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パブリックコメント　　

定後に実施に向けて民間医療機関との連携も含めて準備を進めて行きたいと考えております。今

後につきましても、見直しできるものは直ちに着手し２つの町立病院を1つの「公器」と捉え効率

的に運営してまいります。

るのではないかと思う。 を策定しております。

■三石だけじゃなく、静内病院も赤字額が多いので、見直し出来ることは見直しして運営すべきだと ●町としましては、三石国保病院の老朽化に伴う建替に併せて無床化のご提案をしているところ

思う。今まで何も対策しないで税金を使ってきたのかと疑ってしまう。 です。静内病院への入院病床集約と在宅医療への早期実施につきましては、今回の改革プラン策

5 ■これからますます高齢化が進む中で、在宅医療をやる事はいいと思う。 ●新ひだか町新公立病院改革プラン（案）では、静内病院及び三石国保病院２つの公立病院にお

■このプランでは三石国保病院の建替に併せてやろうとしているが、今からでも進めて、早く入院病 いて地域住民に対し持続的に医療を提供するために、経営面を含めて運営体制や今後の在り方に

床を静内病院に集約して無床化した方が、チラシに載っていた医業収支の赤字額を減らすことが出来 ついて、さらなる抜本的な改善・改革が必要なことから、様々な面から総合的に検討してプラン

　

っかりしていればいいのではないかと思います。 化後に三石国保病院をかかりつけ医として在宅医療を受けられます患者様におかれましては、24

時間３６５日救急対応可能となるように在宅医療の構築を進めて行きたいと考えており、２つの

町立病院を効率的に機能分担していきます。

ると思います。このプランだと、三石国保病院では入院出来なくなりますが、新築して病院は残るの を策定しております。

であれば、今と変わらず外来を受診することが可能だと思うし、いつ何時入院するかわからない時の ●三石国保病院が無床化となった場合の急患の受入れは、救急告示病院であります静内病院、日

ためだけに入院病床を残して、税金をかける方が無駄だと思います。緊急の救急時のときの体制をし 高徳洲会病院、浦河日赤病院での救急外来を受診することになります。また、三石国保病院無床

4 ■町の病院改革プランに賛成します。 ●新ひだか町新公立病院改革プラン（案）では、静内病院及び三石国保病院２つの公立病院にお

■公立病院は町民の健康と生命を守るために、ある程度の税金がかかることは仕方ないことと思いま いて地域住民に対し持続的に医療を提供するために、経営面を含めて運営体制や今後の在り方に

すが、このまま赤字が増えてしまうと、他のことが何も出来なくなり、最悪は財政破綻まで考えられ ついて、さらなる抜本的な改善・改革が必要なことから、様々な面から総合的に検討してプラン

を策定しております。今後につきましても、２つの町立病院を効率的に機能分担し、町民の皆さ

まが安心安全に必要な地域医療を受けることが出来る病院運営を進めてまいります。

病院を残すならば、集約できるものは集約して、効率良く運営しなければこの先成り立たない。いつ いて地域住民に対し持続的に医療を提供するために、経営面を含めて運営体制や今後の在り方に

までも、病院にだけ多くの税金を使っている場合ではない。 ついて、さらなる抜本的な改善・改革が必要なことから、様々な面から総合的に検討してプラン

あると思う。 関を無くすことは全く考えておらず、従来の外来機能に併せて新たに在宅診療とニーズを踏まえ

3 ■合併した町だからしょうがないが、同じ町に２つも町立病院は必要無いと思う。どうしても２つの ●新ひだか町新公立病院改革プラン（案）では、静内病院及び三石国保病院２つの公立病院にお

と思う。 おり、また専門外来の新設においては、若い世代の受診動態なども含め検討していきたいと考え

ており、高齢者の方はもちろん若い世代の方のケアもしっかり行い、町民の皆さまが必要な医療

を地域で受けることが出来る診療体制を目指します。

■あまり三石国保を利用しない人が割を食っているので、若年層でもかかりやすい病院になればいい コミュニティバスや現在町で検討している公共交通網の構築と併せて検討していきたいと考えて

■入院病床を静内に集約したとしても車だと３０分程度で行けるので、バスまたは代替の交通手段や ついて、さらなる抜本的な改善・改革が必要なことから、様々な面から総合的に検討してプラン

