうことをやったら、まだ上がりま

すという話になるのではないかと私は思うのです。それについての考え方だけ少しお伺いした

いと思います。 

○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）  おっしゃるとおり、いろいろなサービスをするためには、当然

また経費というものは必要になってきます。ただそういうことを、町立病院が役割をしていか

ないと、やはり皆さん町民の方も、これから福祉、医療を含めて３連携含めて当然必要になっ

てきますので、そういう体制固め、組織をきちっとつくり上げて、やはり理事者も病院の方向

性を示していかなければ。ただ今までどおりの、今の現状のままで行くというふうにはならな

いと思います。いろいろなところに、先ほど言った訪問診療、在宅介護とか、いろいろなニー

ズを入れていかないと、うちの医者も訪問介護に出るとかですね、そういうスタッフづくりを

していかないといけないと思いますけれど、その中で町民の皆さんがある一定のご負担も理解

していただけるのであれば、それで行くのかなと私は思いますし、それだけのことを、今以上

のことをやらないと、従来型のものだけではやはり進んでいかないのではないかと。委員の言

うとおり、そういうものも今後の町立病院の方向性の中にきちんと入れていくというのが、私

達に求められているのではないかと思っていますので、それは当然医者のほうにも私のほうも

提言していきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 当然理事者のほうにはこの報告書行かれているのですよね。行か

れているというものを全体に私達が今、話していて構わないと思う。そうですね。その辺を１

点聞きたいなと。  

 そして今、言われたとおり、この３連携の中での取り組みの中で、例えばベッド数が減らさ

れたときの対応だとかいろいろなものが出てくると思うのだけれど、実際国がやろうとしてい

る地域連携クリティカルパスにしても、何にしても、ただやれやれではなく、国からもそれに

対してのいろいろな資金面での後押しみたいなものが当然あるべきではないかと思う。それが
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まだよく見えないかもしれないのだけれど、そういったものも何かの機関で訴えていかなけれ

ばいけないことなのだろうと思うのです。すべて国は地域に、地域にまかせっきりに、「あなた

たちやりなさい」という話になるのだけれど、それではいけないような気がするのです。これ

はどこでやるべきなのか、議会がやるべきなのか、どこかで訴えていかなければいけないこと

だと思うのですが、今までの国の流れ方をずっと見てくると、すべて地方で、地方の国保病院

のあり方が「どうだ、こうだ」とよく言われるけれど、必要なことは必要で、やらなければい

けないですよね。どこかでそれを訴えていく場所が必要だと私は思うのです。国からの情報が

どんどん入ってきますと、こういうふうな流れみたいですというみたいな話で、実際やるとき

に、やる場合にはこういった補助も含めて人的、お金の面の含めて、こういったプランがある

とかというのならば分かるのですが、全然そういった情報がない中で、そういったものを受け

入れようとしても、なかなか厳しい部分があるのかなと思いますけれど、何かその辺について

の資金面についての話というのは聞いているのですか。  

○委員長（玉井昭一君）  丸山課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず自治体に対する補助メニューというか、そういう感じでは多

分出てこないと思います。各訪問看護ステーションだとか、うちみたいな病院だとか、施設で

地域連携室を取るところに、介護報酬だとか、診療報酬の中で上乗せをしてくるという形での

出方を多分してくるのではないかと思います。 

 それともう一つは、３連携の中の話で言いますと、とにかく国のこういった動きを先取りし

ていかないと、出てしまったときには、全く体制が整えなくて、遅れていくことになりますの

で、３連携の中で常時国の情報を取って、国がどういう方向性を取って行くのかということを

当然頭に入れながら、次の３連携の展開を考えているという状況になってきます。直接的にメ

ニュー的に国から「こうせい、ああせい」という話は自治体には来ないと考えています。  

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） いずれにしても何らかの部分で、例えば上乗せになってくると。

