
新ひだか町新公立病院改革プラン（案）

住民説明会での意見と町の回答
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　いと思います。

　うがどうしても言いたかった。

■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。救急の患者様の受入れ

　い。かかりつけではないから診ないというところは病院じゃない。自分だけ言われたわけじゃと思

　い。合併しなければこんな話にならない。合併したら借金を減らす改革をしなければならないから 声を真摯に受け止め、救急告示病院としての役割をしっかり果たして参ります。

　こうなる。静内には個人病院が沢山あり、みんなしっかり経営している。町立病院はなぜ赤字にな

6 ●コミュニティバスである程度の通院は出来ているが、現状、歌笛や川上は合併してから置き去りに ■町の中でも幹線道路につきましては、ＪＲが廃止されたこともありバスを運行しておりますが、

　されている。病院の赤字解消など説明されているが静内病院を止めるのが一番手っ取り早い。町長 沢から幹線道路に繋がるバスについて来春に向けて検討を進めております。また、日高振興局を中

　は歌笛と川上の現実を知らないと思う。 心に日高管内全体でバス路線の計画についても併せて検討しております。策定委員会の中でも静内

●救急隊員は静内病院に受け入れをお願いしていたが、受け入れてくれなかった。過疎化した三石地

　

は民間病院があるから、静内病院を無くしてはとのご意見が出ておりますが、本件の検討にあたり

5 ●８０歳過ぎて保険料は高いし、病院の診療費も高い。そんなに取らなくてもいいのではないか？ ■後期高齢者の方のご負担が大きいのは承知しておりますが、介護保険料と医療費の年間の限度額

　は決まっており、対象者の方には町から手続きに関するご案内等がありますので、ご活用願いた

　るのか？

3

　来ないから徳洲会病院に行けと言われた。そんな病院はいらない。三石国保病院があればそれでい が出来なかった話があることは聞いており、対応の強化を図っているところです。町民の皆さまの

№ 項　目 いただいたご意見 説明会でのご回答

1 ●新ひだか町のコロナ対策はどうなっているのか？何をやっているのかよくわからない。その取組は ■病院の取組としまして発熱外来を実施しており、静内病院ではコロナ病床を１０床設置し、陽性

　てくれ。

ます。いただいたご意見ご質問等に対して、町の考え方を示させていただいて、ご返答したいと思

　地区の住民の声を拾い上げることは可能なものか？ います。

9 ●役場の説明で人口減少を言っていたが、何か手を打っているか全く見えない。新規就農くらいで人 ■町としましては、人を集める施策をこれからも力を入れて展開していかなければならないと考え

7 ●新冠国保が無床化から有床化にしたが、合併協議の時元々新冠町も入っていたので、新冠町も巻き ■新冠町の考え方もあり、今の新冠国保も古く建替えを検討しているようですが、新冠町と合併し

　込んで病院を集約出来ないか？ なかった経緯から新冠町民の感情もあるため中々難しいと思われます。

8 ●説明されている改革プランは、もう固定化されてしまったものに思えるが？町民がやれと言っても ■町民説明会や地域説明会の後、町広報及びＨＰで意見集約（パブリックコメント）を実施いたし

　町民に説明しているのか？ 者の受け入れも実施しています。また、静内病院、三石国保病院とも個別ワクチン接種も実施して

おり、静内病院では外来患者の点滴治療も行っています。住民への周知も強化しながら、必要な医

療を提供してまいります。

2 ●以前自身で救急車を呼んだ時、静内病院では対応してくれず、三石国保で対応してもらった。２年

　前に妻が静内病院を利用しようとした際には、一度も静内病院を診療していない人を診ることは出

どのように答えるかが必要であり、町議会に対しても示して行きたいと思います。

　った。自分達は何も負担はしないくせに町民に負担させた。そういう人達がプランを考えてやらせ

　が集まるとでも思っているのか。自分のところに働きに来た人で新ひだか町の子育て環境を調べた ております。一方で医療の分野は収支赤字をどうすれば解決できるのかを切り分けて考えておりま

　人がいたが、この町は子育てにお金がかかりすぎるからという理由で向いていないと言って半日で して、必要な医療等の将来的なビジョンを検討したうえで今回の改革プランをご提案しております。

　帰ってしまった。役場の人間は自分たちだけ給料もらっていればいいという考えでいる。何年か前 ■収支改善を見込みにつきましては、現状の赤字を半分程度にしたいと考えております。

　