■人口減少が続いているが、若い世代をケアしていかないと先細りになってしまう。病院として高齢 た専門外来の新設と老朽化した建物の新築を想定しております。

者のケアはもちろんしていくと思うが、若い世代のケアも将来の投資として行ってほしい。 ●入院病床を集約した場合には、物理的に移動時間はかかってしまいますが、現状の医療バス、

何らかの手当を出すなど考えていけばいいと思う。 を策定しております。

■三石国保の入院病床を無くすのであれば、若年層向けに小児科を置くようなことを検討する方法も ●町としましては、三石国保病院の無床化についてご提案しておりますが、三石地区から医療機

と考える。（重要）地域医療の充実、医師の確保（産科等）、財政の健全執行。 　

■おらが地域の医療として考えるのではなく、全地域新ひだか町としての医療の在り方を住民も考え、

2 ■三石国保が新しいきれいな建物になって、薬もちゃんと出る病院になれば、それで満足する人もい ●新ひだか町新公立病院改革プラン（案）では、静内病院及び三石国保病院２つの公立病院にお

っぱいいると思う。 いて地域住民に対し持続的に医療を提供するために、経営面を含めて運営体制や今後の在り方に

町の示したプランに協力し、健全な医療を目指すべきと考える。

■改革プランにのっとり、充実した町立病院の経営に取り組み赤字を削減していくことが重要である まが安心安全に必要な地域医療を受けることが出来るように努めて参ります。

■現状に鑑み、改革改善が是非に必要と痛感する。 いて地域住民に対し持続的に医療を提供するために、経営面を含めて運営体制や今後の在り方に

■静内、三石の両病院の一体化が必要（二重経費の削減） ついて、さらなる抜本的な改善・改革が必要なことから、様々な面から総合的に検討してプラン

■三石国保は外来を充実し、病床は静内病院で入院治療を充実させ一体化を図ることは望ましい。 を策定しております。今後につきましても、２つの町立病院を効率的に機能分担し、町民の皆さ

№ 該当ページ・行 いただいたご意見 いただいたご意見に対する町の考え方

1 ■町立病院（静内・三石）の推移、現状、課題が明確でよく理解することが出来た。 ●新ひだか町新公立病院改革プラン（案）では、静内病院及び三石国保病院２つの公立病院にお
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　経営数値目標

　現状の課題

さない高齢者などに手厚い医療が受けれることを希望します。

築して静内病院と連携して患者を受け入れする。今現状に合っていると思います。過去、学校新築な まが安心安全に必要な地域医療を受けることが出来る病院運営を進めてまいります。

ど住民の要望により建てられましたが、数年で廃校になり、多額の借金が残りました。将来の見通し

が甘いと思います。町の将来、住民の将来の為にも、病院改革プランを実行してほしい。借金を増や

た。賛成です。子供や孫の世代、それに続く将来を考えた時、多額の借金を残したくはありません。 いて地域住民に対し持続的に医療を提供するために、経営面を含めて運営体制や今後の在り方に

■実際、入院患者、外来患者も減少しています。高齢者も増えています。医者や看護師不足、三石病 ついて、さらなる抜本的な改善・改革が必要なことから、様々な面から総合的に検討してプラン

院の老朽化問題を改善するにはとてもいいプランだと思います。三石病院も無くなる訳でもなく、新

経営面も含めて運営体制の抜本的な改善・改革を行うことを考えております。

幅な利用率の向上は見込めるのか。医療スタッフを増加することによる収支の悪化を懸念する。民間 た改革プラン（案）の方向性を町民の方々にお示しし、ご意見を頂戴しているところでございま

に任せるところは任せるべきで、行政は全体を見てはどうか。三石病院の在宅医療の見通しや財政負 す。改革プランに係る５年間の収支目標等につきましては、いただきましたご意見等も踏まえ、

　住民に対する説明は丁寧にするべきだ。 ●一般会計からの繰入金については医業外収支となるので、町民及び地域説明会説明資料に記載

Ｐ２７ ■数値目標に示せないプラントは一体何なのか。静内病院、三石病院の数値目標として示すことは出 はございませんが、総務省通知の繰り出し基準等に基づいた一般会計からの繰入れを行うことは