そこでもって、例えば病院のほうで足りなかった分を補っていけるのだとか、そういったもの

がある程度のものでもいいから見えればいいのですけれど。なかなかそれが見えないので、病

院は病院経営だけのことを考える、支援センターは支援センターの中だけのことをもって動く

だとか。本来で言う３連携が言葉上ではうまく言えるのだけれど、実質、全部お金が絡むこと

ですから、それがなかなか話ができないということが、難しいのかなと思うのです。ただいず

れにしても、きょういろいろな説明なども受けて、現場の状況が見えて、現場の状況が見えた

ということが、まず１番大事なことだったのかな。ただ、どうしてもこの経営というのが基本

になりますので、これからの病院のあり方をしっかり議論する中でも、これからまた議員同士

の中でも話があると思いますけれど、いろいろな経営努力、これからの３連携に向けてのしっ

かりした考え方も、これから皆さんで考えていただかなければいけないと思いますけれど、私

はいろいろないい面での勉強ができたと思っています。  

○委員長（玉井昭一君） それでは時間がまいっております。実は 50 分に移動するということ
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だったのですけれど、12 時になりました。とりあえずここは休憩いたします。 

休憩 午後 ０時０２分  

                                         

再開 午後 １時２７分  

○委員長（玉井昭一君）  休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

 きのう、きょうと皆様ご苦労さまでございました。今、きのう、きょうのまとめをやりたい

と思います。委員の皆様から、こういうことを報告事項に書くべきだという方がおられました

ら、どしどしご意見を出していただきたいと思います。一応議事録には取ってありますので、

きのう、きょう言われたことは議事録の中におさまっております。松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 今回の委員会というのは、今の医療の問題、町立病院の問題から言っ

て、大変大事な委員会だと思うのです。これは報告するのは６月定例会ですよね。まだ相当な

時間があるし、それからこの町立病院の方針ももう少し見ていると、町長の考え方も出てくる

のではないですか。それを見計らってからこの委員会報告をしたらどうかと思うのですけれど。

おそらく５月頭あたり、連休明けには、町長が町立病院の方針を出すのではないですか。そう

であれば、その後、出した方針に対して、意見というのはあるのではないだろうか。これは私

の考えなのですが。 

○委員長（玉井昭一君）  ただ私もわからないのだけれど、私が想像するには、町長の意見と

いうのは、６月定例会の中だと思うのですよ。もしそうではなくて、早くに臨時議会か何かが

あって、いよいよこうしたいというのであれば、それはもちろん、今、松田委員が言われたよ

うに適切かと思われます。しかし私の想像では、それがどちらになるかわからないけれど、６

月定例会の中であれば、間に合わないのですよ。だから、委員会としての報告事項は、町長の

意見は分からないけれど、まとめておく必要があるとは思うのですよね。もし定例会で町長の

方針が決まったと。そうすると、別に委員会を開いて、町長の方針がこう出たけれどどうすべ

きですかというのは、産業厚生常任委員会で考えるかとか、あるいは会派で考えるかというこ

とになるのではないかと思うのですが、どうでしょうか。今はおそらく、６月の定例会には、

今の委員会のやっていることについては、両方兼ねてということは無理ではないかと思うのだ

けれど、それはわかりません。だから今、言ったように、松田委員が言ったようなことで進め

られるのであれば、それもそのように考えていきたいと思うし、定例会の中で発表されたので

あれば無理だから、先に前もってこの委員会報告はつくって、それに加味していくしかないの

ではないかと思うのですけれど、ほかに皆さんどうですか。  

○委員長（玉井昭一君）  副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 病院経営の財政的な部分ですから、今回ここに特別委員会の小委

員長の大渕小委員長もいらっしゃいますから、お伺いしておきたいのですけれど。  

財政特別委員会が５月１日から開催されます。その中で病院関係も取り上げますよね。財政

面が一番大きな部分だと思うのです。ですから、そういったものを加味して、今回は一応全体

的な流れの中で、病院の部分含めて視察はさせていただきましたし、検討もさせてもらってい
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るのですけれど、この財政特別委員会との絡みがちぐはぐになってしまったら、おかしな話に

なりますよね。特にこの財政特別委員会というのは、今後の白老町の財政の大事なお金の部分

というか、財政運営の部分で病院を取り上げるということになっていますから、私は逆に、今

回の産業厚生で取り上げる部分に関しては、今の現状と今後の課題という部分で取り上げてお

いて、財政的な運営の部分に関しては、財政特別委員会の中でもんでもらったほうが、逆にす

っきりというか、しっかりした議論ができるような気がするのです。ただ、産業厚生常任委員

会としての考え方、今回の受けた事務調査の考え方だけは、特別委員会に付託しておく。一応

聞いた意見というか。その辺の考え方というのは、どうなのでしょうか。小委員長いらっしゃ

るから、聞いておきたい。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。ここは常任委員会ですから、常任委員会が議論するという

