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平成２１年白老町議会産業厚生常任委員会会議録 

 

平成２１年 ２月 ２日（月曜日） 

開  会  午後 １時１９分 

閉  会  午後 ３時２４分 

                                         

○議事日程 

所管事務調査 

 １．公立病院経営計画について 

 ２．その他 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

 １．公立病院経営計画について 

 ２．その他 

                                         

○出席委員（１４名） 

委 員 長 玉 井 昭 一 君      副委員長 氏 家 裕 治 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      委員外議員 前 田 博 之 君 

委員外議員 及 川   保 君      委員外議員 本 間 広 朗 君 

委員外議員 近 藤 守   君      委員外議員 斎 藤 征 信 君 

委員外議員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

委  員 熊 谷 雅 史 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     行 財 政 対 策 室 長    山 口 和 雄 君 

     行財政対策室主幹    大 黒 克 己 君 

     行財政対策室主査    岩 本 寿 彦 君 

     病 院 事 務 長    丸 山 伸 也 君 

     病 院 事 務 次 長    佐 藤   ?  君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 



 2 

     主   幹    森   隆 治 君 

     書   記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） ただいまより、産業厚生常任委員会を開催いたします。 

（午後 １時１９分） 

                                         

○委員長（玉井昭一君） 本日の案件については、議員全員で把握すべしと考え、このような

形になりました。よろしく審査方お願いいたします。 

それでは、一つ報告しておきます。熊谷委員が本日欠席しておりますが、インフルエンザの

ため休ませてくださいという連絡が入っております。以上です。 

それでは、執行側の説明をお願いいたします。山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） これから白老町立国民健康保険病院経営計画を説明させて

いただきますが、この計画を作成するに至った背景というのを若干ご説明したいというふうに

思います。 

 平成 19 年 12 月に多くの公立病院で赤字形態だということで総務省のほうから公立病院の改

革ガイドラインというのが示されまして、その中で公立病院の改革プランを作成しなさいとい

うことが示されました。これは、公立病院の全病院で 20 年度の３月までに計画をつくりなさい

と、こういうものでございます。そういったことから白老におきましても当然のことながら従

前からご説明申し上げているとおり、相当な赤字を出しておりますし、そのガイドラインに基

づきながら町立病院の改革プランを作成すると、こういう形になってきてございます。それで、

白老町におきましては、この計画につきましては、白老町立国民健康保険病院の経営計画、名

称は違いますけれども、こういう計画名で実質的な改革プランをつくるということでございま

す。これは、ガイドラインと連動しながら、そういった趣旨に沿いながら進むという、こうい

う形になります。それで、ガイドラインに沿いますと、計画は全体的に５年という形になりま

すが、経営改善については３年間で組み立てしなさいと、こういう形になります。それと、病

院間のネットワークでありますとか、病院の経営形態につきましては、それを踏まえながら５

年間でつくりなさいと、こういう形になってございます。したがいまして、今回の経営計画に

つきましては、経営の関係で計画期間は３年という形でつくられております。それで、ネット

ワークにつきましては、今、道が主催で第２次医療圏、ここで言いますと東胆振の保健所が中

心になりまして各自治体が参画しながら、そのネットワークのあり方、苫小牧市立病院であり

ますとか、オブザーバーで公立病院ではございませんが王子病院さんも入りまして、それと一

部、日高が救急関係で使うということで日高の各自治体も入りながら、そこでネットワークの

あり方を今、検討していると、こういう形です。現在まで第２回が行われておりまして、１月

の下旬に第３回目が予定されていると、こういう形になっております。その関係で東胆振、一

部日高を含みますけれども、ネットワークのある程度の計画が出てくるものというふうに考え

てございます。そういったことで今回の説明は、経営主体になっていきますのでひとつよろし

くお願いしたいと思います。 
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それでは、具体的な計画内容については町立病院の事務長からご説明したいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 町立病院、丸山事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） ご苦労さまです。今、行財政対策室のほうからご説明ありまし

たとおり、私どもの病院で仮に総務省のほうから指導があろうがなかろうが、やっぱりきちん

と公的病院としてどうやって生き残っていくのかと、そういうことも考えながら、昨年６月、

町長が町立病院を残しますよと、療養病床を廃止して、老健を 29 床つくって、一般病床を 60

床まで減らしますと。基本的な線が出た後、実は内部的にこの公立病院の改革のガイドライン

に沿って、この経営計画をまとめておりました。それでちょっと、この表紙を見ていただきた

いのですが、表のところに修正というふうになっています。まだ計画ができていないのに何で

修正なのかということなのですけれども、実は、これは去年の７月からいろいろ論議をしてお

りまして、最終的に総務省のほうからガイドラインに沿ってこういう形で計画をつくりなさい

よという案が示されました。その示された案と、従前、私が 10 月に事務長を交代しております

が、それまでの間の話し合いの中身と若干整合性がとれない部分、補足しなければならない部

分等がありまして、それを私が 10 月に行った後に補足をして、修正をして一つは病院運営審議

会、一つは病院の職員、そして今回、議会の皆様。それで、来たる２月 20 日には町民の方々に

も説明をしながら、様々なご意見をいただいて、最終的に３月末に成案として総務省に出して

いくと、こういうような流れの中で実は作成をしております。その点をまずご理解いただきた

いと思います。 

 それでは、１ページをお開きいただきたいと思います、１ページは目次でございます。１章

から 11 章までの章立てになっているような状況でございます。 

 それと、２ページでございますが、経営計画の策定の趣旨。この辺につきましては、若干詳

しく述べさせていただきたいと思っています。病院は昭和 41 年以来、地域住民の地域医療機関

として積極的に地域医療に取り組んできておりましたが、国の医療制度改革、そして、総医療

費抑制策などによりまして、全国的に自治体病院がかなり経営的に厳しくなってきていると。

大きな変化と影響が出てきたと載っています。この要因としましては、１点は勤務医の不足。

これは、医療医師の研修制度に基づくもの。あるいは、様々に看護基準等が変更されまして、

看護師が大都市、大病院に集中すると。現状におきましても、看護師の確保につきましても、

うちの病院としては非常に困難をきたしているような状況にあります。ただ、そうは言いまし

ても私ども、先ほど述べましたとおり、地域における最低限医療を行う一次医療機関として役

割を積極的に果たしていかなければならないと。当然そう考えまして、今後の高齢化の進展、

あるいは医療ニーズの変化に対応しながら、地域の医療の砦として、やっぱりその存在を確保

していくには、１にも２にも経営の基盤をはっきりしなければならないでしょうと。そのため

にやっぱり、全職員合わせて経営の健全について、きちんと考えていきましょうと、今回、全

職員総意のもと、この計画をつくったわけでございます。 

 ２番目としまして、今回の事業運営の基本的な方針ですが、計画の位置づけと基本理念、こ

れが非常に重要になってまいります。この計画自体は、先ほど説明しましたとおり、「公立病院
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改革ガイドライン」に沿いまして、公立病院としての果たすべき役割、経営の効率化、再編の