　無理な事があることや、高齢化が進む中で在宅医療のこともわかるが、家族の不安もあるので三石

■公立病院が赤字になってしまう要因としましては、民間病院に比べて医療スタッフの年齢が高齢

化してきて人件費が高い状況であること、また、不採算ではあるが住民のニーズが高い診療科を提

供していかなければならないことが主な要因となっています。

4 ●自分が救急車に乗った時に静内病院から三石国保病院に変更すると言われた。妻の場合は静内病院

　で診療されたことのない人は受け入れないから徳洲会病院に行けと言われた。こんな失礼な事は無

　域は病院が無い。歌笛診療所なんかはいらないからしっかりした病院を三石においてほしい。在宅

　医療をやるために今から医師を揃えると言っているが、そんな必要性はない。静内でやればいい。

　三石国保病院が診療だけで無床化にするなどとは言ってもらいたくない。

■三石国保病院をなぜ無床化するのかというと、医療スタッフの配置基準により必要最低限の人員

を配置しなくてはならないため、人件費が嵩んでしまいます。公立病院は赤字であっても町民の皆

さまに必要な医療を提供しなければならないため、静内と三石を分けて考えるのではなく、新ひだ

か町全体として持続可能な病院運営を考えたプランとしてお示ししております。

　に町民に財政が赤字だからと言って使用料等の負担を上げたが、その時に町長や議員の給料は上が

ましては、静内地区の方と三石地区の方が争うような構図ではありません。真摯に意見に対し町が

　てくれと言っても信用出来ない。夜間対応や在宅診療だって医師が見つからなければ打ち切られる

　可能性もある。医師や医療スタッフを見つけられる確定したものも何も無い中でやろうとしている

　が、町の財政や病院の赤字は減るのか？どうやって町に人を集めることをしているのか現状を言っ
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を奪い取るような病院運営はできません。

　て、実行できるよう順次進めてまいります。

11 ●中途半端なことしないで、日高管内全ての患者を診るような病院にすればいいじゃないか。今日出 ■財政上の経営強化するプランですので、民間で担える部分は民間にお願いし、民間で担えない部

10 ●この内容の改革プランは、どの程度実現性がある？ ■町でご提案している内容で進めていいという理解が得られましたら、お示ししている内容につい

№ 項　目 いただいたご意見 説明会でのご回答

13 ●説明している職員で三石の人は１人であとは静内の人だと思うが、三石の住民のことを考えて話し ■新ひだか町の役場職員ですので、町全体の事を考えて話しており、在宅医療については三石地区

　ているのか？ だけではなく、静内地区でも行わなければならないと考えておりますので、町全体のことを考えた

ブリックコメント）を行います。

　席した人がこの計画を了解するかどうか今決めればいい。 分を町が受け皿として医療サービスを提供することとなることから、公立病院が民間病院の患者様

12 ●改革プランを全町民に配布し、周知する必要があると思うが？ ■８月２５日発行の広報９月号に特集の記事を掲載させていただき、併せてその際に意見募集（パ

15 ●結局、三石の住民の健康と生命がその３億より低いという言い方だ。その３億投入してもいいかと ■町としましては、三石国保病院を無くそうとする議論をしているのではなく、三石国保病院にあ

　住民に聞けば判断材料になるだろう？自分には三石の住民の価値が３億しかないという説明に思え る既存の療養病床を静内病院に集約し効率化するというご提案で、三石地区で医療が受けられなく

　の価値はその程度の健康と生命しかないという事か？ おります。静内地区、三石地区それぞれで医療を提供するには非常にコストがかかってしまうこと

から、効率的に集約して医療サービスを提供させていただきたいという今回の改革プランのご提案

ですので、価値の問題ではなく財政効果額は結果であると考えています。

ご提案をしています。

14 ●町民の平等性についてどう思っているのか。介護施設の民間委託で数億削減出来たと町長が自慢し ■平等性という部分では、人材の確保を含めて持続可能な地域医療を提供していくことを考えた時

　ていたようだが、今回は三石の病床を無くすることで３億削減するとのことだが、三石地区の住民 に、器を小さくしてでも新ひだか町の地域医療を守るということで公平性を担保していると考えて

　同じことを言っている。三石の人は徳洲会病院あるからいいだろうと静内の人に言う。静内には入 と考えています。

　院病床があるが三石には無いんだ。 　

16 ●町としてどれだけのことが出来るのか？出来ないことを意見交換しても時間の無駄。自分も年なの ■人口減少が進んで医療スタッフの確保も難しくなってきている状況ですので、将来を見据えて今

　が。新ひだか町全体と言うが、静内の人は三石の人を一括りで見ていない。あなたたちも退職した 三石国保病院におきましては、急性期医療の提供をすることが人的・ハード的な部分から困難な状

　ら川上にでも住んでみればいい。どれだけ大変か。そんな体験もしないくせによく言えたものだな 況であります。今後は、「静内」「三石」と地域で分けるのではなく、地域医療を守るうえでは