ことであれば、これは構わないわけです。健全化の特別委員会の中で小委員会がやろうとして

いるのは、病院問題は財政的には先ほどからも議論になっているように、抜いて財政をやると

いうことはできない。これだけは確かなのですよ。学校の統合もそういうふうにしたのですけ

れど、学校の統合は、統合するとかしないとかということは、一切特別委員会では触れない。

お金の部分だけはやると。お金の部分をやらないわけにはいかないから。だから、病院の問題

も、産業厚生常任委員会がどうしても病院のことをやるということであれば、それはそれで構

わないのです。ただ病院の問題について言えば、特別委員会は全員ですから、小委員会で何も

もむわけではないですから、小委員会はただ「こうやったらどうだ」というだけですから、中

身は全部特別委員会ですから、そういうことで言えば、全体でやったほうがなじむのかもしれ

ないなということで、特別委員会としては、「病院問題は特別委員会でやったほうがいいのでは

ないか」というようなことを、１日に特別委員会に小委員会としてかけるというところまでで

す。ですから、そこの判断は皆様方でしていただいて構わないというふうに思いますし、特別

委員会があるから、特別委員会でやると、そのようなことではないですから、そこだけそうい

うふうに思っていただけたら。ただ、全員でやりますから、議論も全員でやりますから、今、

副委員長が言ったように、それはそちらでやっても十分できることはできると思うけれど。 

○委員長（玉井昭一君）  副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 産業厚生常任委員会としての報告書として上げますよね。上げな

ければいけないのです。上げる段階で、全員でもってやる特別委員会の中での話と、後々ちぐ

はぐな形になってはまずいと思うのです。だから、例えば先ほど言った学校の統廃合の問題で

も、財政的な部分は財政の特別委員会の中で、お金のことに関してはきっちり議論するのだよ

という話になるし、私はそれと同じだと思うのですよね。特に救急性のある病院の問題ですか

ら、学校の問題はまた来年度以降の話にもなってきますけれど、病院というのは本当に救急性

の高い問題ですから、財政のお金の問題に関しては、やはりこれが一つのネックになると思う

のです。だから、ここを、厚生常任委員会としてどこまでの範囲で報告書を提出し、どこまで

を特別委員会でやるかということが、そこをどう分けて考えたらいいのかということが、ここ
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で今、しっかりしていかないと。報告書はつくったけれど、取り上げて議会で報告したけれど、

特別委員会で全員で取り上げてやったときには、全然違う話になっているということはできな

いと思うのです。  

○委員長（玉井昭一君）  今、副委員長が言ったことはもちろん懸念なのですが、先ほど松田

委員が言われたことと似ている見解だと思うのですよね。見解をつける、けじめをつけるとい

うことも、これはできないのですよ。だから今、言っているように、財政的には当然財政面で

の管理している部分は別に考えなければならないだろうし、それでいて、まるきり財政を考え

ないで報告するわけにもいかないのですよ。これはバランスがなかなか取りづらい件だと思う。

件だと思いますが、今、ここできのう、きょう議論したことは、財政面のことも含めているし、

考えて、今後の白老町の病院のあり方を考えてやっているわけだから、それを度外視してやる

わけにもいかないのですよ。そのように私は思うのですよ。だから、もちろん５月１日にある

財政の委員会でやる部分と、ちぐはぐになったら困るのはもちろんですよ。だけれど、委員会

としては「こういうふうにすべきでないか」という報告はしなければならないから。その報告

は、いずれにしても５月１日以降なのですよ。６月の定例会でするわけだから。まだ期間もあ

るわけですよ。だから、整合性は取れていくと思うのですよね。その辺、今のことを加味して

やらなければならないのであれば、私は１日の委員会を見据えた上で、報告書づくりにかかる

かということでもいいのではないかと思うのですが。その辺はどうでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。 