ネットワーク化の進展、経営形態の検討を行って、さらに振興管理と事業実績を明らかにする

こと。その事業内容について検証までを行うのが求められてございます。先ほども説明しまし

た、昨年６月に町長は議会に対しまして町立病院の方向性等を出しまして、公立病院として町

立病院がどうやって生き残っていくのか、どう何を提供していかなければならないのか、この

機能と役割について示しております。さらに、ご承知のとおり、新財政改革プログラムに基づ

きまして、小児科医療、救急医療など不採算部門への財政的な支援、不良債務の解消策をどの

ように具体的に行っていくか、あるいは一般会計からの繰り出し基準をきちんとルール化して、

今、つくっている計画を相まって、病院の安定計画を目指すことをやっぱりきちんと明らかに

したということでございます。それに基づきまして、病院自身がやはり自助努力も必要でしょ

うと。これは議会の皆さんからも言われていることでありまして、最低限、単年度黒字化を目

標に、最大限の経営努力をやっぱり本院として責務としますということで考えてございます。 

 次のページでございます。うちの病院の理念としましては、「患者さんに信頼され、笑顔と思

いやりのある病院づくり」。これは基本理念でありますが、これらを具体的に地域医療をどうや

って守っていくか、これが公立病院の果たすべき役割が理念に基づいて求められている４つの

スタンスというのが、実はこれから出てきます。 

一つは、初期治療を提供する救急体制の維持。最低限、一次医療機関としての機能を維持し

つつ、苫小牧市立病院とか王子総合病院、あるいは室蘭でありますと、室蘭市立、日鋼病院、

新日鉄病院等のこれら二次、三次救急機関とも連携を図りながら救急医療について対応をして

いく必要があるということでございます。 

 それともう一つは、どんどん高齢化が進んでまいります。町内の高齢者や児童の通院治療時

の交通利便性を確保することが１つ必要になってきますし、あるいは苫小牧市立だとか王子病

院とかの連携先の病院から白老に入って治療を受けたいのだけどと、こういった要請について

もきちんと受け入れすることができるように。さらには退院後、在宅で通院治療をしながらや

っていくためには、バックアップとしてやっぱり一般病床をきちんと置いておかなければなら

ないでしょうと。高齢化を見据えた一般病床を確保する医療機関であることが必要になります。 

 それと、これは政策医療になりますが小児科医療の維持です。少子化、核家族化が進行して

いることに伴いまして、地域における少子化対策の一環として、やはり小児科の医療をきちん

と確保していかなければならない。したがいまして、公立病院として、小児科医療も今後、確

保していくための役割が求められるところでございます。 

 それと、４番目としまして３連携です。保健・福祉・医療の３連携により住民の健康の増進

を図るための３連携推進計画における当院の果たすべき役割は大きく、これは３連携の基本方

針の中にも掲げられているとおりでございます。そして、さらにこの３連携を具体的にやって

いくためには、実行計画に病院が参画をし、積極的に病院としての役割を果たしていくととも

に、予防接種等の予防医療についても積極的に取り組んでいく必要があるというふうに考えて

ございます。この４点が白老町立病院が公立病院として今後果たすべき大きな役割というふう



 6 

に認識をしてございます。 

 ４ページでございます。これらの役割を持った中で、さらに経営効率化をやはり進めていか

なければならないということになります。４ページには、23 年度までの医業収入、そして、医

業費用関係の表が載ってございます。下を見ていただきますとおり、純損失等について、この

ような記載になってございますが、最終的には町からの繰り出し金をきちんといただくことに

よって、あるいは交付税をきちんといただく、こういうようなことをやりながら、最終的には

単年度黒字化をきちんと目指していきたいというような形で考えてございます。 

 ５ページ目でございます。５ページ目につきましては、資本的収支予測について記載をして

ございます。この 7,500 万円、この分についてもきちんと対応していくようなことで考えてご

ざいます。 それと、主要指標ですが、医業収支比率から経常収支比率、職員給与費比率、材

料費対医業収益比率、薬品費対医業収益比率、特に５番目の薬品費につきましては、院外薬局

をすることによってかなり改善を見てございますし、まだまだ材料費その他の部分で改善すべ

きことはたくさんございますので、こういったことも指標として上げつつ、年間の経営状況と

推移をきちんと数値化しながら、この指標に乗っていくように頑張っていきたいとこのように

考えてございます。 

 ６ページ、定員管理でございます。医師につきましては現在４名でございます。この後、実

は３月に１名退職の医師がおりますが、その医師の補充も行いつつ、さらに１名増員をしたい

ということで院長、町長ともども、札医大のほうに早い時期に、来週早々にでもお伺いをして

医師の派遣を要請することも考えてございますし、場合によっては、民間のドクターバンク等

を通じながら医師を確保していきたい、このように考えてございます。看護師につきましては、

正看護師をすべて確保したいと。現状では 13 対１の基準でございますが、これも少し余裕があ

るのであれば、少し多めに抱えることによって、さらに上の 10 対１を確保していきたいと、こ

んなことも考えてございます。医療技術師につきましては、薬剤師が１名足りませんし、さら

に数年後、臨床検査技師も退職の時期を迎えると。この人材の確保を含めまして考えていきた

いと、各年度末には最低限この人数は確保していきたいというようなことでございます。 

 それと患者予測の動向ですが、入院・外来につきましては、各年度とも若干の伸びを見なが

ら患者数をふやしていきたいと、このように考えてございます。 

 それと、経営効率化にかかわる問題点の中で特に重要な点が６点ございます。１つは今申し

ましたとおり、医業収益をどうやって増加させていくか。通常の診療行為以外の中で何か収益

の上がることはできないのか。 

それと、医療スタッフをきちんと確保することによって、安定した医療を提供しながら町民

の、あるいは患者さんの信頼を得ると。医療スタッフの確保とさらには育成ということもやっ

ぱり必要になってくると思います。 

それと、入院・外来患者のサービス向上を図る。これは後ほど述べますが、１つはアメニテ

ィーの問題、職員対応、こういったものも含めまして、様々なご意見をいただいておりますの

で、これらのものについても一つ一つ検討してやっていきたいと思います。 
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それともう一つは、４番目としまして職員意識の向上。これは経営に関する問題も含めまし

て、接遇、その他もろもろの職員の意識について、みずから変わっていただくのではなくて、

院長以下管理するものはきちんとリーダーシップを取りつつ、職員の意識を改革させると、こ

ういった観点でやっていきたいと考えています。 

それと５番目としまして、給与水準の適正化。現在 20％のカットが行われてございます。そ

ういったことで医療スタッフの確保には非常に苦慮しております。そういったこともあります

ので、そういった面での給与水準の適正化というのも必要ではないかと。 

それと６番目としまして、一般会計繰り出し基準の明確化。なかなかルールがありそうで、

そのときそのときの財政状況等によって、やはり繰出金の額が変わってきたという経緯がござ

います。それもやはりこの際、新財政改革プログラムにのっとりながら、きちんとした繰り出

し基準をお互い、病院、一般会計ともに持ちながらやっていく必要があるのではないかと。こ

の６点が経営効率化にかかわる具体的な取り組みの目標になるかと思ってございます。 

 ７ページでございます。７ページには、具体策はどうやっていくのかについて、るる記載が

ございます。１番目としまして、収益の増加の取り組みですが、これにつきましては、当然、

患者数をふやさなければならないでしょうと。そうすると、今、我々として考えていくべきこ

とは、急性期の医療機関との連携が必要でしょうと。スムーズにうちの病院から二次医療機関

のほうに転院をしていただくと。さらには、急性期を終わった方が回復までの間はうちの病院

でと。そういった方も配していただくようなスムーズな連携ができるように考えていきたいな

と。そのことによって患者数をふやせるでしょうと。 

 ２番目の同じようなことになります。その際に、非常に重要になってくるのはやはり地域医

療連携室。うちで言いますと、病院の総合相談室。こういったところが各病院とのやり取りを

しながら、情報公開をしながら、病院と病院の連携をやっぱりきちんとやっていきたいと。 

 それと３番目、健診業務の拡大による新規患者の獲得ですが、人間ドック、特定健診、企業

健診、これはやっぱり数的な拡大を図ると。この数的拡大を図ることによって、疾病の早期発

見、早期治療に努めると。できれば、ほかの病院に行くのではなくて、うちの病院にかかって

くださいと。こういった形で新たな患者の獲得を目指していきたい。さらには、発見された内

容につきまして、大きな病院、高度な医療機関にうちのほうから紹介状を持って行っていただ

くと、こういったことも必要になってくるかと思ってございます。 

 それと４番目としましては、積極的な設備投資。残念ながら、今まで病院の方向性が余りは

っきりしないということで、医療機器等、細かいものも含めますと様々な部分で余り更新が行

われてこなかった事実がございます。今回、昨年６月に方向性が決まりましたので、例えば胃

のバリウムの撮影の機械なんかも今回新しくさせていただきましたし、さらには胃カメラ、の

どから入れるというのは非常にきついということで、まずは検査のために鼻から入れる鼻腔用

の内視鏡も導入していくことによって患者サービスにつなげていきたいと。様々な更新の遅れ

ている医療機械も更新を図りつつ、病院の患者さんの信頼を得ていく、こんなことも考えてい

きたいと思っています。 
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 それともう一つは、診療報酬の適正化でございます。診療報酬、レセプトというのですが、