　と。三石を止めたら一番困るのは川上だ。三石に病院建てて静内止めたら困るのは農屋や豊畑だ。 「新ひだか町」全体で様々な医療資源を考えなければ、継続した運営はできない時代に入っている

　る。町は財政の事しか言わないからそう聞こえる。老人ホームも同じ。そこに入所している人が３ なるのではなく、医療体制は将来的に渡りしっかり守らせていただきます。

　億、４億以下の価値しかないという事を町長が自慢しているようにしか聞こえない。新聞に掲載さ ■新ひだか町として、将来に渡り継続して必要な医療を提供していくためには、抜本的な改革が必

　れていたが。そういうことをして何かあったら町がどう責任取るかわからない。病院とは関係ない 要と考えており、そのために医療資源を多く必要とする急性期医療機能の集約化を図ります。現在

　なれば多くなる。そこを踏まえて町は言っている話だろう？三石の町民が少ないから静内の数で勝

　つと。

19 ●意見は静内の方が人口割合で多いはずだ。静内病院を廃止すると言えば熱量はすごくなるはずだ。

　で１０年後２０年後３０年後のことを考えているのではなくて現状の町民に併せて考えてもらいた から準備をしなければならないと考え今回のプランを提案しています。町としましてはこの改革プ

　い。本当にこのプランが出来るのか知りたい。 ランの内容が出来るように全力で進めてまいりたいと考えております。

17 ●人口減少は避けられないならば他の道を考えなければならないのではないか。静内の大きな病院が ■そのようなことは思っておりません。意見を言わないから反対とも思っておりませんし、頭数で

　たが、ここに来ている人で賛成している人がいると思うか？意見を言わなければ反対の人数に入ら

　ないのか？

18 ●町民の意見を聞くと言ったが、三石の町民が全部反対でも、静内の町民がいいと言えば、多数決に ■今回ご提案している改革プランの内容は多数決で決めるものではないと考えています。

　建替えて増設する話を聞いたが、そこに町から支援して面倒見てもらう方がいいのでは。静内病院 何人が賛成、何人が反対というような場面でもないと思っております。あくまでも町民皆さんの思

　を止めて。新ひだか町全てを考えるならば静内に全て持っていけばいいわけじゃない。三石には医 っているご意見をいただいて、パブリックコメントも実施する予定です。今ここで反対の意見を言

　療機関が無いのだから残して静内病院を無くするべき。町長は意見を言った人だけが反対だと言っ わないから賛成しているというような理解ではありません。

　石地区の「どちらの声が大きいか」などということで決めるような内容ではありません。

■今回お示ししている改革プランの内容は静内病院を廃止する内容ではありません。静内地区、三
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№ 項　目 いただいたご意見 説明会でのご回答

20 ●静内出身の町職員ばかりの話は全く響かない。新ひだか町としてと区別付けないで話しているよう ■新ひだか町の病院を地域間の争いにしてはいけないと考えてます。また、我々町職員は出身地区

　だが、心の中では絶対区別つけているはず。町職員の幹部クラスは静内が多い。割り振り考えた人 で区別して仕事しているということはありません。

21 ●争いにしたいは誰も思っていない。なぜ三石なんだと言うこと。静内に病院が多くあるからいい。 ■ご意見のとおり、既存の病院施設の改修が大きい要因の１つとなります。

　える。医療過疎の方を大事にするのが普通だと思うが、地域エゴの話をどうやって捉えているのか のと見込まれます。今回の提案は、二つの病院が安定的に継続した運営をするために必要なご提案

　考えるべき。 であると町では考えております。

　事してもいいのではないか。静内と三石の意見をもらっても静内が多いとなる。熱量なんてものは

　どうやったらわかる？三石は反対している人が多いから反対する熱量が多いじゃないか。ここに静

　内の人を入れてやるか？静内病院を無くすると言ったら静内の人はどう思う？

　静内病院の院長は王様になってしまっている。他の町から見るとおかしな議論をしているように見 れの病院に持たせ運営をしていくことは、人材確保面からも財政面からも今後、更に厳しくなるも

23 ●地域エゴとして三石のエゴと静内のエゴがぶつかる時、どう査定するのか？他の市町村を見てみれ ■今回の改革プランの内容は、静内地区、三石地区ではなく新ひだか町として継続した地域医療を

　ばいい。どう考えても三石と静内のエゴを大事にするかというと徳洲会病院のある静内を落とす。 守るために考えたご提案となっておりますので、ご理解願います。

　普通に考えるとそう思うがそう考えないところが院長のエゴなのか。そこが大きな問題だと思う。 ■今後も一つの町で二つの病院を維持していくためには、これまでと同様に重複した機能をそれぞ