○委員（松田謙吾君） この間自治体病院の広域連携構想というのをやりましたよね。あの中

で、目時副町長も６月までに町長が結論出すだろうと。考え方述べるだろうと言っていました

よね。それから、５月頭ぐらいから町民の説明会もするだろうと、こう言っていましたよね。

我々の委員会も今、後期高齢からいろいろ様々勉強して、まとめでやって、まとめたとしても、

町長の考え方が６月、住民にも説明し、決断もするだろうと言っているのに、我々と全然合わ

なくなるのではないですか。大事なところだから。委員会報告と町長の考え方と全く。そのよ

うな気がしたものだから、私は言ったのです。 

○委員長（玉井昭一君）  それも先ほど言ったように、期間的にうまくマッチしていって、委

員会報告がその時期に合えばいいけれど、合わなかったらどうしてもずれる報告になりますよ

ね。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） それともう一つは、診療所化と一応検討委員会で発表していますよね。

本当に診療所化で進むのか、それから今のベッド数を維持していくのか、療養にしていくのか

といういろいろな考え方があると思います。きょうも私はいろいろ説明を聞いて、改めて今の

町立病院は維持するくらいでなければだめだなと考えをよぎっていました。であるから、町側

が診療所化として進めるということであれば、全く意見が分かれるというか、考え方が分かれ

るというか、白老の医療行政ががらりと変わるわけですから、その辺を見据えないと。大事な

ところだと思うのですよ。だから、はっきり委員会のきょうまでの分で報告するのならばすれ

ばいいし、だけれど、いずれにしても診療所化という方針が決まったときに、委員会としては、
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私はまたやらなければいけないと思いますよ。大事なことだから。その辺を踏まえて委員会報

告をしないと、合わなくなってしまうのですよ。そのようなことで。 

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今、言われたとおり、そのとおりだと思います。だから、

病院の議論を、特別委員会の全議員でやるよと。それには産業厚生常任委員のメンバーも皆入

っていますよということで、そちらへ移すのであれば、今、松田委員が言われたように、町長

が結論を出していない、出していない中での報告ですよということを、きちっとしないとだめ

なのです。それをきちっとしておかないと、おかしくなるのですよ。しかし、出てきて産業厚

生常任委員会でやるとしたら、これまた特別委員会との関係がいずくなりますよね。両方でや

るわけにはいかないわけだから。だから、これはあくまでも町長が結論を出す前の委員会での

報告ですというふうにしないと、おかしくなる。そのほうが特別委員会でもし議論をするなら

ば、しやすい。特別委員会で病院の問題を全体の審議をするのであれば。これはこれだけで１

日も２日もかかるかもしれない。この間の小委員会では報告書のスケジュールしかつくってい

ないけれど、プラスの病院の問題だとかいろいろな問題。これはまた、当然特別委員会でやら

なければだめになるから。だから、そうなったときに、こちらが踏み込んだことで、産業厚生

が出してしまうと、少し面倒くさいということになるから、報告を受けていない段階での町長

の考え方を聞いていない段階での報告ですよとしておけば、一番やり方としては楽だと思うの

ですが。 

○委員長（玉井昭一君）  副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 私は今回やったことがむだだとかということではないのです。今

回やって、見えてきた状況もわかるはずなのですよ。ボイラーの問題一つ取ったって、今、あ

れだけの古いボイラーでもって、例えば病院経営をしているところなど、まずないですよ。は

っきり言って、燃料にしたって何にしたって、不効率ですよ。そういった情報などは、今、特

別委員会を全員でやったときだとか、何かの材料にはなるはずなのですよ。これからの病院経

営のあり方について考えることについてもね。 

 そういったものの情報提供、そういった報告、今の現状というか、設備面から何からのそう

いった現状みたいなものは、しっかり報告書の中で取り上げて報告しておくことも必要なのか

なと思いますし、お金の問題をここで取り上げて、一つの結果としてまとめて、確かに町長か

らのしっかりしたこれからの町立病院の運営の仕方、あり方みたいなものが出てこない前に、

上げることが果たしてどうなのかなと、どうしても思ったりするのですよ。ですから、町長の

意見が出てくる前の話ですよと。まずそれを一つの前提として、今回の病院の問題を取り上げ

た時に、報告書の内容ですよね。ここまで踏み込んで、皆さんときょう議論しておいてもらわ

ないとまずいかなと。まだ時間はあります。５月１日の特別委員会の後のそういった動向を見

ながらでもいいと思うのですけれど、一応今回の常任委員会としての、ここまでやったらどう

だという、大体のそういったものがないと。ただ、あとでまとめるときも混乱するかなと思っ

たりするものですから、その辺少し、きょう、皆さんと議論していただきたいなと思うのです。  
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○委員長（玉井昭一君）  いずれにしても、順序からいくと、今、一番最初が５月１日の委員