この請求漏れが往々にして結構漏れているケースがございます。最終的には、オーダリングシ

ステムといいまして、一つの行為が発生して終わるまでを記録しておくシステムがあるのです

が、これにつきましては導入に多分 5,000 万円から 8,000 万円ぐらいかかるであろうと言われ

ていますが、そういったことも将来的にもしできれば、今から研究も進めていきながら検討を

していきたいと思っています。さらには、やはり医療用の諸資材、例えば紙おむつですとか、

いろいろなこまごましたものがたくさんあるのですが、こういったものの在庫管理等も適正に

行って、使用管理も適正に行うことによって、むだ、ロスを発生させない、こんなことも検討

していきたいと思ってございます。 

 それと、査定といいまして、診療報酬がチェックをされまして結構戻ってきます。戻ってき

ますが、現状ではほとんどないと言っていいぐらいの数字ですので、この件に関しては極めて

満足する状況にございますが、今後ともこういった高水準を維持するように努力をしていきた

いなと思ってございます。 

 それと、診療報酬の差益の増加ですが、可能な限り医薬品の統一化を図るとともに、診療材

料の安価購入で一人当たりの入院、外来診療報酬における原価低減を行う。例えば様々な薬が

使ってございますが、できれば効果のあるもので安く入るものであれば、そういったものに切

りかえていきたいと。それと例えば、例を挙げますと血糖の機械なんかがそうなのですけども、

血糖を計る機械が何種類か導入されておりましたが、今回１種類に絞って、相当に消耗品の購

入額等も絞ることができるようになりました。こういったことも図りつつやっていきたいなと

思ってございます。 

 それと、未集金を解消し、増加させない取り組みですが、これは当然、まず一つは入院時の

保証人さんの確認になります。特に一般の方であれば、そんなに問題はございませんが、中に

はたまにはやっぱり問題になる方がおりますので、そういった方についてはちょっとチェック

を厳しくさせていただきたいなと思ってございます。 

 ２番目も、こういう事例もありますが、そんなに大きな事例ではございませんので、常識の

範囲の中で誓約の取り組み等も進めさせていただく。何が何でも取り立てるというようなこと

では考えてございません。 

 それと３番目としましては、これも未払い者に対する督促でございますが、やはりもう何年

も払わない、どう考えても払えるのに払わないという方がやっぱり何件か見受けられますので、

こういった特に悪質な方については、対応させていただきたいなと思ってございます。 

 それと、時間外診療の対応でございますが、当然、領収書が発行できませんので一定額を預

かりしてございます。これにつきましては、おおむね順調に機能しているのかなというふうに

考えてございます。 

 それと、各種健診業務の取り組みですが、当然、人間ドックの取り組み、ＰＲを行っていき

たいと思っています。残念ながら、人間ドックにつきましては、特定の曜日に少人数というよ

うな形で今までご案内してございますが、できれば４月から日本製紙さんも人間ドック、希望



 9 

者だけですけどもやっていただくことになりましたので、そこの部分でネックになっておりま

す生理検査の職員を１名入れることによって、曜日等をかなり拡大できるというようなことも

ございますので、そういったことも裏に控えつつ国保ですとか、町職員とか、企業職員に対し

て人間ドックのＰＲをしていきたいとこう思っています。 

 それと、おかげさまで企業健診につきましても徐々でありますが増加をしてございます。で

きるだけ相手先の希望に沿うような形で時間、あるいは項目等についても検討しながらやって

いきたいとこのように考えてございます。 

 ９ページでございます。国保特定健診の受診者。ことしは、今までの成人病の習慣病健診が

ございましたが、集団健診が行われましたことによって特定健診の受診者がやっぱり相当少な

くなってございます。これも、私どもとしましても極力来ていただけるような日程等を設定し

ながらやっていきたいなと思ってございます。 

 それと、これは当然のことですが、予防接種。予防接種を行うことにつきましてはきちんと

やっていきたいと思ってございます。 

 オとしまして、入院基本料。先ほど説明しましたが、当面は 13 対１クリアが当然ですが、で

きれば夜間の看護体制を含めるということとともに、看護師の勉強のためにも、いろいろな研

修に出すためにもある程度やっぱり余裕の人材を抱えていきたいと、こんなこともございます

ので、看護基準 10 対１の確保を目指して、正看護師の確保に今後努めていきたいとこのように

考えてございます。 

 それと、カとしまして経常経費の削減。これは先ほど申しましたとおり、材料費・薬品費の

在庫管理。圧縮、あるいは統一によって安定的に管理をしていきたい。それと、意外と多い薬

品等の使用期限切れ。これがなぜ起きるかというと、当然、過剰に仕入れているということに

なりますので、こういった薬品のものにつきましては使用期限を見ながら、同じ薬であれば使

用期限の短いものから先に使っていく、こんなことも考えていきたいと思っています。 

 それと、委託業務の見直しでございます。当然、今、例えば設備ですとか、厨房、清掃、医

療事務、こういったものを含めて様々な委託業務が入っています。当然、患者様も含めまして

すべての方々によりよいサービスを提供するために、期待にきちんとこたえている業者につい

てはそのままやっていきたいと。ただ、残念ながら、現状では満足いただけないのかなと思わ

れる業者がございますので、こういった方についても、他の業者がいないわけではございませ

んので、そういったことも考えながら今後、適正な水準と業務の能力を維持させるために見直

しも検討していきたいなと考えてございます。 

 それと、医療スタッフの人材確保ですが、小児科医師の確保でございます。これは現在、北

大の小児科から週４日出張医体制で確保させていただいてございます。昨年 12 月に北大の小児

科のほうに院長とお邪魔をしまして、教授のほうにお願いをしまして何とか週４日の現行の水

準については多分確保されるであろうというような見通しでございます。できれば常勤のお医

者さんというふうに考えてございますが、なかなか、そこまでは難しいのかなというふうな状

況になってございます。 
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 それと、出張医師の定期的な派遣確保になります。常勤医師の労働環境の改善を図るために、

現在、土日・祝祭日、こういったところにつきましては、医大、北大、その他の医療機関等か

ら協力をいただいて何とか確保してございます。これも非常に厳しい状況になっていますが、

さらに、先ほど申しましたように内科のお医者さんが１人お辞めになりますので、場合によっ

ては４月すぐ確保できないということも想定されますので、そういった場合には医療の人材派

遣会社のほうにもお願いして、当直医師を確保していきたいというふうに考えてございます。 

 それと 10 ページでございますが、先ほど言いましたとおり、看護師の部分がそうなのですが、

薬剤師・検査技師、こういったものもきちんと数的にもさらに高度な能力を持つ方も含めて、

技術も含めて良質な医療サービスを支える職員を確保していきたいとこのように考えています。 

 それと、エとしまして安全管理意識と職員研修でございますが、院内感染防止マニュアルと

か、医療事故防止マニュアル、なかなかこの辺の医療に対する安全管理意識というのは育ちづ

らいように見受けられます。この辺につきましては積極的に、院内・院外、院外に特に看護師

さん等を研修に出しまして職員研修を努めることによって、安全管理意識をきちんと植えつけ

ていきたいとこのように考えてございます。 

 それと３番目としまして、入院や外来患者さんへのサービスの向上の部分ですが、先般、病

院運営審議会の中で言われましたのは、まだまだ患者さんに対する接遇がよろしくないですよ

ということを言われております。まだそういった部分を見かけることもありますので、きちん

とした接遇ができるように、これは最低限のことだと思っていますので、そういったことも考

えながらやっていきたいと思ってございます。 

 まず一つは、診察に入ってお医者さんとの関係の中で、インフォームド・コンセント、これ

をやっぱり徹底して、病状それと治療計画等についてきちんと説明責任を果たしながら、患者

さんの立場に立って医療を進めることが重要ですので、こういったことも先生方含めて行って

いきたいと、このように思います。 

それと、ご承知のとおり、先生によりましては、外来の待ち時間が相当長いケースがござい

ます。このために結構、苦情等も実は来ております。今の物理的な状況の中でいかんともしが

たいところもあるのですが、例えば言葉遣い一つでもかなりそういったものが和らぐところも

ありますので、何か外来受診者のアメニティー向上になることはないか、こういったことも職

員全体でできれば検討し実施していきたいと思ってございます。 

 それと、苦情・意見等に対する迅速な対応です。これも病院運営審議会で言われたのですが、

もうあきらめて言わない人もたくさんいますよと。愕然としました。事実かなと思うところも

あります。ありますが、最低限、私どものほうに苦情等、あるいは意見を申し述べられた方に

対しては、今のところは誠実に対応させていただいております。最近のご意見箱等を見ますと、

そんなに苦情のあれはなくて、「少し病院の中が明るくなりましたね」みたいな話もございます

ので、少しずつ雰囲気はよくなってきているのかなというふうに考えてございます。 

 それと、患者の満足度調査。これはやっぱりきちんとやってみて、自分たちの考えていない

ところで何か患者さんが要求しているものがあるのかなと、こういったものもきちんと見てい
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く必要があるでしょうと。こんなことも考えながら、ぜひやっていきたいと思ってございます。 

 それと、職員意識の向上になります。なかなか職員が経営感覚を持って、私は勤め人と、私

はこれだけやっていればいいのですというのがやっぱりご指摘結構ありますが、そのとおりの

状況がまだまだ見受けられております。実は、この計画そのものについても、個々に、セクシ

ョンごとに検討もさせておりますし、全体集めて検討させて、そのことについてはきちんと職

員に意識を徹底させていきたいということで様々な努力をしてございます。 

 それと、経営だけではなくて、例えば医療関係の問題、こういったものも、事あるごとに職

員を集めまして教育等を行ってございます。そんな中から経営のみならず、全体の意識の向上

をやっぱり図っていきたいなと思ってございます。 

 それともう一つは、職場環境改善。結構見えないところで物が非常に乱雑になっている、そ

ういったこともありますので、職場環境をきちんとするということは、最終的にやっぱり患者

さんのサービスにつながっていくでしょうというようなこともありますので、結構なかなかわ

かりづらいのですが、病院の中結構あちらこちら細かいところで改造をしてございます。こう

いったことをしながら職場環境を整えていきたいとこのように考えてございます。 

 それと、管理体制の見直しでございますが、なかなか院長の意思が下まで伝わっていかない

というふうなこともございます。月１回の病院の全体会議だけではなくて、様々な情報を発信

しつつ、院長はこういうふうに考えていますよ、事務長はこういうふうに考えていますよ、師

長はこういうふうに考えていますよと、そういったことも含めて情報の共有化を図って、あえ

て言いますと、やっぱりきちんとした管理体制をつくっていかなければならないということで

考えてございます。 

 11 ページでございます。給与水準の適正化でございますが、先ほど申しましたとおり、これ

は当然、職員の給与ですから新財政改革プログラムの計画にのっとっての整合性を取っていか

なければならないというのがありますが、先ほど申しましたとおり、医療スタッフの確保のた

めには非常にネックになっている部分もありますので、こういったものも今後４月以降は総務

サイドになるのでしょうか、そういったことも検討しながら、できれば少しずつでも給与復元、

特に医療職の部分、事務職は別としても医療職の部分ではやっぱり復元も検討していく必要が

あるのかなというふうに考えてございます。 

 それと６番目としまして、一般会計繰り出し基準の明確化になります。そして、繰り出し基

準の概要につきましては、11 ページ、12 ページに記載のとおりでございます。個々の部分につ

いて若干きちんと数値等も、これは数値は入ってございませんが、その年度、年度によって、

立てられる予算等の中でこういった基準も示しつつ、理解をいただいて出していただくような

ことで予算要求等もしていきたいなとこのように考えてございます。 

 12 ページ、再編・ネットワークにかかわる計画ですが、現在、行政対策室長も冒頭説明いた

しましたが、東胆振・日高自治体病院等広域化連携検討会議が今、開かれております。多分２

月中に第３回目が開かれまして、連携の大まかな方向性等が決まってくると思います。これは、

決まった時点でどうやってうちの部分の責任を果たしていくか、あるいは、どうやって役割を
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分担していくか、この辺も見えてまいりますので、これはその時点できちんとまた入れ込みを

したいと思います。 

 ７番目ですが、経営形態の見直しでございます。議員の皆様はよくご存知かと思いますが、

現在、公営企業法の一部適用で病院運営を行っています。例えば町行政独立法人、あるいは町

公営企業の全部適用、そういったもの様々な指標がありまして、なかなかその辺の評価がまだ

定まっていないというような状況になってございます。その辺の全国的な、うちクラスの 100

床未満の小さい病院がどうすればうまくいくのか、これについても 21 年あるいは 22 年の２年

間ぐらいの老健をつくり込んだ後の状況を見ながら、やはり経営形態についてももう一度再検

討する必要があるというふうに考えています。したがいまして、これはまず、経営分析も含め

てきちんとやってみて、どうもこれはこの現状ではだめだよという結論が出そうな場合は、抜

本的に経営形態についても見直すことについて、これはきちんと書き込んでおかなければなら

ないというような状況になってございます。 

 それと８番目ですが、計画の妥当性の検証です。先ほど申しましたとおり、本計画の妥当性

については、病院運営審議会についても議論をいただいてございます。この病院運営審議会の

中に、病院を実際に使われております高齢者の方、あるいは小児科をよく利用されるお母様、

それと町立病院と連携して様々な医療行為を行っている町内医療機関、あるいは社会福祉施設

の施設長さん等も入っていただきながら、この計画に妥当性があるのかどうかについても検証

をいただいてございます。また、議会についても、こういう形で計画案を示しまして議論をし

ていただいて、これらをもとに最終的な成案にしていきたいなとこのように考えてございます。 

 13 ページ目でございます。この計画の期間は 21 年から 23 年までとなってございます。 

 それと、計画の進行管理と公表でございますが、この本計画案で決定されました事項につき

まして、例えば指標がどうなっているのか、実績がどうなっているのか、こういったことも病

院の職員と病院の運営審議会にまず報告しまして明らかにしたいと思っています。当然、この

他、広報・ホームページ等を通じ、あるいは議会にも報告するような形の中で計画の進行状況、

実績がどうなっているか、そうすることによって本計画の実行性が透明性をきちんと確保して

いきたいというふうに考えてございます。 

 それと、計画の見直しですが、今回は３カ年と設定をしています。ただ、経営状況、さらに

は医療環境等の大きな変化、これはあるのか、ないのかわかりませんが、こういった場合も当

然想定をしておかなければならないでしょうと。医療事情等もかなり変わってくる可能性があ

りますので、この場合、適正な見直しを行うためには、病院運営審議会にまず諮って、計画全

体の見直しをまず諮ることを条件としながら計画を見直しすることもあるということで設定を

させていただくと、こんな内容になってございます。 

 計画の中身については以上でございますが、病院の現況等につきまして若干補足で説明をさ

せていただきますと、先ほど説明しましたとおり、内科のお医者さまが１名３月末で退職の予

定になってございます。現時点ではまだ補充はできておりません。この先生の補充のために札

医大のほうに町長と院長が出向きまして、補充につきましてお願いする予定にしてございます。
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その他場合によって、説明しましたとおりドクターバンクのほうからご紹介等をいただきなが