来ないのか。姿の説明はあるが、想定される数値を示さないのはなぜか。 出来ますので、改革プラン（案）「第５節　一般会計負担の考え方」で記載しております。

Ｐ１２

していかなければならないと考えております。ご意見のとおり独居や高齢者の多い地域の実情を

踏まえ、老朽化した三石国保病院の新築建替に併せて静内病院に入院病床を集約して無床化し、

三石国保病院をより身近な「かかりつけ医」へと転換することで継続した病院運営が可能となり

見込まれます。そのため、両病院機能の役割の明確化と民間病院等との連携強化を進めていく方

向性をプランではお示しさせていただいております。また、医療スタッフの確保が困窮していく

中で、今後におきましては、二つの病院を１つの公器と捉え、集約化や効率化を更に進め対応を

Ｐ１９・第５節 ■地域説明会では無かった一般会計からの繰入金の記入はここで？ せていただいております。

9 Ｐ５・第４節 ■経営強化プランの目的 ●新ひだか町新公立病院改革プラン（案）の策定にあたりましては、町立病院に求められる医療

　プラン策定に先立つ地域医療全体の見通しが示されていない。静内病院、三石病院をどのようにす 提供体制等について、町内医療機関へのヒアリングを実施しており、各医療機関から頂いた要望

　るかは、地域全体の医療体制の検討が欠かせない。そうした視点の無いプランは実際的ではない。 や地域医療構想との整合性も図りながら、地域において町立病院として求められる内容を整理さ

担はどのように考えているか。独居、高齢者が多い地域の実情を深く検討すべきではないか。 詳細について精査し、お示しして参りたいと考えております。

●将来推計人口から新ひだか町の人口は減少を続ける中、高齢化が今以上に進むものと考えられ

ますので、人口減少と高齢化を鑑みましてもご指摘のとおり医療需要は今後減少していくことが

■その通りだと思うが、人口推計が示す通り、２４年後には人口が半分になる。静内病院の病床の大 ●現在の新ひだか町新公立病院改革プラン（案）の作業進捗状況といたしましては、町が検討し

ら総合的に検討してプランを策定しており、ご意見のありました静内病院を止めて、三石一本化

する考えではなく、２つの町立病院を効率的に機能分担して地域住民に対し持続的に医療を提供

していきたいと考えておりますので、ご理解願います。

床化後に三石国保病院をかかりつけ医として在宅医療を受けられます患者様におかれましては、

２４時間３６５日救急対応可能となるように在宅医療の構築を進めてまいります。

●今回のプラン策定にあたっては町内の患者様の受診科目や受診動態等を踏まえて、様々な面か

改革ではなく改悪です。静内の病院を止めて、三石一本化する考えはないのでしょうか。 た専門外来の新設と老朽化した建物の新築をご提案しております。

●三石国保病院が無床化となったとしましても、急患の場合は救急告示病院であります静内病院、

日高徳洲会病院、浦河日赤病院での救急外来を受診することになります。また、三石国保病院無

8 ■三石地区唯一の病院を無床化することに反対いたします。休診の際、患者が死亡若しくは重篤な状 ●町としましては、三石国保病院の無床化についてご提案しておりますが、三石地区から医療機

態になった場合、もう少しで助かることも予測されますが、どう考えていられるのでしょうか。病院 関を無くすことは全く考えておらず、従来の外来機能に併せて新たに在宅診療とニーズを踏まえ

№ 該当ページ・行 いただいたご意見 いただいたご意見に対する町の考え方

■町民が安心して暮らせる町づくりを考えてほしい。まだまだ旧三石地区の住民との話し合いが足り 専門外来の新設と老朽化した建物の新築をご提案しています。本改革プランの内容につきまして

6 ■町立病院の現状を数字で見て、すごい赤字なんだと初めて知りました。今回の改革プランを見まし ●新ひだか町新公立病院改革プラン（案）では、静内病院及び三石国保病院２つの公立病院にお

は、今後も住民の皆さまにご説明をしてまいります。ないと思うので、積極的に話し合いに応じてほしい。

7 ■三石国保病院が無くなるのは寂しい気持ちでいっぱいであるが、せめて診療所でもいいので従来ど ●三石国保病院を有床診療所とし、病床を残す検討も致しましたが、三石国保病院を有床診療所

を策定しております。今後につきましても、２つの町立病院を効率的に機能分担し、町民の皆さ

行ける人はいいが、全世帯が車を持っている訳ではない。１人で住んでいる高齢者もたくさんいる。 高齢により車の運転が出来なくなった地域の世帯を見据え、新たに在宅診療とニーズを踏まえた