22 ●三石の住民は同じ医療サービスを受けられないことになる。 ■同じ医療サービスは受けられます。町立病院全体で機能を分けて運営させていただき、継続して

地域医療を守るために考えたご提案となっておりますので、ご理解願います。

に対しても要請しておりますが、都道府県独自でも様々な取り組みを進め、市町村も参画して色々

仕組みを変えたりしているところです。

で、少しでも北海道で残っていただく医師を作っている最中です。

■来春が１０年目になりますので、実際に北海道に医師が残るのかどうかがわかります。また、国

　るので、わかりやすい言葉で作ってほしい。頭の悪い人でもわかる内容で書いてほしい。

25 ●町は市町村会や国にどういう働きかけをしているのか？何もしていないのだろう？ ■町村会や知事会には全国一律の中で国に要請しております。北海道においても医師確保を検討し

24 ●プランの内容を全戸に配ると言ったが、あまり難しい言葉で書くと分からない。そのままゴミにな ■出来る限りわかりやすい形にしたいと思います。

ており、９年前からですが北大、札医大、旭医大の３つ地域枠があり、地域枠を使い学生が受験す

ると６年間の学費が貸付され、９年間は北海道内の病院で地域医療を経験するというような仕組み

　病院の建替えにお金がかかるからということでしょう。

　らせすることは中々難しいかと思われます。

28 ●今どのくらいの割合で三石の人が反対していると思っている？ ■総論として反対が多いと受け止めておりますが、地域説明会の中でも町がやろうとしていること

を守ることが難しい時代に入ってきております。

27 ●今まで国がやったことに関する検証は？国が見直ししている部分が見えてこない。 ■国は毎年予算区分等を見直ししておりますが、見直ししている部分を国民の皆さんに全てにお知

ど抜本的に仕組みを変えない限り中々医師を確保することは難しいです。今は医師になろうとして

いる人に地域を色々経験してもらい来ていただくか、給与を多く支払うくらいしか無く、地域医療

26 ●何十年も前から国は色々やってきていると思うが、その検証内容を地方に教えているのか？ ■究極の医師不足の解消策は医師を国家公務員にすることです。無理だとは思いますが、例えば今

の全ての医師の半分を国家公務員で半分を民間にして、国家公務員にした医師を地方に行かせるな

　が考えられますが、町の考え方や方向性につきましてご説明して参りたいと思います。

30 ●説明会は１回で終わりなのか？ ■説明会という形になるか決まっておりませんが、この後もご希望がありましたらご説明させてい

　ただきたいと思います。また、意見集約後のまちづくり懇談会においても議論の話題になること

にご理解を示してくれる方もおりました。本日の説明会を含めまして、全般的に厳しいご意見をい

ただいております。

29 ●意見集約はどういった形で行うのか。１人１人なのか１世帯なのか。 ■全町民を対象とした意見集約（パブリックコメント）を、広報９月号で周知いたします。
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№ 項　目 いただいたご意見 説明会でのご回答

となった場合は、在宅診療の選択もしていただくことができる計画となっています。

31 ●三石から静内に行くための交通機関が充実していない。三石の住民が安心した医療を受けることが

32 ●患者数の減少の中で、入院及び患者数が減少している要因は？外来受診者数の高齢化の中で、通院

　手段の確保するための解決策は？医療従事者の確保の解決策は？三石国保病院の老朽化を解消すれ

　出来るための提案が全くされていない。

33 ●今回様々な意見が出ているが、前もってこの資料の内容を町民に対して知らしめておくべきだった

　と思う。町民の意見は今後ずっと受け付けるようにした方がいいのでは？

■今回の説明会でご意見等を伺う機会は終わりではなく、パブリックコメントや、まちづくり懇談

会などにおいてもご意見をいただきたいと考えておりまして、町としましては早急に方向性を決め

　ば利用者は増えるものか？ り、訪問診療を行うことで解消できると考えています。また、医療従事者の確保につきましては、

近年、地域において医療従事者の数自体も減少してきているため、２つの町立病院を効率的に機能

分担し、人員数を現状より少なくする必要があると考えています。

　なるし地域の発展が無くなる。次に移住する人も不安になるし、何としても残してほしい。合併の

　問題からこういうことが起きる。三石町が残っていれば本来は新築の話の議論になる。三石が部落

　としてしか見られていない。

　ればいけないと思うので、静内も三石も津波浸水地域に入っている。災害時のことも考えて決めて

　ほしい。

35 ●三石出てから久しぶりに帰ってきたら、病院が無くなり診療所になるということで、非常に不安に

34 ●診療所を新築すると言っていたが、今の国保病院の跡地になるのか？医療施設の安全性も考えなけ

るという事ではなく、町民皆さまからのご意見等をしっかり聞かせていただきたいと考えておりま

す。

■今回の改革プランの方向性が決まり次第ではないと、具体的な建設場所は決められませんので、

その際には、町民皆さまや議会ともしっかり協議していきたいと思います。

　