ら、様々な手だてを使って補充を考えていきたいというのが１点でございます。 

 ２点目としまして、既にこの計画の中にも病・病連携という言葉が出ておりますが、本年４

月から毎週木曜日の午前中、苫小牧の日翔病院さんのご協力を得まして、脳外科外来が開設さ

れる予定になってございます。４月１日からです。詳しいことはまだ決まってございませんが、

一応協力を得られるということで、先般、相手様方の事務方との事前協議というのが終わりま

して、基本的に条件を整えてやりましょうということで合意を得ていますので、今後その準備

作業を進めていきたいとこのように考えてございます。私のほうからは以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりました。 

これより質疑をお受けしたいと思います。質疑のあります方はどうぞ。吉田和子委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 吉田です。病院の関係は今回に限り総務が参加させていただい

ておりますので、質問させていただきたいと思います。 

 先ほど説明の中で１点、本当は小児科医療の関係でちょっとお聞きしたいと思ったのですが、

ここの説明では週４回出張医という形で４回は確保したいということだったのですが、総合計

画の中では固定医を置いていきたいというふうにあったものですから、私もでき得れば固定医

があればいいなというふうに思っていたものですから。ただ、事務長の話の中で固定医は、常

勤のお医者さんを置いていきたいということなので、今、小児科医自体が足りないという現状

ですけれども、少しでも解消されつつあるのかどうなのか、その点１点伺いたいと思います。 

 それからもう１点。財政収支計画の中であるのですが、一応これは３年間の計画なのですけ

れども、医療収支比率というのは 100％以上を超えるのが望ましいということであるのですけ

れども、この中で今後、これに大きく影響してくることが病床の確保だと思うのですけれども、

70％以上の確保、60 床に下がりましたので入院患者 42 名くらいで 70％超えるのだよという計

画を持っていますけれども、これと外来の数値、本当に可能なものとしてとらえて出てきてい

る数値は、私たち出てきて見て、これだけ行くのかなという思いを抱きながら今お話を伺って

いたら、内科医も減るということですので、お医者さんが１人変わることでまたぐっと数値が

落ちることもありますので、そういった点をどのような予測をされているのか、その点が１点。 

 それから、給与費の比率。病院経営の中で医業収益に対して大体 46.7％から 44.2％の計画数

値を上げていますけれども、黒字の病院と言われるのは大体これぐらいの数値かなというふう

に思うのですが。この数値というのは、今 20％削減していますよね。この 20％削減した数値で

はないかなというふうに私はとらえていたのですが、先ほど言っていたように標準のものに戻

していきたいという、今後の募集、看護師の補充ということを考えるとそういったことになる

のかなとは思うのですが、そういうふうになると、この数値は標準に戻すとどのぐらいになる

のか、その点が１点。 

 それから、先ほど日本製紙さんも健診に加わってくれる可能性がありましたけれども、企業

に対する健診の拡大のために以前は、もう大分前だと思うのですけども、10 年も前かもしれま

せんけど、その企業の開拓のために臨時職員か嘱託職員か誰かを置いていたと思うのですが、
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今、そういう体制はとらないで、どういった体制で企業拡大を行っているのか、その点１点伺

いたいと思います。 

 それから、改革プランの計画の見直し。これは、改革プランだけではなくて、この３年間の

計画なのですけれども、これは経営状況、それから、医療環境に大きな変化があった場合は適

切な見直しを行うということなのですが、プランの実施状況は年１回以上点検すると、評価す

るということになっていますよね。それで、この評価したものは病院審議会等にかけるという

ふうにあるのですが、これは国の方針として、改革プランの中では学識経験者等の参加をして

いくべきであるというようなことが載っていたのですが、この方向性は変わったのか。病院審

議会の今のメンバーは私わからないのですが、こういった方々を入れているのかどうなのか、

その点一つ伺いたいということ。 

 それから、この中で総務省もこのプランの策定実施状況をおおむね年１回以上は調査をする

というふうになっていますが、この辺はまだその状況というのは変わらないのかどうなのか。 

 それともう一つ、改革プランの策定に関する経費とか、実施状況、それから、評価等に関す

る経費が地方交付税によって措置されるというふうに書いてあったのですが、そういう措置は

あるのかどうなのかということ。 

 それと、先ほど室長のお話の中で、ネットワークの関係で東胆振のほうでは話し合いが進ん

でいるということなのですが、白老の地形から考えると、先ほど言っていたように室蘭の病院

の関係もあると思うのですが、西胆振関係のほうはどういうふうに考えられているのか、その

点伺いたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 答弁漏れがありましたらよろしくお願いしたいと思います。 

 まず、小児科の関係ですが、常勤のお医者さん、前におられました、名前を挙げますと武越

先生みたく、よその病院で定年退職をされた方で、都合がよければ白老にという希望を持って

おられる方がどうやらいるようなのです。いるようなのですけども、ただ、全道的にやっぱり

小児科のお医者さんが少ないという状況の中で、うち以上にまだ小児科のお医者さんを必要と

されている病院が民間、公立問わずいろいろあるということで、そういった面ではそういう常

勤のお医者さんが確保できるというのはわかりません。あくまでも北大の小児科のほうにお願

いをしてやっていくよと。逆に言いますと、全体から見ますとどんどん切られているというの

が実態ですので、言い方悪いですけども、「週４日も確保できているのなら、白老いいではない

か」と言われるのが状況でございます。ですから、私どもとしても最低限、今来ているものに

ついてはゼロではなくて何とか４人だけは確保してほしいというようなことでございます。 

 それと、病床の確保のために外来を含めてお医者さんが少なくなるということで懸念されて

いるわけですけども、現行の入院の扱い等の状況を見ていますと、仮に今の状況であればそん

なに落ち込みはないだろうと。多分そのままふやしていくことは可能ではないかなというふう

に考えてございます。全体的な状況から言いますと、やはり高齢化の進展に伴って、やはり患

者さんがふえております。それと例えば、１月 18・19・20 日ぐらいなのですけども、やっぱり
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病院に入院されている患者さんで立て続けに３日間３名ずつ亡くなられるようなケースがござ

いました。これはやっぱり、ほかの病院からターミナルは白老さんでということで結構受け入

れ等もやっておりますので、そういった意味ではそんなに心配はないのかなと考えてございま

す。４月以降、老健が併設されれば、まだまだ受け入れやすく多分なってくると思いますので、

そういった意味での入院患者さんの確保というのはそんなにないのかなと思ってございます。 

 それと給与費の関係で、黒字病院ですとやっぱりもう 40％を切るような状況です。やはりこ

この部分をどうするか。現状で 55％とか 56％の数字になってございます。それで、そこの部分

はやっぱりきちんと見ていかなければならないでしょうということでございます。それで、こ

れを標準を戻したらどうなるのかということになりますが、今、私どもで考えているのは、特

に問題になるのは看護師さんの部分の数字だけとなりますので、全体からいうと６ポイントぐ

らいですから半分、47％とか 48％ぐらいに上がるのではないのかなと。仮に全額戻しても。た

だ、財政改革プログラム上の全体の問題がありますので、病院だけ戻すということには多分な

らないと思いますので、その点は４月以降、ちょっとどこが担当になるのか、私ちょっとわか

りませんけれども、そういった職員の給与制度を担当するところとも協議をしながら進めてい

きたいなと思ってございます。 

 それと、企業健診の関係ですが、確か前に、私の頃ではないのですけれども、臨時を置いて

どうのこうのとかという話をしていたように私も記憶ございます。それで調べましたら、私ど

もの医事業務を委託している担当の方にやはり回ってもらった経緯等があるようです。ただ、

今の状況で見ますとやっぱりトップセールスが行かないとだめだろうなと思っています。 

それともう一つは、町のほうに町の商工会の例えば事務局長が出ておりますので、町職員が

行っておりますので、そういったところも少しやっていきたいなと思っています。私の前の事

務長も、企業に積極的に外に出ていただいたようでして、今回、日本製紙さんの人間ドックも

受け入れしますよというのも前の事務長がトップセールスをした関係でございますので、それ

に恥じないように、私どもも頑張っていきたいなと思ってございます。 

 それと、この経営プランの見直しで学識経験者ということですが、当然この中には入ってご

ざいます。医療機関のお医者さんが入っていますし、訪問看護ステーションの一つの、看護師

さん、この方も入っておられます。こういったことの中では当然、医療に関してよくご存知の

方が入っていただくというような状況の中で学識経験者については確保しているというような

ことでございます。 

 それと、ネットワークの関係でございますが、これは二次医療圏でやっぱり別々に検討され

ているというような状況になってございます。逆に言いますと、西胆振のほうが計画づくりは

先行しているようです。伊達の日赤も含めまして室蘭の市立病院、日鋼病院、それと新日鉄病

院、この４つが核になりまして全体として西胆振でもってネットワークは組むということで、

具体的な内容についても東胆振よりははるかに進んでいるというふうに聞いてございます。 

○委員長（玉井昭一君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） それでは、総務省との絡みの部分でございます。この改革
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プランにつきましては年に１回必ず総務省に報告を必要とします。これは、先に特例債の絡み