■平成３１年函館から５１年ぶりに生まれ故郷に戻ってきた。私の父母も三石病院に世話になって天 の構築を進めていきたいと考えています。

国に旅立った。２００６年の旧静内と旧三石両町合併について吸収合併ではなく、対等合併したと聞 ●町としましては、三石国保病院の無床化についてご提案しておりますが、三石地区から医療機

いているが、何でもかんでも静内に集約するのはおかしいと思う。車があって具合が悪くなってすぐ 関を無くすことは全く考えておらず、従来の外来機能に併せてご心配にあるように車がない世帯

おり入院ベットを確保していただきたい。なんぼ立派な病院改革プランを発表しても三石地区の住民 とした場合、看護師等の配置基準から現行と同等の人員が必要となります。無床化し在宅医療に

が賛同しなければ進まないと思うし、三石病院が無くなれば町全体が寂れていき、ますます過疎化が 転換することで、入院病床を残すよりも少ない人員数で運営が可能であり、収益が改善します。

進んでくる。 機能重複を避け病床を集約し、外来医療機能を堅持しながら、更に在宅医療をご提供できる体制
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Ｐ１０・５行

●町としましては、三石国保病院の無床化についてご提案しておりますが、三石地区から医療機

関を無くすことは全く考えておらず、従来の外来機能に併せて新たに在宅診療とニーズを踏まえ

た専門外来の新設と老朽化した建物の新築を提案しております。

●今ある両町立病院の医療資源をこれまで以上に連携を強化することで、それぞれの特性を活か

しながら効率的な運営を行うことを目指すことは必要であると考えています。町としましては静

内病院を止めて、三石一本化する考えではなく、新ひだか町全体を考え、２つの町立病院を効率

的に機能分担して地域住民に対し持続的に医療を提供していきたいと考えております。

●当然のことながら、静内地区でも訪問診療を実施する必要があると考えておりますが、人口動

態において高齢化が進んでいる三石地区から先駆的に実施したいと考えております。

いただいたご意見 いただいたご意見に対する町の考え方

●当該病床については、国や北海道の要請に基づき新型コロナウイルス感染症患者様の入院病床

確保のため、既存病床５８床のうち１０床を整備し、国の財政支援を受けながら令和３年１０月

より運用しており、これまでに多くの患者様を入院治療しております。

●病院個別の利用率につきましては、北海道においても公表していないことから、本町も公表は

差し控えさせていただきます。

●三石国保病院の手術室改修は、町民の要望により町が必要と判断し、議会の承認のうえ、平成

２５年度に本体工事を行い、平成２６年９月より本格稼働しております。

●稼働後の平成２６年度以降の手術件数は、次のとおりです。

●バーチャル病院構想においてインフラ整備は行われており、「静内病院」「三石国保」の情報

共有が図れる体制整備が行われています。今後は、地域包括ケアシステムの構築に向け運用整備

を検討してまいります。

●両病院ともそれぞれ個別の研修会等は行っていましたが、一体的な取り組みとはなっていなか

ったため、令和３年度より町立病院の組織体制一本化し、病院経営改善に向けて医事部門も創設

しております。今後につきましては、両病院が一つの病院として互いを補完し、情報等の共有を

深め、一体的な運営を進め職員のスキル等の向上図って参ります。

●新ひだか町新公立病院改革プラン（案）では、静内病院及び三石国保病院２つの公立病院にお

いて地域住民に対し持続的に医療を提供するために、経営面を含めて運営体制や今後の在り方に

ついて、さらなる抜本的な改善・改革が必要なことから、様々な面から総合的に検討してプラン

見が提出できないとのことでしたが、今回の件についてはあまりにひどい展開になっているため、あ

えて意見を提出させていただきます。

■医療機関の存在は、その地域に永住する覚悟を決める指標になります。今回のプランが実現すると

三石地区の過疎化はさらに進み、自分が生まれ育った町が衰退することを確信しています。

H30 R元

「新型コロナウイルス専門病棟１０床」

■新型コロナウイルスの対応の現状が在宅療養になった中で、どのくらいの利用率なのか。

■利用率の公表を希望する。

■Ｈ２５の手術室の全面改修、誰が必要と判断し、誰が許可したのか。改修後の手術件数は何件か。

■回答を希望する。

「全国的に様々なネットワークが構築されています」

■新ひだか町でも「バーチャル病院構想？」があったが、あれもネットワークでつなぐというもので

はなかったか？機能しているか？