■三石地区に病院機能を将来に渡り残していくための町の提案になります。外来機能を堅持するお

約束のうえで、静内病院に入院機能を集約したいと考えております。

●医師不足、看護師不足は国の責任じゃないのか？国がアドバイザーに何も言わないならどうにもな ■国も医師不足、看護師不足は認識しており、今後の方向性を示しておりますが、医療スタッフ確

　らない。 保に対する取り組みは町が実施することになりますので、医療スタッフ確保に向けて取り組みを進

　までのやり方が全くなっていない。あなたたちだって何年したらそこからいなくなる？町長も４年

　中高全てハイレベルなニーズを求める人に答えられていない。 展開していきたいと考えております。

　先程から三石の病床を無くしてでも在宅医療をやると便利がいいと話をしているが、こんないい話 ■三石地区も既に静内や浦河の民間病院で訪問診療を実施しておりますので、「静内」「三石」と

　るから来てくれと言ってもこんなとこに誰も来ないはず。１億もらっても来ない。お金じゃない魅 区も在宅医療のニーズが高まると考えております。民間の病院で対応出来ない部分を町で担ってい

　力があれば来るかもしれない。環境づくりが大事なことを理解しないといけない。子供の教育は小 くことになりますが、訪問診療と地域包括の仕組みを三石地区で構築した後、静内地区においても

38 ●何回質問しても堂々巡りなので他の質問にする。医師、看護師の不足の事は何年も前から町は言っ ■医師、看護師不足は前々から言われており、３～４年前くらいから募集をかけても応募が無い状

　ている。そのことについて総務省のアドバイザーはどう見ている？ 況で、特に看護助手の採用が地域的にも難しい状況です。アドバイザーも人員確保が難しいことに

つきましては認識しております。

ところです。また、在宅医療の転換に関わらず、医師の確保は必ずやらなければいけないと考えて

めて参ります。

40 ●医師は都会に集まってしまうと思うし、町に魅力がないから医師が来ない。仮に医師に５千万あげ ■在宅医療は、高齢化率が高い三石地区から先行してやらなければならないと考えており、静内地

39

　なら静内の住民もそう思うだろう。三石で訪問看護を実施して良ければ静内もやることになると思 いう事ではなく民間病院と連携しながら全体の取り組みとして進めていかなければいけないと考え

　うし、医師や看護師を増やさなければいけないと思うが、そういうことも考えてのプランなのか？ ております。

　静内は訪問診療は民間病院で対応出来るということなのか。

37 ●医者の確保はすぐには出来ない。町内に医師を目指す学生がいればその学生を育てなければいけな ■医師の確保につきましては、今回の改革プランを検討するうえで、地域に根差しここで骨を埋め

　い。そういう対策も町はしていない。年収２千５百万円、３千万円で募集したって誰も来ない。今 てくれるような総合診療医の確保に向け色々進め努力しているところで、今後も医師確保の取組を

行っていきます。

　後はどうなるかわからない。

おり、医師の確保が出来ていないのにプランを進めることは出来ませんので、改革プランの内容を

36 ●新ひだか町の人口は減っているのに病院の赤字を減らすことは無理だろう。大きな大学病院や医療 ■医師の確保は今も進めており、各大学病院及び各財団等に足を運び医師確保に向け努力している

　法人と繋がりがあって医師の確保の目途が出来ているなら話はわかるが、おそらくそれは無いだろ

ご説明させていただくとともに、医師確保の取組は進めて参ります。

■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、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おり

ます。多くの患者様が受診している外来は三石地区で堅持する計画となっており、外来受診が困難

■入院患者数の減少は看護師不足の影響で一般病床を休床していることが要因で、外来患者数の減

少は地区人口の減少が大きな要因となります。通院手段の確保については資料でもお示ししたとお

　う。在宅医療をやろうとしているが、どの程度目途が立っているのか？
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現在のところ想定しています。