がありまして、この計画が実際的に順調に進捗されているかどうかという確認事項になります。

この状況が余りにもプランとかけ離れて実態が乖離するとすれば、特例債で利子補給の部分の

２分の１が交付税で算入されるというふうになっていますが、これに影響が出るだろうという

ふうに言われております。したがいまして、総務省には必ずこういったものについての報告が

必要ですし、それに基づいて総務省も検証をするという形になろうかというふうに思います。 

 それから、プランの費用につきましては、議員おっしゃったとおり、改革ガイドラインでこ

の費用を見るよとこういうふうになっていますが、具体的に算入方法わかりません。ただ、実

質うちでこのかかった費用については、ほとんどかかっておりません。さきに吉岡経営センタ

ーのシミュレーションがもう何年間前にやられておりますが、そういったものもよく読み込み

ながら参考にして、うちのほうでこういったものを組み立ててございますので、そこまでさか

のぼっての費用請求はできませんから、実質的には全体的な状況を見ると、今回のプランにつ

いてはそれほど費用がかかっていないと、このものについてはですね。そういうことでござい

ます。ただ、ガイドラインでは、委員おっしゃるとおり算定されるという、こういう形にはな

ろうかというふうに思ってございます。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 先ほど、学識経験者の中で、ひょっとしたら医師と言ったかも

しれないのですが、医師ではなくて、薬剤師さんが入っております。薬剤師さんと看護師さん

を医療関係者として入れてございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 補足説明として説明させていただきますが、職員給与費の

医業収益に対する比率でございます。公立病院のガイドラインで示されておるのですが、平成

18 年のいわゆる不採算地区、白老町と同じような不採算地区の病院でどの程度になっているの

かということが出ております。公立のここでの黒字病院というのが、経常収支比率が 104.3％

でございます。それから、医業収益が 87.7％、職員の給与の比率が 62.9％になってございます。

その他材料に関する医業収益、それから、入院比率も出ているのですが、こういう形ですので、

そういったものをトータルして見なければならないのですが、一応 62.9％になっているとこう

いうことでございます。 

○委員長（玉井昭一君） 吉田和子委員外議員。 

○委員外議員（吉田和子君） 何点かお伺いしたいと思います。今、週４日の出張体制で小児

科のほうはやっていくということなのですが、４人の確保ということですのでやはり日替わり

になるのかなと。同じ先生、そうしたら常勤と同じになってしまうのですけど、同じ先生にな

るべく来ていただくということが、今後やっぱり患者さんというか、子どもが患者さんですか

ら、親の話なのですが、やはり毎日かわるというのは、１回行くと大体薬を処方をしてもらっ

て治るのですが、治らないときに前の日に行った先生が次の日に違っていると、前の日の状況

がわかってもらえないというような不安がありますので、そういった意味では常勤に本当に努
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力をしていただきたいと思います。 

 それと、給与費の関係なのですが、やはり 10 対１にしていきたいというのは、ずっと町立病

院が今後抱えていく大きな課題だというふうに私はとらえています。今は 13 対１で維持をして

いるということなのですが、今の給与体系の中で看護師さんの状況はどうなのでしょうね。心

配なのかどうなのか。募集しなければならないですけど、今いる方もきちんといていただかな

いと減っていったら困りますよね。ほかのほうはどこも足りないわけですから、条件のいいと

ころへ移る可能性はあると思うのですが。そういった中で、これを確保していくということの

難しさというのはどのようにとらえているのかなというふうに１点思いました。 

 それともう１点は、企業をトップセールスで事務長が頑張るということですので期待をした

いと思います。病院運営審議会の件なのですが、やはりこれは先ほども言っていましたように

病院の運営方法については、今後やっていく中ではいろいろな方法を考えなければならないと

いうお話をされていましたが、この病院審議会は私、専門家というか、医療に関する専門家が

入るということもいいと思うのですが、経営的な専門家の意見というのは必要ないのかどうな

のか。その辺はどのようにお考えになっているのかなということでお聞きしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、小児科の関係ですが、これは我がほうとしても何として

も確保したいと。ただ、相手頼みのところもあるものですから、そこだけはぜひご理解をして

いただきたいなと思っております。 

 それと、看護師さんの現状どうなのかということなのですけども。今、13 対１に関しまして

は、人数については何とかなっています。それで、看護比率、正看護師さんが７割で、準看護

師さんが７対３のこの比率も何とかなっています。クリアできないのが一つだけあります、危

ないのが。それは何かというと、夜勤時間の 72 時間という枠です。これがつまり月に３回程度

しかさせられないと。多分 13 対１がだめになると、一番先に問題になってくるのはそこの夜勤

時間の縛りの部分だろうということになっていますので、やはり頭数は何としても入れたいと。

それで、今の看護師さんの募集状況等を見ていますと、結構お年の方が準看護師なのですけど、

という方で応募は来ます。ただ、残念ながら、やはり正職員というわけにいきませんと、そう

いうのがあるものですから、なかなか就職に結びつかないというのもあります。それで、準看

護師さんでも夜勤やってもいいですよという方がいれば、これはお願いしています。正看護師

さんも全く同じ状況になっています。ただ、夜勤もいいですよという方は何人もいないです、

正直言って。だから、そこの部分で非常に苦労をしてございます。ですから、正看護師で、で

きれば 40 歳未満で正職員にして、10 対１を何とか取るということになると、余裕や安全を見

ますと、臨時か正職員かは別にして、やっぱり５名くらいさらに看護師をふやさないと 10 対１

はちょっと難しいなと考えています。ですから、今は、目標は 10 対１で持ってございますが、

最低限 13 対１は何が何でも死守するぞということで努力はしてございます。 

 それと、病院運営審議会の中で経営的な専門家ということですが、町内でそういう病院経営

の専門家が確保できるかというとなかなか人材的には難しいかなと。実は検討もしました。た
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だ、そういう方は他の病院の経営にも、町内の他の病院の経営にも参画されている方ですので、

そういう方をこの病院運営審議会にお招きするというのはちょっといかがなものかなというの

もあるものですから。ただ、札幌方面、前にやりました例えば吉岡経営センターさんだとか、

そういった医業関係のコンサルタント会社等の意見もお聞きすることは結構できますので。そ

れと、薬の問屋さん等もいろいろな経営的なノウハウを持っておられる方が結構セールス等で

お見えになりますので、そういった方といろいろなお話をしながら、経営に関する基本的な情

報については仕入れてございます。 

 それともう一つは、実はうちの院長が前、民間の大きな病院の経営をされていた方ですので、

院長が相当経営的な問題についてかなりノウハウを持っていらっしゃるので、院長の意見を聞

くとなるほどというようなケースが結構ございますので、そういった面では、知識情報を習得

する面ではそんな苦労はしてございます。ですから、今回の経営計画の中でも結構院長のほう

から修正意見等もあったというふうに聞いていますので、それを織り込みながら経営的な観点

からやらせていただいてございます。そんなに今のところは必要ないのかなというふうに感じ

てございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。 

それでは、ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時２４分 

                                         

再開 午後 ２時３５分 

○委員長（玉井昭一君） 委員会を再開いたします。 

 質疑のございます方はどうぞ。前田委員外議員。 

○委員外議員（前田博之君） 前田です。今、公立病院の改革ガイドラインの説明ありまして、

指摘されている部分、相当改善計画に、対策に盛り込まれて適切な策定されているなと思いま

した。ここまでつくるのに、私、一般質問しましたけども、かなり整理されていると思います

ので、目標達成のためにぜひ頑張ってほしいなとこう思います。 

 その中で何点かお聞きしたいのですけど。先ほど３連携の話があって、このガイドラインの

中でも在宅時の部分がかなり病院のほうでしなさいということを課題課せられているのです。

しかし、今、説明を受けた中では、言葉でちょっとした流れの中では説明ありましたけど、こ

の在宅医療に伴う訪問診療、これらについての対策は、先生の定員管理等もあると思いますけ

ども、どのような位置づけにまず、されているのかということをお聞きしたいと思います。 

 それと、今、事務長のほうから２月 20 日町民説明会開きますよということで非常にいいこと

だと思います。内容的なことを聞けば、町民の方もかなり安心すると思うのですけど。私のほ

うに、前回一般質問したものですから、聞いていた人から、西のほうの町内会長さんからなの

ですけど、やっぱり各地区で説明会を１回開いてくれないかという要請を受けているのです。

その辺、協議いただく範囲にあるかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。ということは、

前、議会の懇談会やっても、やっぱりきめ細かくやっていただければ大したいいということだ
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ったものですから、今回やっぱり重要なことですので、１カ所ではなくて何カ所か地区ごとに

やってほしいなとこう思います。 

 それで、もうあと２点は、これから多分産業厚生常任委員会がありますからその中で出ると

思いますけども、私は所属委員ではありませんのでちょっとお聞きしたいのですけども。この

２、３日、国のほうの地方財政に対する関係上出ていますけども、その中で公立病院にかける

自治体に対する地方交付税、特別交付税と普通交付税の部分出ていますよね。公立病院では上

がるとか、不採算地区だとか、救急病院等々について交付税の算定額が上がってきますけども、

これらの詳細は入っているかもしれませんけども、これらの部分が今、説明受けました経営計

画の中でどのような位置づけになっていくのか。 

 もう一つは、これは本当の近々の新聞報道ですからわからないと思いますけども、多額医療

費の抑制しようということで白老町が指定されてしまっているのですよ。この部分が、これは

３月まで策定しなければいけないのですけど、今、説明あった経営計画との整合性がどういう

形になっていくのか。この部分だけお聞きします。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、３連携の関係で在宅医療の推進言われていますが、訪問