会ですよと。６月 16、17 から 19 日ぐらいまでですか、１日、２日ぐらいはずれているかもし

れないけれど、そこで定例会を開きますよと。一番最初に町長の方針がもしあれば、決まって

いれば、そこで発表するわけですよね。委員会報告は一番最後の日になるわけですよ。だから

当然町長の報告が終わってから、この報告になるのですよ。  

 議長。 

○議長（堀部登志雄君）  今の議会運営からいって、通年議会を試行しているので、５月 26

日の本会議招集されて、そこのところで今までですと各常任委員会の審査報告をそこでするわ

けですよね。理事者がなぜいないのだと松田委員が言ったあれなのですが、説明員が必要ない

ものだから、議会の活動状況をそのとき説明するものだから、６月の定例会が始まるときには、

委員会報告は終わっている。それまでやった委員会報告は終わっているものだから、そういう

面ではこの委員会報告は、現時点でこのタイトルにある３連携の推進及び高齢者医療という形

で、３連携の中に含む町立病院の役割とか何とか色々ありますよね。そういった観点から、委

員会報告をしていけば。あと、今後の病院のあり方については、また町長が方針を出した時点

でいろいろと財政改革プログラム特別委員会等々でそれもやるということで、小委員会でこの

間話をしたものですから、全員で今度やるようにしたほうが、分かれて、方向性のところまで

は踏み込まない形での今回所管事務調査の報告をしたほうがわかりやすいのかなと。６月定例

会前に報告してしまいますので、町長の方針はおそらく６月の定例会の頃か、前には・・・。

この間の目時副町長のあれからすると、６月いっぱいくらいかかるのではないかという感じが

しないわけではない。その前の段階で淡々と、３連携上から見た町立病院の必要性というのは

大いに訴えていってもいいのではないかなと。そういうまとめ方をしたほうが、あと、次に取

り組むにしても、こちらはこちらでバンバン言ったほうがいいのかなと。  

○委員長（玉井昭一君）  そうすれば、もちろん私は委員会の報告と町長の方針とは、根本的

に食い違うだろうと思っているよ。そうでないかと私は思っているのだけれど、だけれど先に

やるのであれば、大渕委員が言われるように前提としてやるのであれば、どのような形であっ

ても、何も問題ないですから。 

○議長（堀部登志雄君）  先ほど松田委員が言ったように、そういう形で分けて、それはそれ

でとりあえず報告してと。方針が出たときは、それはまた特別委員会でやるか常任委員会でや

るかは別にして、それは大いに議論しなければだめだ。大事な問題ですから。そういう形でい

かがでしょうか。  

○委員長（玉井昭一君）  今、議長からそういうようなご意見がございましたけれど、議長の

言われたような方法で進めれば問題ないかなと思いますが、どうでしょうか。  

 氏家副委員長。  

○副委員長（氏家裕治君） 一つだけ確認。今、議長の言われたことというのは、３連携の中

での病院のあり方みたいな形の中で、今日の説明を受けた相談員の方々の状況だとか、そうい

ったものを含めた形の中で、今後の３連携の中での病院のあり方みたいなものでまとめたほう
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がいいのではないかと。運営だとかそういったものに関しては、それはまた町長からの方針が