■研修会や勉強会をしていないのかと反対にびっくりした。職員間の意識の問題ではないか。同じ町

を策定しております。

R2 R3

13件 30件 29件 24件 16件 17件 9件 33件

H28 H29

希望してから「静内の施設から３０分、山の方へは約１時間かけてやってくる」というのは論外。三

石の住民を軽く考えていることに心底腹が立つ。

の医療及び介護が支える「地域完結型」医療に重点を移していく必要があるとされています。」この

ことが必要であるのなら、町立病院の並びに訪問看護ステーションがあり、薬局やリハビリテーショ

ンができる施設、介護サービスも豊富な静内地区でこそ先駆的に実施してはどうか。人材確保も三石

地区よりずっとしやすいと考える。ちなみに三石で２４時間診療や訪問サービスが出来るとしても、

18 Ｐ１６・１２行

しかないため町立病院を残し、静内地区は民間病院が多数存在するため、そちらを利用するで良い。

静内地区と三石地区は距離があるため、１つにすることにこだわること自体が間違い。

■「従来の「病院完結型」医療から、疾病と共存しながら生活していく主とした高齢の患者を、地域

16 Ｐ１１・２８行

17 Ｐ１２・１８行

■「三石国保病院がカバーする医療圏は、新ひだか町三石地区のみと考えられます」そのとおり、地

域に根差した医療機関である。三石地区に医療機関は必要。医療機関が無くなると、三石地区在住者

の生命が脅かされる。

■「２つの町立病院」を「一つの公器と捉える」という結論が間違い。三石地区には医療機関が１つ

15 Ｐ４・２２行

何事もことを進めていただけますよう願っています。対等合併って虚構だったのですね。

■合併を推進した旧三石町職員はこの状況をどう思っているのでしょうか。とても情けなく腹立たし

いです。

■議事録（発信者、発言内容）をホームページ上で公開してほしい。 ●町民説明会においていただいた質問、意見に対する町の回答について、後日改めてＨＰで公開

■合併後の現在の旧三石町が寂れた状況をみると、合併自体が間違いだったと断言します。旧静内町

の方がトップを占めている新ひだか町の行政機関が、旧三石町に対して最大限の思いやりを持って、

いたします。

14

13 Ｐ２９・１９行

12 Ｐ２６・２１行

H26 H27

立病院でサービスの質が違うことが気にならなかったのか。

■２つの町立病院が協力し合う体制が全く取られていなかったのだとつくづく感じる。

■私は旧三石町出身者です。現在も親が三石地区に在住しています。新ひだか町在住者でなければ意

11

№ 該当ページ・行

10 Ｐ８・７行
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ております。

いただいたご意見に対する町の考え方

いて地域住民に対し持続的に医療を提供するために、経営面を含めて運営体制や今後の在り方に

ついて、さらなる抜本的な改善・改革が必要なことから、様々な面から総合的に検討して改革プ

ランを策定しております。

●ご指摘の「介護サービス事業の指定管理者制度の導入」改革プラン（案）の策定におきまして

は、医療・介護対策室が取り進めておりますが、多方面からの意見聴取や現状を分析しながら将

来的な町立病院の在り方を町の方針としてお示ししています。

●今回のプラン策定にあたっては町内の患者様の受診科目や受診動態等を踏まえて様々な面から

総合的に検討してプランを策定しており、三石国保病院の無床化についてご提案しておりますが、

●新ひだか町新公立病院改革プラン（案）では、静内病院及び三石国保病院２つの公立病院にお

いて地域住民に対し持続的に医療を提供するために、経営面を含めて運営体制や今後の在り方に

ついて、さらなる抜本的な改善・改革が必要なことから、様々な面から総合的に検討して改革プ

ランを策定しております。また、町立静内病院利用者アンケートにつきましては、病院の利用に

かかるもので、改革プランの内容にかかるものではありません。ご意見等につきましては、改革

プラン策定委員会及びパブリックコメントにより意見募集しております。

●改革プラン策定作業の中でも、町立病院の経営形態見直しについて、独立法人化や指定管理、

民間譲渡などにつきましても検討いたしましたが、患者様の受診動態や民間医療機関の医師の方

●新ひだか町新公立病院改革プラン（案）では、静内病院及び三石国保病院２つの公立病院にお

収支は期待出来ないが「地域に必要だから、町として町立病院を三石に設置する」という方向性にな

いただいたご意見

23 ■このような様式は、非常に意見を出しづらい。三石地区に多い高齢者なら尚更。行数まで求めるの