診療につきましては、これは求めに応じてやってございます。ですから、実質、今できるのは、

うちの院長ぐらいかと思うのですが、患者さん、そして、その家族との、主治医とのお話の中

で訪問診療ということについては取り扱っておりますので。ただ、今現在のところはご希望は

ありません。ただ、ないからやらないとかではございませんので、それにつきましては遠慮な

く主治医と相談をしていただきたいと思っています。 

 それともう一つ、在宅医療含めて、この計画の中にネットワークにも関連する部分なのです

が、言葉で言いますと地域連携クリティカルパスというのがございまして、これは何かという

と、患者さんを地域の中で介護施設だとか、医療機関とか様々なところをきちんと連携しなが

ら一人の方をちゃんと地域の中でお世話をしていこうと、こういうシステムが今、叫ばれて、

事実、実際動いてきております。それでうちは、その辺の機能を総合相談室のほうの保健師が

やってございまして、これが今、機能をしながら徐々に進めているようになっています。これ

もほかのまちの医療機関、ほかのまちの介護保険施設、ほかのまちの訪問ステーション、こう

いったところも連携しながらやってございますので、これについては徐々にきちんとした形に

全体として多分なっていくのだろうなというふうに考えてございます。 

 それと２番目の町民説明会ですが、白老地区を 20 日に予定してございました。正直申しまし

て、ほかの地区はちょっと考えていなかったのですが、今、ご要望も聞きましたし、先般、町

内会の連合の会長さんが集まった会議の席上でも、懇親会の中でやっぱりうちでもちょっと説

明してよというようなお話もございましたので、これについては前向きに、萩野・北吉原地区

でどこか、それともう一つは竹浦・虎杖浜地区で、竹浦か虎杖浜かどちらかで開催するような

形で２カ所ぐらいちょっと企画をしたいなと。議会等の日程もございますので、その辺もちょ

っと見ながら、今、何日ということは言えませんけども、できれば行うという形で病院のほう
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から出向いて説明したいというふうに考えてございます。 

 それと、地方交付税の関係でございますが、先週の金曜日に道新に上積み関係の報道がなさ

れてございます。この中身につきましては、実質根拠になっているのは、去年の 12 月 26 日に

総務省のほうから財政支援の改正要綱について出ておりまして、その中で一定の考え方が示さ

れて、それを受けて、29 日、多分道新さんが先行して報道を、具体的に金額を入れて報道した

ものというふうに考えてございます。それで、総務省のほうから具体的に金額はまだ聞いてご

ざいません。例えば、おおむね８割程度増しで考えていますとか、おおむね２割程度増しで考

えていますとか、その程度の話は流れてきておりますが、具体的な金額についてはのってきて

おりません。 

 それともう一つは、そこの部分でそれでは交付税がふえることでどうなるのかとなりますと、

当然これは見合いの分で町からの繰り出し分に反映する部分については、21 年度の中で清算す

るのかどうするのか。それについては、町の財政当局と考えていきたいと思ってございます。 

 それと、高額医療費の関係ですが、高医療費ですよね。これは国保の関係でございまして、

国保の安定化市町村、これが昭和 63 年以来、もう 20 何年間ずっと指定されたままになってご

ざいます。この計画の中身につきましては、町民課のほうの国保のほうで計画をつくることに

なろうかと思っています。その中で病院として果たせる役目等がございましたら、それはその

中で一応果たしていきたいなと。私どものほうでこの高医療費対策をどうするこうするという

ことにはちょっとなりませんので、まず第１義的には国保のほうで計画を立案させていただい

て、それについて協力をしていくというようなことで考えてございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。ほかに。及川委員外議員。 

○委員外議員（及川 保君） 及川です。４点ほどお伺いしたいなというふうに思います。 

 一つは、これは大変大きな問題、病院経営といいますか、運営に関しては。これはお医者さ

んの確保。先ほど来、各委員の中からも出ておるのですが、小児科医師にかかわらず、医師の

確保というのは、国の制度もこれから変わっていくであろうと思うのだけど、それもかなり後

ろにずれ込んでいくのでしょうからね。やっぱりこのあたりがきちんとされない限り、25 年の

病院の改築も含めて大変なのだろうと。これはやっぱりきちんと確立していない限り、なかな

かきちんとしたものも出てこない。先ほど事務長のほうから医療機器も含めて、今までなかな

か更新できなかったということもありました。そんなことから、この医師確保をトップセール

スも含めて、何としてもやり抜いていかなければならない。確保する手だてを考えていかなけ

ればならないということが非常に大きな問題だろうというふうに一つ思いますが、どのように

考えているかお聞きしたいと思います。 

 それともう一つは、看護師の確保なのです。これは待遇改善を当然すべきだろうと私たちは

思うのですけども。ただ、病院だけ特別に給与の部分を上げるとか、そういう部分はできない

のでしょうから何らかの方法をやっぱり考えていかないと、看護師さんがどんどんいなくなっ

てしまうのではないかという心配を我々は持つのです。 

 それで、もう一つ。老健が４月から開設されます。このあたりの絡みも含めて、本当に大丈
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夫なのだろうかなと、こういう考え方を持っているのですけれども、どういうふうに対応され

ていくのか。それと、この老健施設も、病院とは直接かかわらないとしても、患者さんの確保、

初年度から確保がきちんとできるのかどうか。そのあたりもお聞きしたいと思います。 

 それから、先ほど事務長のほうから日翔の脳外科との連携のお話がありました。詳しい話を

ちょっとお聞きしたいのですけども、多分町立病院にかかった患者さんが脳外科のきちんとし

た検診が必要ですよというようなことで患者さんを日翔さんで診てもらいなさいと、こういう

意味のことを言っているのかどうか。ちょっとその辺が不明確だったのでお聞きしたいなとい

うふうに思います。以上、お願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、医師の確保ですけども、国の状況の中では研修医制度を

直しますと。多分、医学員の定員もふやしますということで、道内は 25 名くらい定員がいっぺ

んにふえますが、効果が出てくるのは 10 年後というふうに聞いています。非常に厳しい状況で

あることは間違いございません。それで今、25 年、建物を改築してもやっていただける医師が

いないということであれば、何のための改築だと、これは当然なりますので、そこについては、

お医者さんは免許持っていれば誰でもいいと、失礼ですけどこういうわけにはいきませんので、

一定の技術水準を持ったお医者さんをやっぱり確保するためには、道内の医局、医育大学の医

局とも関係性はきちんと持っていかなければならないと。まず、第一義的にそちらのほうにお

願いをして、それでだめであれば、次の手段として、ドクターの人材バンク、先ほども何回か

申しましたが人材バンク等々通じて、場合によっては短期でつないでいくしかないのかなと。

その中でこの先生ならいいなという方がいれば、それはそのままお迎えすればいいというよう

な考え方でやらざるを得ないなと。私どもの病院の病院風土にあっているのかどうなのか、私

どもが要求する医療ニーズにきちんと答えていただけるのか、そういうものを見ながら、そう

いったドクターバンクのお医者さんも必要であれば確保していきたいなとこういうふうに考え

てございます。 

 それと、看護師の関係ですが、これは本当、毎日、師長から何とかしてと。多分、新聞等の

求人欄を見ていただくと、結構、白老の町立病院、看護師の求人広告出ています。幸い、結構

出すと問い合わせは来ます。問い合わせは来ますが、残念ながら我がほうのニーズと合うか合

わないかというと、大部分の方が合わないというような状況も事実です。ただ、ひと頃ですと

募集広告を出してもまったく反応がないという時期が 18 年頃はありましたので、それから見る

とちょっと緩和されてきているのかなと思っています。ただ、若くて優秀な正看護師さんはな

かなか確保できないでいます。最近も 30 歳前の方、若 い方１名入っていただいて、今、２階で

活躍していただいていますが、そういう例ははっきり言ってまれなのかなと思っていますので、

そういう方に極力長くお勤めいただけるようなことも配慮しながらやっていきたいなというふ

うに考えています。 

 それと老健の関係でございますが、老健につきましては、町立病院の看護師の中から今の予

定では５名は病院事業から老健会計のほうに移すということで人選等を進めてございます。人
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選等につきましては、看護局の、看護師長の意見も聞きながらやっていきたいなとこのように

考えています。 

 それと、老健の患者さんは大丈夫かということですが、想定では 90％以上の病床の回転率を

見込みながらやってございますが、一気に 90％埋まるということは多分ないと思ってございま

す。職員の訓練も４月１日にいきなり何十人もというわけにいきませんので、現状で３階の療

養病床に入院されている方で介護度がきちんと出ている方、おおむね 10 名前後をまず３階の療

養ベッドから老健施設へ移っていただいて、徐々に組織として体慣らし、基礎的な訓練等もや

りながら徐々にふやしていきたいと思っています。ただ、今の状況でいいますと、この老健に

入られる方が、条件等が余り身体的に条件のよろしくない方。ということは、例えば胃ろうを

つくっていましたり、胃に直接食べ物を入れるだとか、常時、喀たんの吸引をしなければなら

ないという、結構医療的な手間のかかる方が対象になっています。それで、ほかの民間の老健

施設の中で、正直言って余り歓迎されていない患者さんが、多分うちの病院で面倒をみさせて

いただくのかなということになってきますので、そういうある程度ちょっと重症な介護度の４

とか５とか高い方の多分専用の老健になっていくだろうなと考えてございます。ある程度体の

自由きく方は民間のところでみていただければいいのかなと。ただ、それ以上はやっぱり医療

の手間隙かかる、あるいは突発的に、例えばお年寄りですから急に心臓とまるとか、そういう

ことも当然ありましょうから、そういった場合はすぐ３階から２階に、すぐ医療に移せるとい

うような状況も整っていますので、そういった意味では非常に多分心強い老健になっていくの

かなと。私としてもなってほしいなと思ってございます。 

 それと、日翔病院で協力をいただいて脳外科の外来の関係でございますが、基本的にはこう

いうことになっております。日翔病院の脳外科の先生が町立病院の外科のブース、これは木曜

日午前中休診になっておりますので、そこで診察をしていただいて、必要であれば日翔病院の

ほうにそのまま脳外科のほうで転送をするなり何なりの処置をすると。あるいは、日翔病院で

手術を受けられたりして、予後の管理、退院したけども月に１回、２カ月に１回診察いらっし

ゃいと、それをわざわざ日翔病院に行かなくても町立で済みますよとこういうような形になっ

てございます。なお、これと同じような形が、水曜日の午後、登別の厚生年金から小澤先生が

お見えになっておりまして、基本的にはその小澤先生が自分のところで診察をされて、場合に

よっては厚生年金に入院していただいたり、そこで手術をしていただいて、そういうこともあ

りますので、それと同じような形になりますので、日翔病院で特に今まで脳外科にかかられて

いた方も、わざわざ日翔病院に行かなくても済むとこんな状況になってまいりますので、そう

いった面では町民の利便性はふえる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） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  大渕です。ちょっと何点かお尋ねしたい。一つは４ページの経営効