体制を作って行きたいと考えておりますので、少しでも早く準備をさせていただくために今回ご提

案した内容で改革プランを進めたいと考えております。

■医療の分野だけではなく、どの分野も人員を確保することは難しい状況です。民間でも在宅医療

を展開している病院もありますが、強固に連携してお互い疲弊しないように効率的な運営が出来る

№ 項　目 いただいたご意見

　から三石国保の病床を移すということは、静内を残すために三石を無くするということなのか？静

　内病院の５８床の内１２床を包括ケア病床にした理由は？静内病院の病床を減らして三石に病床を

　持ってお互いに維持することは考えられないのか？三石ばかりが犠牲になるような言い方に聞こえ

病院の効率化を図って改革プランを作成しております。三石国保病院を廃止するわけではなく、入

院病床を静内病院に集約することで効率化を図るものです。地域包括ケア病床は２次医療圏におけ

る病床が日高管内に少ないため、静内病院に設置しています。病床の医療スタッフ人員も少ないこ

42 ●医療スタッフの減少が患者数の減少となっているとはどういうことか？病床が無くなった時に緊急

　時に三石の病院で対応可能なものか？在宅医療の実行は可能なのか？静内病院の病床が空いている

　保は出来るのか？

41 ●医療スタッフの確保が難しいと言っているが、在宅医療、夜間休日を対応出来る医療スタッフの確

■想定では。常勤医２名の医師で往診、外来を考えております。現状の医療スタッフは３６人で運

■浦河日赤の看護学校の定員３０人のところ生徒数が１１人で、新ひだか町からは数人しかいない

状況です。町としましても出来る限り看護学校の看護師を採用したいと考えておりますが、新ひだ

か町に帰ってきて働いていただけていないのが現状です。当町の町長も医療スタッフの確保に向け

て北海道の関係機関に伺い、各方面に様々な要請や働きかけは実施しております。

■介護施設関係につきましては赤字も多かったことから、指定管理による民間委託を実施し、多く

の介護職員も民間に転籍いただきました。また、給料に関しましては、一定期間の現給保証を行っ

　いるものか？ 営していますが、無床の在宅支援診療所に転換した場合は、現在の半分程度の人員配置での運営を

45 ●医師の確保は何人考えている？外来実施した場合の最低必要な医療スタッフの数はどの程度考えて

ております。ただし、民間の勤務体制になりますので、職員のご判断で退職された方もいることは

44 ●労働条件を良くしたら看護師は来ると思う。介護施設を民間委託したときに給料が安くなったから

　多くの職員が辞めたと聞いているがそうではないのか？

　町長が北海道や日赤に要請して、時給を上げてでも医療スタッフを確保していけばいいのではない

　か？前回提示した無床化の案から何も変わってないじゃないか？違う案を提示してみたらどうか？

　る。医療スタッフが充実しなければ改革プランは成立しないと説明していたが、医療スタッフは本

　当に確保出来るのか？

43 ●今回の内容は将来に向けて医療スタッフがいないからこのプランで進めたいという事だと思うが、

とから、入院部門は静内で賄い、三石地区につきましては、在宅診療の往診に人材を活用していき

説明会でのご回答

たいと考えております。

■三石国保病院の医療スタッフの不足により一般病床を止めて、療養病床のみ稼働しているため、

入院患者数は減少しております。静内病院を守るためではなく、新ひだか町全体を考え２つの公立

町として承知しております。

施策全般
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№ 項　目 いただいたご意見 説明会でのご回答

46 ●今回の内容を実施した際の三石国保病院の収支のシミュレーションはしているのか？ ■当町の試算では静内病院も三石国保病院で赤字が約半分程度に圧縮出来る見込みです。

47 ●静内病院の収支はどのくらい減らすのか？ ■病床を静内病院に集約して、効率的に運営することで三石国保と同じく、赤字額を半分程度減ら

51 ●赤字の病院は止めてしまえばいい。静内も三石も止めろ。必要な医療を提供するなら赤字だろうが ■町としましては、必要な地域医療は提供していきたいと考えており、事業運営する中で最善の方

　ゴタゴタ言うな。町が提案しているプランなんか出来るわけないだろう。 策をご提案しながら進めたいと思っております。また、今回は特に三石地区の医療を考えて、町の

　程度赤字額を削減したいと考えています。ただし、赤字が全て無くなるわけではありません。

50 ●３億赤字を削減するために三石を切るということか？ ■町で持っている施設・機材・人材と今後の患者様の受診動態なども考え、三石国保病院の病床を

●三石国保病院ではなく静内病院を止めた方がいいと終始言い続けてきたが、３億赤字になるのか？ ■令和２年度の決算で両病院併せて約７億の赤字ですが、今回の改革プランを実施することで３億

　す見込みです。

48 ●在宅医療をやることで三石の赤字は無くなるのか？赤字の額が減るということなのか？どのくらい ■今回の改革プランを実施したとしましても全ての赤字が無くなるわけではありません。赤字額は