出たあとにしっかり議論しなければならない部分だから、それは別に考えましょうということ

でいいのですよね。そういう考え方ですよね。 

○委員長（玉井昭一君）  議長。  

○議長（堀部登志雄君）  逆に結論が町長の頭に出ているのかどうかわからないけれど、もし

まだ出ていない、出ていないとゆがめるものがあるとすれば、委員会で３連携上町立病院はど

うしてもこういう形で必要ではないかと。こういう報告をすると、少なくともそれも頭に入っ

た中で、願わくばそれも結論を出す方向に加味した中で結論を出してもらえれば、より効果的

には。効果は逆にあるのではないかというぐあいには思いますね。  

○委員長（玉井昭一君）  そうですね。意見がはっきりするわけだから。  

○議長（堀部登志雄君）  実態はそうなのだということを委員会で報告すれば、それも町長の

頭に入って、１カ月後の結論のときのそういう面もあるのであれば、揺れているやつがそちら

に来るかこちらに来るかはわからないけれど、そういう思いにもなる可能性もあるのではない

かと。そういった面からすると、委員会報告というのは結構大事なのではないかなと。ああし

ろ、こうしろと言うとまたね。そこまでいかなくても、こうするのが望ましいということがね。  

○委員長（玉井昭一君）  それは言葉だからね。断言してしまったらだめだけれど。これはき

のうからテーマにあるように、１番目は３連携推進施策及び計画について。２番目には、特定

健診及び特定保健指導の事業実施について。３番目には後期高齢者医療についてと。これがき

のう午前中。午後から健康指導事業等の成果について。これは国保ヘルスアップ事業実施成果

について。国保禁煙治療費助成事業実施成果について。３番目に高齢者健康づくり事業の実施

状況についてと。これをきのうやったわけですよね。きょうは町立病院における総合相談業務

の実施状況についてと。その２番目には、町立病院の経営状況及び運営上の課題についてとい

うのがあるけれども、これについては断言することは、もちろん委員会としてはできないです

よね。「こう思う」ということは言えるのですよ。その辺の判断で、「こういうふうにしたらい

い」とか、「こういうふうにしたらいいのではないだろうか」という言い方にしておけば、今、

松田委員や大渕委員が言われたようなことが網羅されるのではないかと思うのですけれど。そ

ういうことを今、議長が言っている。 

○議長（堀部登志雄君）  そういうことですよ。  

○委員長（玉井昭一君）  そういうようなことで進めるということで、どうでしょうか。この

ことだけはどうしても書いて、報告してということはありませんか。あればそれも含めて作成

しますけれど。 

 大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） どうしても書いてとかということではないのだけれど、一つはやはり

今回の中で、保健師及び相談窓口の人達はきちっとやっているなという印象を私は受けました。

「あれやれ、これやれ」と言うことも必要なのだけれど、評価をしてあげると。「一生懸命頑張

っているね」と。そういう評価をしてあげるということが、とても大切だと私は思うのです。
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やっていることはやっていることできちっと認めて褒めてあげるというところを、議会の委員