率化にかかわる計画というのがございますけれども、今もちょっと質問あったのですけども、

例えば老健の関係のものというのは、この収入の、医業収益や医業外収益のその他の中に入っ

ているのかどうかということ。この中でそこの位置づけがどういうふうになっているのかとい
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うことです。中身はわかっています。 

 それからもう一つは、一般会計からの繰り出し基準に明確になっていると。これは後ほど数

字的に明らかにする云々と、さっきお話あったのだけれども。これは、その他の他会計、医業

収益、医業外収益の他会計負担金の金額、これがトータルの金額なのかどうか。そこがここに

反映している数字なのかどうか。 

 それともう一つは、資金不足比率のクリアの部分で基準外繰り出しの関係で不良債務解消分

として繰り出しというのがあるのだけれど、この部分ですべて不良債務部分はクリアするとい

うことになるのかどうか。それと、今の町との関係がどういうふうになっているのか。財政的

に他会計の繰り出し基準の関係と老健との関係が財政的にどういうふうになっているのか、ま

ず一点伺いたいと思います。 

 もう一点。健診を強化して主にあげるのだよというような方向がございましたけれども。先

ほどもちょっとあったのだけど、お医者さんの見られる人数だとか、仕事の量だとか、それと

のバランスで、例えば前はお医者さんを臨時で雇わないとだめだよというようなことがありま

したよね。今回それを強化することによって、それから、お医者さんにうんと働いてもらう。

働いてもらうって、合意の上でですよ。やれというのではないよ。そうではなくてやってもら

う。例えば、ほかの病院なんかに行った場合は 30 分早く出てきてやるとか、そんなことありま

すよね。そういうことを患者数を見たり、仕事の量の問題と健診、入院施設のかかわり、ここ

ら辺がどういうふうに我々がわかりやすく理解するにはどうすればいいのか。そこら辺がよく

わからないから、お医者さんが余り仕事していないように思ってしまったりするのだけど、そ

うではないよと。できる範囲というのはここまでなのだよという話がありましたよね。そこら

辺ちょっと健診をふやすということになれば、どういうお医者さんの回しでふやすことができ

るのか。そこら辺もうちょっとわかりやすく説明してください。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、老健分がこの収益に入っているか、入っていないか。こ

れは入っていません。老健分につきましては特別会計をつくりまして、特別会計の中で出し入

れをしてございまして、この中に老健分の売り上げだとか、費用だとか、こういうようなもの

は入ってございません。そういう状況になっています。21 年度の老健会計の担当についても、

今、特別会計のほうで検討している状況でございます。 

 それと先に健診の関係ですが、医療法に基づいて、外来患者さん、それと入院患者さんの数

については制限があります。お医者さん一人で一日何人見られるか。まず一つは、現在この健

診のためにお医者さんを１名確保しております、別に。苫小牧の一般の開業医のお医者さんを

１名確保しておりまして、ドックだとか、企業健診専門に対応していただいております。元大

昭和製紙の診療所にいた田辺先生に来ていただいて、午前中問診等にあたっていただいており

ます。それが一つ。 

 もう一つは、入院でも外来でもありませんので、この分については多少の外れはあります。

ただ、物理的に今いるお医者さんがどうかこうかということはちょっとありますけども。それ
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以上に、実はエコーだとか、心電図の検査がちょっとボトルネックになっておりまして、そこ

の部分のスタッフを拡充すると一日相当数できるようになりますので、そういった意味でも医

療スタッフを確保したいということになってございます。そんな状況です。 

 それと、繰り出し金含めての関係でございます。収入の中で他会計負担金、これは３条予算

の部分と余剰予算の部分がございます。それで、この中に繰り出し基準に合致したもの、です

から、何ページですか、たしか表があったと思うのですが 11 ページから 12 ページにかけて、

若干この金額等については、21 年度の当初予算で今、組んではございますが、先ほど交付税の

関係等も出てきますが、今、予算査定の中でこの実績な金額について、今、理事者サイドと交

渉している最中でございます。確定次第、病院の予算として、一般会計の繰り出し基準からい

うとこれだけの金額というような形の中で整理をさせていただきたいと思ってございます。 

 それと、12 ページの基準外繰り出しの中で一部基準内に入ってくるものも出てくるというふ

うに考えてございます。この辺についても、今、財政当局と詰めをしておりますので、最終的

には基準の繰り出しと基準外の繰り出しという形の中で額については整理をさせていただきた

いとこのように考えてございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 基本的にはわかりました。それで、例えば老健の場合、お医者さんが

一人、担当の医者というの、わからないけど、そういう人の収入というのは、この中に、こち

らのほうに入っているのかどうか。それで、老健で 90％の回転率になれば、一定限度の収益が

あるわけでしょう。そういうものがこちらとの連携でプラスになるというようなお話がありま

したよね。それはどういう形で、単なる、会計別だよ、だけど、こういうことでと。例えばエ

レベーターが共用できる、暖房も共用できる、水も共用できる、そういうことがすごいメリッ

トになっているわけでしょう。それは病院との関係でどういうような整理をするような考えな

のかということが一つ。 

 それから２つ目に、早い話が入院患者と外来の人が来たと、それ以外で例えば健診が来たと

きにすごく混んだと。外来の人がいないと、そうしたら、今いるお医者さんがそこを手伝いに

来てはだめだということになるのか。そこら辺がよくわからない。だから、もうちょっと例え

ば、予約していたけど来なかったら、20 分あったら、そのときに健診やったほうがいいのでは

ないだろうかとか。そういうことはだめなのかどうか。そこら辺がよくわからないから、何か

すっきりしないのです。だから、そこら辺がどのようになるかと。 

 それから、他会計繰り出し金についてはこれからもうちょっと詰まって、数字としてはまだ

全部固まっていないというような理解でいいですか。以上。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 基準の中身については、まだ町長と財政サイドと協議をしてい

る最中でございますので、まだ固まってございません。 

 それと、老健の例えば費用の部分でいいますと、どんなぐあいにやるかということを具体的

に言ったほうがイメージ沸くと思いますのでお話ししますが。職員が専任に置かなければなら
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ないのは、看護師とヘルパーぐらいなものです。あと、施設長は院長が兼務いたします。例え

ば院長の給料をどうするかということになりますと、例えば院長の給与の部分を、仮に、老健

を半分、病院を半分とします。そうしたら、病院の会計のほうで半分をもって、残った半分の

部分を院長の給料の負担金として、特別会計から病院会計にもらうと。例えば光熱水費だとか、

様々な清掃の委託料だとかいろいろありますが、そういった費用も面積だとか、その要件に応

じて病院に負担金として特別会計からもらうという形をします。そうすると、その分、うちで

出す費用の部分が浮きますので病院の経営としてはプラスになるというものになります。 

それともう一つは、ヘルパーさんの分と看護師の分が病院会計から、人件費から上にいって

しまいますので、そうすると、医業収入は変わらないけども、そういった人件費が浮くという

ことになりますので、病院としては経費が助かるとこういうことになります。そういうような

やり方をして、極力病院会計に負担をかけない形で、なおかつ老健だけは黒字に持っていきた

いと。それで、今の試算でいきますと、多分今年度の 21 年度の予算にはまだ介護報酬のアップ

の部分は反映させていませんので、うまくいくと、上手にやると少し黒字幅がふえてほしいな

と。できるだけ黒字の幅を大きくするような形でやっていきたいなと。もし、それであれば、

当然積立金として積んで、新しい施設をつくるときにそこでまたいろいろな設備を買うなり、

追加工事を行うような形で財源として確保できればなと思ってそういうふうに考えています。 

 医者は、今は健診のお医者さんがいるものですから必要はありません。それで、健診のお医

者さんが確保される前はやっていました。それは間違いなくやっていました。それは、例えば

インフルエンザの問題でも、うちの常勤のお医者さんがやるか、やらないかは別にしても空い

ているお医者さんにお願いするような形で健診の対応はしていますので、そういった面ではま

ったく問題はございません。医療法にはまったく引っかかりませんので、そういったやり方を

しながら、患者さんに迷惑をかけないようなやり方をしてございます。それとか、人間ドック

でも、各お医者さん方に割り振って、通常の診療日の中でこの日は１名先生持ってください、

この日は２名持ってくださいと、こういうような形でやっていた時期もございます。まったく

問題なくやっております。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。一言だけ。この中にはさっき言った老健のものは反映して

いるかどうか。 

 それと、もう一言。今の話で、例えば本当に混んだら、予約が企業からどっとあったら一番

いいのだけど、そういうことがあったときに、その一人の健診のお医者さんでは間に合わない

ときは、今のお医者さんに手伝ってもらってやるということはできるということですね。やっ

てもいいということですね。それだけ。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） まず、健診はそういう形でということで、どうしても企業等の

要望があれば、それはお手伝いをしながらやっていただくというふうに考えてございます。 

 それと、今、老健の絡み言いました、そういった分の費用の負担をもらう分については盛り
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込んでございます。 

○委員長（玉井昭一君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 繰り出し金の関係ですが、新財政改革プログラムで計画的

に繰り出ししますよという金額がございますよね。特例債含めて、特例債に関する返済分 7,500

万円程度になりますけれども、こういったものはすべて織り込み済みです。そこはどこで見る

かというと、特例債に関して言えば、資本的収支のところで見ますし、それから、一般的に賛

助予算の部分について言えば、その他の会計負担金がここに出ていますが、その部分で見てい

ますよとこういう形になります。細部分かれていますので、詳細については後で委員のほうに

はお見せしたいというふうに思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほか。近藤委員外議員。 

○委員外議員（近藤 守君） 今、いろいろ伺ってソフトの面といいますか、そちらのほうは

わかったのですけども、例えば老健と併設する場合に、玄関であるとか、エレベーターである

とか、いろいろなものが共用できるという話ですけども、それ以外に、お金のかかる設備の改

善といいますか、建物の改善というのはないのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 端的に言いますと、リハビリ関係をやりますので、今の病院の

外科の横に針灸マッサージ師がいて、理学療法をやっているところがあるのですが、そこをや

っぱり若干改造をしまして、新たに設備を入れて、リハビリのためのいろいろな器具を入れて

やるために、設備をやっぱり改修するのが１点でてきます。 

 あとは３階の部分で老健にするために壁を直したり、断熱工事やったり、様々なことをやり

ますので、そちらは従前 1,500 万円の中で全部面倒みたいというふうに考えてございます。大

きく分けて共用の部分で出てくるのは、リハビリのところぐらいかなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほかはございませんか。西田委員。 