　の赤字になる？１０分の１くらいか？どのくらいの額でシミュレーションしている？静内は？ 減りますが黒字収支にはなりません。三石国保病院の赤字が令和３年度で３億５千万円程度から約

１億程度の赤字に押さえたいと考えています。また、静内病院の赤字が令和３年度で３億程度です

ので、そこから約１億程度減らしたいと考えています。

49

静内病院に集約して効率化を図るというご提案になります。どちらかを残してどちらかを切ると言

言った考えではなく、現状の施設や今後の受診動態から将来を見据え町全体として現状の資源を効

果的に使いながら病院運営をしていきたいというご提案をしております。

いてます。

53 ●赤字がここまでになる前に町として取り組みはしていたのか？新築はいいが、財源はどこから出る ■町がご提案している内容を進める場合、建物だけ考えると早くても４年はかかり、建築するタイ

　いだろう。

52 ●赤字解消するために民間に委託したほうがいい。事務長が人事異動ですぐ変わってしまうので、病 ■職員が人事異動で変わるからといって、性根据えて仕事をしないということはありません。

　院を守るという経営感覚にならない。 町立病院の経営と地域医療を守ること、この二つの問題にしっかり向き合って仕事をさせていただ

　今まで何年赤字を続けてきたと思っているんだ。今まで何も改善出来ないのに出来る訳ないだろう。 考えを皆さまにご説明しているところですが、病院を止める選択肢は全く持っておらず、両病院を

　止めろどっちの病院も。静内は大きな病院がたくさんあるから何も町が病院に赤字補填する必要な 持続的に運営し地域医療を守るという視点でプランを作成しております。

　のか？在宅診療をするための医師はどうするのか？自分の母親も三石国保病院に入院していたが、 ミングとしましては医師、医療スタッフの確保や民間病院の連携の体制が取れる状況になった場合

　ポータブルストーブを点けないと寒くて酷かった。修繕費も使っていないような病院なので、後か に進めることになります。病院運営をするうえで入院病床があると基準に基づき医療スタッフを配

　ら困らないようなものにしてほしいし、医師や看護師も見つからないうちに新築して、また何億も 置する必要があり、在宅医療も人員確保は必要ですが、入院病床を残すより少ない人数で実施出来

てしっかり機能分担を行い、民間病院とも更に連携を強めながら進めて参りたいと思います。

　ない地域に病院を作るべき。病院に限らずあらゆる町政に対して共通することだと思う。たくさん であり、お示ししているプランの内容です。今回の改革プランを策定するうえで、全ての町内民間

　の病院があるところに、静内病院の内容を充実して大きくすることを危惧している。 病院にご意見等を伺いましたが、民間病院と連携して在宅医療を提供していく方向性については理

解を示していただており、三石病院は「在宅支援診療所」として静内病院は「後方支援病院」とし

　と言われた。こんな事は無いようにしてほしい。

　赤字を増やすことの無いようにしてほしい。静内病院に妻が入院した時には、看護師からこんな病

　気で入院するのかと言われ、静内病院には連れて行きたくないと思った。過去には三石国保病院で

　循環器科にかかっていたが、相互診療を止めたため静内病院にかかることになり、初診料がかかる

55 ●毎年６億円の赤字が出ているが国からの補助金等は何がある？

54 ●合併時を考えると、三石から病院が縮小や無くなることは絶対にあってはならないことだ。病院に

　赤字が出るのは静内病院が原因なので、民間に任せてへき地を改善すると行政として価値のある運 かというご意見ですが、入院病床の有無ではなく医療の水準をどのような形にするかということに

　営になる。静内は民間病院があるから静内病院は無くてもいい。三石を少々小さくてもいいので充 注力しています。ご指摘のとおり静内地区には民間の病院がありますので、民間病院にお任せ出来

　実した病院を建ててほしい。赤字なのに民間病院に割って入って公立病院やるのではなく、恵まれ る診療は、基本的に民間にお願いするという方針で病院運営を行っていくことが町立病院の方向性

■三石国保病院に今入院されている患者様に支障ないよう建物の維持修繕は実施しておりますが、

■医業外収益として約１１００万円入っています。

だと考えており、職員の態度や言動に対し様々なご指摘、ご意見につきましては、重く受けとめ改

善していきたいと思います。

■静内病院及び三石国保病院それぞれ赤字が出ております。なぜ、へき地の病院を手厚くしないの

今の建物も限界がきており、ご説明したプランで進めさせていただき、医療スタッフ等を整えたう

えで建物を新築したいと考えております。その際には町民の皆さまに改めてご提案させていただき

たいと思います。また、静内病院の運営体制等のご指摘につきましては、職員の教育も非常に大切

て、今の赤字を約半分程度減らすことが可能である試算となっております。建物を新築する際には

今までの病院の規模を縮小することで補助金や起債による財源で実施する予定です。

病院財政
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ご意見
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（確認：へき地診療は地方交付税により算入されており、国保調整交付金での補助はない）