であれば、右端に行数を標記すべき。

●行数は必須と考えておりませんでしたが、分かりやすい様式にするよう心掛けます。

らないのか。何回も言うが、静内病院が無くなっても他に対応出来る病院があるから困らない。三石

には他に病院が無いからこんなに揉めている。「合併したから１つの町として考える」という机上の

話ではない。三石地区住民の生命の保証の問題です。

三石地区から医療機関を無くすことは全く考えておりません。

●町としましては、静内病院を止めて、三石一本化する考えではなく、新ひだか町全体を考え、

２つの町立病院を効率的に機能分担して地域住民に対し持続的に医療を提供していきたいと考え

22

■三石ではホームヘルパーがいなくなり、静内から派遣。利用回数が減らされた高齢者がいる。ショ

ートステイが機能していないため、在宅看護の基盤が崩れた。国の基準に達しない職員定数で退職も

出来ない職員に負担がかかるという状況になっている。高齢化が進んでいるということは、介護する

人も高齢化しているということ。このような脆弱な介護サービスしかない地域で、在宅医療の推進は

介護する側にとって非常な負担を強いることになる。

■そもそも、「家で診察」より、交通機関の確保や移送サービスの充実で医療機関に出来るだけ出向

く機会をつくる方が高齢者の生活にとって重要ではないかと思う。「町づくり」をどのようにしてい

くのか。その中で医療機関をどう位置づけるのか、医療・介護対策室だけで決めることではない。関

係する部門との連携はとれているのか。少なくとも、新ひだか町の介護施設に勤務していた職員は医

療・介護対策室長が変わっていないこと、今度は病院を介護施設のように住民にとって利用しづらく

するのではないかと危機感を持っている。

■小児科や産婦人科など収支の期待出来ない科をおいているということだったが、その考えでいくと

管理制度の導入の中で、気持ちの整理がつかないまま働いた職員、人生設計が狂った職員があまりに

もたくさんいる。現給保障は正職員だけであり、パートで働いていた人は対象外という説明をあえて

しない医療・介護対策室の姿勢は不信感しか感じない。早急に指定管理制度を導入した結果どうなっ

ているか。

21 ■医療・介護対策室の考え方について。町民説明会で「ホームの職員にはずっとではないが、現給保

障をしていた。勤務体制や勤務体系、サービス内容の求められ方が違ってやめた人がいると聞いてい

る」と答えていたが医療・介護対策室で事実確認が不十分なようだ。町も都合であまりにも急な指定

管理制度をとっている公立病院もある。大した規模でもない町立病院が２つあり、どちらも町立病院

だから線引きが難しいと考えるので、どちらの病院も指定管理にしたら公平で良い。町民説明会の質

疑応答で「誤解の無いように言っておきます。ホームの問題は病院以上に大きかった」と言っていた

ので、ずっと簡単に指定管理への移行が出来ると確信する。

々とも、意見交換させていただき、町立病院として両病院とも役割を持たせたうえで、集約を進

め現行どおり地方公営企業法の一部適用により、公立病院としての役割を果たしてまいります。

20

静内地区はこのプランに興味がないのは明白なのでアンケートの必要は無し。

■「人件費が高い」と聞いたが、新ひだか町お得意の「民間委託」にしたらいいのではないか。指定

19 Ｐ２０・６行 ■通常は、地域のニーズをアンケート等で確認してからの改革プランではないかと考える。この部分

がおざなりにされており、説明機会がほぼなかったことから「勝手に静内の都合いいように進められ

た」という地域住民の怒りになっているのではないか。ここに来てまだ「町立病院利用者にアンケー

ト」という片手落ちの方法ではなく、三石地区の住民に広くアンケート調査を今からでも実施すべき。

№ 該当ページ・行
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いただいたご意見に対する町の考え方

て診療報酬を加算するものですので、これには該当しません。

せていただきましたが、その際に在宅医療を実施している民間医療機関のご意見として、在宅医

療の需要に現状の民間医療機関だけでは賄えない状況であることを確認しており、将来的な受診

動態等も踏まえ、互いに疲弊しないように官民一体となり協力しながら、在宅医療を提供する必

要があると考えています。

●今回の改革プラン（案）策定にあたり、町内医療機関に伺い医師等医療スタッフと意見交換い

たしましたが、その際に在宅医療を実施している民間医療機関のご意見や、現在、三石国保病院