○委員（西田祐子君） 11 ページの給与水準の適正化のところでお伺いしたいのですけど、こ

こで最後のところに、適正な給与水準への復元も検討していくと書いている、復元と書いてい

るのですよね。確か前にほかの議員さんから、役場の一般職の事務職の人たちとは別に、医療

スタッフというのは新たな基準を設けてしていかなかったら、看護師確保というのは難しいの

ではないか、医療スタッフの確保をしていくためにもそういうようなものをというふうにお話

あったと思うのですけど、今回はそれがここの中に盛り込まれていなかったのですけども、そ

れはなぜなのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 同じ話を、実は総務課長にされております。これは一応、案で

すから、そこの問題も含めて、今、当然、財政改革プログラムのいろいろを検討する中で医療

職の給与水準が 20％何とかの前に、給与水準だとか、給与体系そのものがやっぱりこれでいい

のかということも本来、論議ありました。それで、これについても、やっぱりきちんと見直し

ていかないとだめでしょうということもありますので、ここの文言が最終的にこのままなるか、
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これはまた持ち帰りまして検討になりますけども、少なくともここの部分に関していうと、給

与体系のあり方も含めて検討をし、ということの文言も多分入ってくるのだろうなというふう

に考えてございます。必ずしも前の水準に戻せばいいということではないというふうに現在は

考えてございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほか。松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 今、いろいろお話を聞いていたのですが、病院を建てかえるにしても、

建てかえないにしても一つの病院の中で特別会計をつくるわけですよね。 

 それから、先ほど事務長の話を聞くと、うまくやるような言い方をしているけども、例えば、

私は特別会計ではなく、一本の会計にすれば老健に看護師が必要なとき行けばいいし、それか

ら、老健の手が余ると下へ来ればいいし。私は、この次の建てかえのときも含めて随分不透明

なものが出てくると思うのです。貸し借りも出てくるだろうし。ですから、これで果たしてう

まくいくのかなと思っているのだけど、結果的には不信感が随分出てくるのではないのかな、

後から。私はその懸念を一番心配するね。どうなのでしょう。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 松田委員おっしゃっている話も実はうちの内部でももう出てい

ます。しかし、会計の問題については、これは如何ともしがたいところがありまして、あとは

実際の運用の中でどうやって垣根をつくらないで、仕切りをつくらないでやるかということに

もう現時点では心を砕くとしかちょっと言いようがないかなと思っています。一つの施設の中

でやっぱり２つの施設が動いていくような形になってきますので、実態としてはかなりの部分

で臨機応変に、事務長が最終的には統括になりますので、事務長と室長ときちんとそごのない

ように運用しながら、今指摘された問題が起きないように検討していきたいと言うしか今はご

ざいません。そこのところについては、十分に懸念をしながら、そういうことも当然、危険性

あるぞということも念頭に置きながらやっていきたいとこういうふうに考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） どう考えてみても、事務スタッフだって一つでしょう。３階へ昇るエ

レベーターと２階まで使うエレベーターの使用だってある。トイレの使用だってある。見舞い

に行く方々のいろいろなことだってある。費用だよ、費用。そういうことを考えると、私は果

たしてうまくいくのかなと。ただ、後から不信感が私は随分出てくると。それで、特別会計つ

くる以上は、お互いに共存共栄、競争もするわけですよね。片一方黒字にして、片一方赤字に

なると。ここの問題だって大いに出てくるような気がするのです。ですから、やっぱりそこを

よっぽどうまくやらないと。病院の中の不信感もそうだし、医者の中も不信感も、看護師の中

の不信感も出るし、ましてや町民にも不信感出てくる、随分出てくるような気がするのだけど。 

 それから、もう一つ。この入院患者の保証人です。病院の入院する方の保証人がきちんとし

なければだめだと。未納を防ぐために。これも今、高齢化になって一人しかいない人いっぱい

入院しますよ。何を保証人にするの、こういう厳しいことをやって。こういう問題も出てくる

だろうし。ここのところは確かに厳しくしなければだめだし、こういう問題も私は、誰も保証
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人になる人いなかったら入院できないのかなと思うし。この辺もきちんとやっておかないとな、

と思うのですけど。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 松田委員が指摘された懸念されている件も、私も実は思ってい

ます。そこのところは相当やっぱりうまくやらなければならないだろうなと思っています。そ

のためにはやっぱり職員一斉に３階に上がっていって、実際の仕事をされる職員、それから、

正職員もいますし、ヘルパーさんのように臨時の方もいますし、あと、ケアプランをつくる方々

とか様々な職種の人が集まって３階でまたやります。そこと医療機関の部分と、端的にいうと

２階の部分とやっぱり連携がきちんと行かなければならいと。当然、院内の中で２階と３階の

連携する、きちんとしたシステムをつくらなければ多分ならないだろうなと。それには、一つ

は、今、案として考えているのは、２階の一般病床から３階の老健に上がる協議機関みたいな

ものをつくって、その中で打ち合わせ含めて連携をしながら、この人はこれこれ、こういう状

況で、こういう家庭環境で、こうです、ああですというというようなことも情報をお互いに提

供しながら。当然、上から下に下ろすことだってありますので、そういったこともきちんとや

れるように、お互いに情報を掴めるようにして。それは、そういったシステムづくりにも心を

配っていきたいなと思っております。 

 それと、保証人の話です。もう人ごとではないです。現実問題としてやっぱりそういう方が

もうぼちぼち出てきています。結局、最終的には保証書に判を押してくれても、いや息子は東

京にいます。この間は仙台の方がいて、結局その息子さんのほうにお電話をして、本人である

ことを確認した上で、お母さんの入院保証人に息子さんなっていただけますか、いただけませ

んかと。それは、保証書の欄に、こういうことで聞き取りをしましたと。何年何月何日、誰々

が聞き取りしましたという形で最終的には保証書をつくらせていただいたような。こんなこと

もありますし、状況によっては、まったく天涯孤独になってしまっている方もいますので、そ

のときにはもう仕方がないだろうなと。ただ、公立病院として、保証人がいませんから受け入

れませんなんていうことは当然できないというふうなことはありますので、ケース・バイ・ケ

ースで患者さんには迷惑のかからないようにきちんとやっていきたいとこのように考えていま

す。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほか。斎藤委員外議員。 

○委員外議員（斎藤征信君） ネットワーク、すみ分けの関係で伺っておきたいのですが。例

えば、救急医療というのはここでやって、そして、二次、三次が苫小牧の大きな病院に行くと

いうのが方向としてはそのとおりなのですけど。今までの状況からいって、真っすぐ苫小牧の

病院に行きたいと言っている人もかなりの数でいるわけです。そういう人たちがそのまま王子

だとか市立病院に行って、逆に今度はそこで見てもらって、後で町立病院のほうで面倒をみる

と。こういうような関係のものというのは出てくるのか。それは全部切ってしまって、あくま

でもここでやって、そして、二次、三次だけが向こうは受け取ると。こういうような形にもう

はっきりなるのか。この辺の流れというのはどういうことになるのかということが一つ。 
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 それからもう一つは、白老の民間の診療所との連携という形で今でも応援していただている

部分というのはあるのでしょうけども、今後どういう形でそれが発展していくのか。民間の診

療所の役割ということもふえていくのかどうなのか。そのあたりはどういうふうに考えておら

れるか。 

○委員長（玉井昭一君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 最初のほうですが、医療機関とのやりとりはもうやっています。

逆に王子で一次で見てもらって、やっぱり町立に行きなさいというケースもあります。ですか

ら、それは患者さんの希望もありますけれども、医療機関としては、うちから送るものもある

し、向こうから送られてくるものもあるし。向こうで手術が終わって回復期に入って、近場の

病院のどこかに移りたいのですけど、と言ったら、大体王子さんあたりですと在院日数が厳し

いですから、そろそろ次の病院探してくださいというような話もあるように聞いていますので、

そうしたら町立病院どうですかという話も当然出てきますし、受け入れも当然やっています。

それは、医療連携室の中で患者さんのやりとりをやっています。 

もう一つは例えば、救急車でまっすぐ王子へ行って、今後の治療継続は白老の町立病院でと

言われましたとうちの病院に来られる方もいます。それは、患者さんの状態だとか希望等に応

じて、もう既にやっているということになります。 

 もう一つは流れとして、救急だけの部分でいうと、二次、三次をどうやってつないでいける

か町立病院でまず見ましたと、これは状況悪いよと。そうするとダイレクトに、もっと高度な

救急救命センターに送らなければならないというケースも当然出てきますので、幸い今のとこ

ろはありませんけれども、うちから王子病院に送った患者さんがヘリコプターで札幌医大に入

ったとか、そういうケースもありますので、それはきちんとそういうネットワークをつくりな

さいよということで、今、一生懸命努力をしているとこういうことになります。 

 それと、町内の民間医療機関さんとのかかわりの話になりますが、なかなか成果といいます

か、目に見えた形で町立病院とのかかわりというのはなかなか一般の方には見えないのかなと

思っています。例えば生田さんとか、リハビリさんとか、藤田先生のところは余りやりません

けれども、私どもの病院のほうに転院をさせていただきたいという形で結構来ておりますし、

リハビリさんの中でも内科系統の患者さんで、うちはたまたま田中先生という呼吸器科の先生

がおりますので、呼吸器科の先生に見てくださいということで、ほかの病院からお見えになる

ケースもありますし、そういった通常の診療の中でも連携は一応とってあります。ただ、例え

ば、もう少し広げて町立病院の当直をお願いしますとか、交代制で夜間の救急をやりませんか

ということについては、まだまだこれからの話し合いかなと思っています。これについても地

域の中でお医者さんがどんどん少なくなってきますので、民間さんは民間さんでやっぱり一生

懸命になってもらっていますので、そこの部分は余り強制できないのかなと思っています。で

すから、うちの病院の中で極力、当直のお医者さんをほかの医大とかそういったところから確

保をして、救急だけは守っていきたいなとこう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、ございませんか。ないですね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） なければ、以上で産業厚生常任委員会を終了いたします。ご苦労さ

までした。 

（午後 ３時２４分） 