会の報告には必ず入れたほうがいいと思っているのです。それが彼らの仕事の一つのエネルギ

ーにもなりますから。事実、やはりきのうときょうの高畠さんの話を含めて、わからなかった

ことがあそこまでまとめているというのと、３連携も４年も５年もかかったけれど、ほとんど

４年間ぐらい何もやらなかった。今回数字的にきちっと明らかになってきたということについ

て言えば、まだまだ不十分な点はあると言っても、評価をすべき中身もあるというところは入

れてもらったほうがいいのではないかと思いました。 

○委員長（玉井昭一君）  そうですね。これは人間的な思いやりがあったと。かなり多くあっ

たと。一生懸命やっていると。それから私もそのように受け止めていたのは、赤字もどんどん

減らしてきていると。この辺は職員の努力以外にはなにものもないと。そのようなことですよ

ね。わかりました。ほかにありませんか。 

 氏家副委員長。  

○副委員長（氏家裕治君） 私も今の保健師さんや相談窓口の今回そういった説明を受けて、

去年ですか、寿都の病院を見に行きましたよね。あのときの先生が、総合医、家庭医の考え方

を私達もいろいろと勉強したのですけれど、町立病院というのはそれができていないと私はず

っと思っていたのです。先生方は本当に患者さんときちっとした向き合い方をしているのかな、

どうなのかなと疑問に思っていた部分があるのです。それを相談員の方とか保健師さんの方々

がしっかりバックアップしながら対応してきているのだなということが、きょうは本当によく

わかったなと思うのです。ですから、先生方にもこれから求めていかなければいけないことな

のだけれど、でもそれをしっかり保健師さんあたりが、また相談窓口にいる職員がそれをバッ

クアップしてきていたということが、やはり今の白老町の町立病院を少しでも今、維持してい

る一つの大きな原動力になっているということは間違いないと私は思うのです。ですから今、

大渕委員が言われたとおり、そういった方々のしっかりとした努力というものは認めながら、

今回の報告書にまとめ、そして、報告にもっていくということが大事なことなのだと。その上

で病院の運営、経営をどうしていくのかということは、また別な話ですから。  

○委員長（玉井昭一君）  ほか。 

 少し車の中で話していたことが私どうも気になるのですが。委員会の中ではなかったのです

けれど、今、92 床白老町の枠がありますよね。その 92 床の枠を、できればこのまま確保して

おけばいいのではないかと。これは大事なことではないかと思うのだけれど。この辺について

はやはり報告事項には書くべきですか。  

 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） それも町長の考え方が出てからでいいのではないですか。今、あるの

だから。いくらやっても町長の考え方が出なかったら進まないですよ。私はそう思う。 

○委員長（玉井昭一君）  なるほど。全部そういうのを書いていったら・・・。 

○委員（松田謙吾君） ただこれが出て、それから吉岡シミュレーションありましたよね。あ

れもありますし、昨年の委員会の視察もありましたよね。あれも皆含めてやはり物を考えない
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といけないわけだから。病院にある 92 というのは、あれを有効に生かすかどうかが、これから

皆で話し合うことだと思うのです。それとも、今、町が言う診療所になるかもしれないわけだ

から。一番の争点はその辺だと思う。これからのお話し合いには。ですからそれは入れなくて

もこの次でいいのではないですか。きちっと町長の考え方が出てから。それまで入れるのであ

れば、いっぱい入れないとだめだから。  

○委員長（玉井昭一君）  そうですね。小さいことをいっぱい書いているから。 

 議長。 

○議長（堀部登志雄君）  高畠さんの報告を受けて、相談窓口の実例などを聞いていて、あれ

だけ一生懸命親身になってやってやると、お医者さんなど評価は別にして、こういう人がああ

いうことをやることによって、少しずつ町立病院の評価が今度、逆に上がっていくのですよ。

１例か２例のようだけれど、そういう言葉が町民の中に広がれば、「いやいや、あそこへ相談す

ればきちっと親切に教えてくれるよ」と言われれば、町立病院の価値も、ＰＲにもなるから、

ああいうことは大いにＰＲしてやってやるべきですね。本当にこれを充実させると、「いやいや、

あれだったら町立病院がなかったら困るわ」というような形になんとなくなるよね。残す、残

さないは別として、そういうことは今の段階では非常に必要なことだなと思う。ぜひそういう

のは、報告の中に評価してやったほうがいいのではないか。  

○委員長（玉井昭一君）  病院というのはやはり弱った人が行くのだから、親切なことに一番

限るから。なんと言っても。やさしく声をかけてあげるということに尽きるよね。  

 ほかありませんか。大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） もう一つだけ。３連携の進捗状況はわかったし、今回中心的になった

のは、病院も含めても３連携で出した方針 13 項目が具体的にどうなっているかということが、

今回出されたのですよね。これはすごくよかったのですが、やはりまだ少し私から見たら、甘

いなという部分があるのです。これは評価の部分と、きちっとここを直してもらうという部分

は、両方ないとだめなのですよ。褒めるだけ褒めてあとまたやらなくなったら困るわけだから、

とにかくこれ５年もかかってやっとここまで来たわけだから、健診なら健診含めて、どうやっ

たら松田委員の意見もあった、外から入れるということがあるから、勿論白老町内の中で結構

なのだけれど、どうやったら町民が受け入れるかというあたりが、まだ私は努力が必要だとい

うふうに思っているのです。そういう点で言えば、役場の体制そのものも少なくなっているか

らだけれど、病院ではなくて、町民が健診を受けることによって、本当に医療費が下がるのだ

よというような認識に、まだ私はなっていないような気がするのです。だから、そういう点で

言えば、13 の項目、例えば禁煙もいいのだけれど、人数見たら 23 人の次 17 人ですよね。もう

少し間口広げられないのかなというふうにすごく思うのです。だから、そういう点で言えば、

もう一歩努力が・・・。３連携に対する踏み込み、従来の延長線上で、役場の職員の意識でや

るのではなくて、踏み込みが必要でないかというあたり、うまく言えないけれど、そこら辺は

指摘したほうがいいのではないかと思うのだけれど。 

 後期高齢者と３連携別だから、それは別建てで起こしてやられたほうがいいと思います。そ
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れだけ。 