の外来を受診されている患者様の年齢等から、在宅医療の需要が高いことは確認させていただい

ものになると考えております。医療スタッフの人員確保をしっかり行いながら、今後も二次医療

圏の地域医療を守るため、救急告示病院としての役割を果たしてまいります。

●令和３年度の地域救急貢献率ですが、救急車出動件数１，３５３件（日高中部消防組合）に対

して町立静内病院及び三石国保病院の受け入れ件数３３９件となりますので、２５．０５％とな

ります。

●日高管内唯一の循環器科として、今後も医療スタッフの人員確保をしっかり行いながら、二次

医療圏の地域医療を守る役割を努めて参ります。

●高齢化等により外来を受診することが困難な患者様のために、こちらから自宅に伺って診療を

行うことを想定しておりますので「在宅支援診療所」という標記をしております。「在宅療養支

浦河日赤病院での救急外来を受診することになります。また、三石国保病院無床化後に三石国保

病院をかかりつけ医として在宅医療を受けられます患者様におかれましては、２４時間３６５日

救急対応可能となるように構築を進めて行きたいと考えております。

●静内病院は24時間365日受け入れを行う救急告示病院となっております。最善の受診をしてい

ただくため、かかりつけの病院等をご確認させていただくことがありますが、町民の皆さまの声

につきましては真摯に受け止め、スタッフへ指導等を徹底し、今後も救急告示病院としての役割

をしっかり果たしてまいります。

●町内の救急医療の現状を考えますと、静内病院が救急医療を廃止した場合、その影響は多大な

●今回の改革プラン（案）策定にあたり、町内医療機関に伺い医師等医療スタッフと意見交換さ

●三石国保病院無床化後の急患の対応は、救急告示病院であります静内病院、日高徳洲会病院、

いただいたご意見

というニーズがあるのか。

ており将来に向けて準備が必要な喫緊の課題と捉えています。　

31 その他

象者が増えないような施策を町が出来ないという根拠で検討されているのか。

■そもそも、三石ではすでに地域医療を実践している医療機関があるのにさらに在宅支援してほしい

30 Ｐ２８・９行 ■訪問診療、訪問看護等は何人くらいを想定しているか？すでに山田クリニックやエマオ診療所が訪

問診療に入り、看取りもしてくれている中、今更町立病院が参入しても対象者がいるのか。むしろ対

29 Ｐ１５・下図

の存続にこだわらなくていいのでは。救急は循環器科だけではない。

■そもそも、在宅支援診療所とは何か。「在宅支援診療所」ではインターネットでヒットしない。

「在宅療養支援診療所」ならあるが、医師３名以上常勤、１６㎞ルールなど細かい規定があり、今回

の件に適応しない。用語は正確に使うべきだ。 援診療所」はご意見のとおり常勤医３名以上などの細かい規定をクリアし厚生労働省に届出をし

Ｐ１９・６行

28 Ｐ１４・１１行

日高中部消防組合のデータを使用してほしい。

（静内病院は受け入れ拒否が多いと聞いたことがある）

■循環器科は現在の２名の医師も若くない。いなくなったら循環器科を標榜出来なくなる。循環器科

Ｐ１９・６行

27 Ｐ１４・３行

内病院は直ちに救急の標榜を中止すべき。

■現行の地域救急貢献率を数値として出しておくことが必要。その際に静内病院のデータではなく、

Ｐ１９・６行

26 Ｐ１４・３行

てもらえなかった。しかも判断は病棟の看護師だった。加えて「日高徳洲会病院に受診したらどうで

すか」とも言われた。他にもそのような対応をされた話を聞いたが、最悪な状況になっていたら間違

いなく裁判を起こしている。

■現在でさえ職員確保が難しい状況のようなので、今後もこの体制は変わらないと確信している。静

25 Ｐ１４・３行

■家庭内や職場での不慮の事故、交通事故、痛みや出血を伴い救急対応が必要な場合に出来るだけ短

時間に医療機関につながる環境が今まではあったのに、全て無くなってしまう。

■２４時間救急体制を保持することが必要　※「２４時間往診可能です」と同義では全くない。

■静内病院が救急の当番病院だった時に「うちの病院を受診したことがないから」と救急の対応をし

24 Ｐ１１・２８行 ■２４時間救急体制が取られてきたからこそ助かった命がある。医療機関が無くなると両サイドの医

療機関まで三石市街地からでも３０分、山なら約１時間かかる。救命率が下がるのは目に見えている。

三石地区は高齢化が進んでいるが、住民は高齢者だけではない。

№ 該当ページ・行
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域医療を担う人材確保の取り組みを強化して参ります。