○委員長（玉井昭一君）  ほかありませんか。副委員長ありませんか。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） まず今回の常任委員会の報告書のつくり方というのは、３連携の

一つを取り上げてみてもそうだと思うのですけれど、評価と課題という一つの流れの中でもっ

ていきたいと思います。それがきのうからの関連したすべての項目についても、そういった評

価と課題という形の中で取りまとめていきたいと思います。その中で多分きのうからの議事録

を見ながら、もう１回整理をして、まとめたものについては早目早目に皆さんのところに１回

お届けするような形で、委員長のほうから行くと思いますけれども、その中で再度確認してい

ただいて、あとは委員長、副委員長の中でしてもらえたらと思います。  

○委員長（玉井昭一君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君） だいたい私も皆さん今まで出ていた意見とほとんど変わらないのです

けれど、一つですね、先ほど高畠副参与と清水婦長がおっしゃっていた、家庭訪問する人員が

不足しているという部分と、それと、訪問看護ステーションが将来的に必要なのではないかと。

これからの課題だと思うのですよね。その辺をぜひ入れていただければと思います。  

 それともう一つ。せっかくこのようなすばらしい報告書ができましたので、できれば町立病

院のホームページとかそういうところで、町民の皆さんにもぜひ読んでいただけるようなホー

ムページづくりも、町立病院頑張ってつくってほしいなと思いまして。今も少しホームページ

見たのですけれど、前にも言ったことがあったのですけれど、もう少し町民が町立病院のホー

ムページに行って、町立病院というのはどういうことをやっているのと見られるような、そう

いうホームページではないのですよ。ただ何か行政からの決められたことだけぽんと書いてあ

って、例えば診療所の内科の先生は北大の出張医ですとしか書いてないのですよね。循環器系

の先生ですという感じで。何かその辺が、先生の紹介をきちっとするとか、例えばこういう副

参与のこういうような相談室がありますよとか、こういうことが何も。せっかく病院改革やっ

ているにもかかわらず、そういうものが何もホームページ上に載っていないというのは、そう

いうものは一体どこでＰＲするのかと言ったら、する場所がないわけですから、ぜひその辺も

してもいいのではないかなと私は思っているのですけれど。そういうところも提言していただ

けると、ありがたいなと思います。  

○委員長（玉井昭一君）  わかりましたけれど。ただ、私、きのう何も意見するわけではない

のだけれど、きのう病院事務長が日本製紙に行って、「健診を受けてください」とお願いをしに

行ったと。それは勿論ＰＲなのですよ。私はずっと今まで病院の問題で赤字を何とかしなけれ

ばいけないということで、「ＰＲもしなさい」と、私は何回も言ったことがあるのですよ。ＰＲ

は公立病院はしてはならないのだというのですよ。今までずっとそうだった。本当はきのう確

認したかったのだけれど、きょうも聞きそびれたのだけれど、だけれど私は、「病院を利用して

ください」と広報にでも元気号でも何でも書くことはいいのではないかと。それも町長にも言

ったことがあるのですよ。そうしたら、病院のＰＲはできないのだということで、今まではび

っしり断られた。そういう事実はあるのですよ。公立病院は宣伝は基本的には禁止なのですよ。



 34 

だから事務長が工場長と会って、「病院何とか使ってください」と個人的に言ったと思うのです。

きのう聞いたことは、そういうふうに私は判断している。そういう面があるのですよ。その辺

は病院の事務長に確認します。確認して、宣伝してもいいのだというのであれば、今、西田委

員が言われたことができるのです。だめだとなったらできないのですよ。それだけは覚えてお

いてください。私の責任において確認しますから。事務長か理事者に聞けば、その結論が出る

のですよ。それは確認して、いいということであれば、それは載せます。公にできないのだと

いうことであれば、これはできませんから。その辺だけ理解してください。以上です。 

 ほかにありませんか。  

                                         

◎閉会の宣告 
○委員長（玉井昭一君）  なければ委員会をこれで終了したいと思います。どうもご苦労さま

でございました。  

（午後２時０９分） 