●民間医療機関との連携　につきましても、情報共有等を行いながら在宅医療を含めた地域医療

に関する協力体制を強固にしていく取り組みを進めてまいります。

●病院事業の評価につきましては、毎年度、新ひだか町監査委員及び新ひだか町議会による決算

審査を実施しており、また、改革プラン策定委員会においても、毎年度評価し、町ホームページ

に掲載しております。令和３年度決算での当年度未処理欠損金見込みは865,506,872円の状況を鑑

みますと、これまでの病院運営では抜本的な問題解決には至っておらず、そのため、平成３１年

度に医療介護対策室を設置し、町立２病院のあり方について抜本的見直しを進めるため今回のプ

ランを提案しています。

●令和３年度より町立病院の組織体制一本化し、病院経営改善に向けて医事部門も創設しており

ます。町としましては、この計画の方向性の如何によらず、現状においても一体運営等の取り組

み等により両病院の収支改善を進めてまいります。

いただいたご意見に対する町の考え方

法等用方法等のお手伝いが出来るスタッフを配置するなど、改善に取り組んで参ります。

●ご意見のとおり医療スタッフの人員確保はこれまでも、職員住宅の整備や院内保育所の運営な

どの勤務環境及び住環境の改善に加え、北海道看護協会の応援ナース制度等を活用した取り組み

等を行っており、北海道三医育大の医局や主要基幹病院、関係機関への働きかけなどを進めてお

ります。今後の展開として、医療系学部を持つ大学等と連携し、学生へ充実した臨床教育の場を

提供し、それと並行して「医療技術者等就学資金貸付制度」拡充の検討を進めるなど、将来の地

いただいたご意見

36 Ｐ２８・１４行

をわかっている人にプランを立ててほしい。→「このように計画を立てていましたが、人員の確保が

出来ず、三石地区の診療所を閉鎖します」という将来が見える。

■荻伏病院も様似の診療所も新冠町も確実に医師を確保しているのに、なぜ新ひだか町は出来ないの

か。

●医師の確保につきましては、地域医療を行っている病院におきましては厳しい現状となってい

ますが、大学病院や医療スタッフ人材コンサルティング事業者を通じまして、医師確保に向けた

アプローチを行い交渉を進めており、今後もあらゆるチャンネルを活用し、医師確保に取り組ん

でまいります。

人員確保はこれまでも努力してきているはず。改革プランどおりに進んだら、人員確保は出来るのか。

無理だと思う。そもそも、スタッフの確保が出来なければこのプラン自体が成り立たない。「他医療

機関と協力して体制をつくる」というが、他施設が拒否したらどうするのであろうか。協力の確約は

出来ているのか。人材確保、体制整備に裏付けのないままのプランは実現不可能だと確信する。実情

35 Ｐ１２・１１行

いる病院もある。機械の更新にお金もかかることから、ＩＣＴ化は取り止めたらどうか。

■「５年間で１６人の医療従事者が定年対象を迎える予定であるため、医療従事者の確保に努めつつ、

将来の医療需要の変化に応じて効率的な医療提供体制」

の町立病院の受付システムに嘆く声をよく聞く。「不便になった」と。担当者は患者の声をきちんと

拾っているのだろうかとつくづく思う。また、予約制になったことで体調の変化を感じたとしても、

「予約していないから待ち時間がかかる」という理由で受診渋りが増え、結果、病気の発見が遅れた

という話も聞いている。町内のクリニックでは電子カルテが無くても１人でどんどん患者を診察して

ム化による経営改善には必要不可欠だと認識おります。ご意見にあります、受付システムの使用

方法等について、お客様が不便に感じるところは大変申し訳なく思っております。今後は使用方

34 Ｐ２６・１１行

を示してほしい。

■ＩＣＴ化、高齢化と全くそぐわない。スマホどころかガラケーさえも持っていない高齢者が、現在 ●ＩＣＴ化につきましては町の高齢化とは別に、町立病院の事務作業等にかかる効率化及びスリ

33 Ｐ１４・１３行 ■業務のスリム化が効率化につながっているかは、すでに実施しているが評価していないのか。効果

32 Ｐ１０・５行 ■そもそも役場の経営がまずかったのでは。手術室、電子カルテ、新型コロナ専門病棟等、病院経営

の評価は適切になされているのか。
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