　いる。その案は決定事項なのか？

59 ●静内病院の一番患者数が多いと言っていたが、なぜここまで赤字が出るのか？赤字が多い原因は何

　申請した内容は確認してほしい。

58 ●こんなに赤字があれば普通は倒産している。静内だけ病院を残すことは三石の住民は絶対反対して

たものは全て国保から病院会計に繰入しており、その中で医業収支の収支計算したものを提示して

●選挙の時に消費税は福祉のために使うとよく言っているが、へき地の病院に多く投入してほしい。

56 ●新ひだか町はへき地に指定されているのか？指定されているのであれば、国民健康保険からへき地

　診療所に対する補助金はもらっているのか？

60 ●今の経済状況を考えて、新ひだか町の財政は持つのか？ ■その状況を考えて今回の改革プランの内容を提案しております。また、地域の医療についての内

　か？

●町は財政的も医師の確保も大変だと言うが、町が努力したうえでこの赤字なのか？

に入っております。

■国保の特別調整交付金で網羅できるものは全て申請して、交付金をいただいております。申請し

57 ●国民健康保険からのへき地診療所に対する調整交付金があるのでは？新冠町は約１億円もらってい

　ると聞いている。なぜ１千万円程度なのか理解できない。

■国庫調整交付金として、出張医に対する補助金３４０万円程度もらっております。へき地分につ

きましては、病床１床当たりに対する交付金として地方交付税に算入され、繰出金として病院会計

　未収金は増えているのでは？

おります。申請した内容につきましては専門的な内容となりますので、改めて確認いたします。

　域の意見を集約しているように思える。以前のまち懇で国保の未収金が５億円あると聞いた。今も

●改革プランを策定して地方債を借入れするとの話だが、具体的にいつ国に改革プランを提出するの

国保だけ限らず、町税全般の収納率が取り組みにより向上しています。

　のか。静内には医療機関が沢山ある。三石は国保病院しかない。赤字だけ出して町立病院を継続す

　るのか？

62 ●今日の説明会は町民の意見を聞く場面だと認識しているが、全て町からの一方的な説明ばかりで地

61 ●全て民間に任せればいい。今まで町はそうしていたはず。なぜ病院だけ民間と競合する必要がある

容となりますことから、町の考え方をご説明して地域住民の皆様と意見交換を進めて行きたいと考

えております。

66 ●３億赤字を縮減すると持続可能な医療体制となるものか？

64 ●改革プランをやることにより国から補助金が出るのか？

な分野や全体のことを考えて行政を進める必要がありますので、ご理解願います。

63 ●福祉は黒字でなければならないのか？ ■今回の改革プランを実行したからといって、必ず収支が黒字になるとは考えておりません。赤字

になったとしても守るものは守らなければなりませんが、福祉の事だけでは物事は完結せず、様々

●このプランが予定どおり進んだとして、どの程度赤字が解消されるものか？

68

海道等に指摘される部分にもなりますので、非常に重要なものであると考えております。なお、改

65

　か？今回の意見等を聞いて修正して提出するものなのか？

■町が一番危惧しているのは、今の国保病院の老朽化にかかる対応で、建替え等にかかる起債の借

り入れについても、実効性のある改革プランではなければならない内容が必要であり、総務省や北

　年金も下がってきている。福祉のためとはどういうことなのか？ 渡期に来ていると思います。参議院選挙も終わり、新たな気持ちで政治も動くと考えられるので、

もう少し動向を見ていてほしいと思います。

67

革プランの提出時期は令和４年度または令和５年度になります。

■補助金は出ませんが、医療機器を購入する際の地方債の借り入れ等に必要になります。

■想定の人員体制、患者数で行くと約３億程度縮減されると考えております。

■そのとおりです。今後、必要度が増す在宅診療を実施しましても、赤字額が縮減される診療・人

員体制をお示ししており、持続的な病院運営が可能になると考えております。

■今の状況は、物価も上がり給料も変わらず年金も下がってきており、世界的に見ましても今は過

■町立病院を廃止して、全ての救急患者を民間病院に受け入れをお願いするような体制は現状では

難しいことから、町が担わなければならない医療を明確にし、今後につきましても、町民の皆さま

が安心安全に必要な地域医療を公立病院として提供したいと考えております。

■町はこの改革プランを町民の皆さまに知っていただき、出来るところは皆さまのご意見を取り入

れて行きたいと考えております。また、当町の収納率は、過去はかなり低く９０％を切っていた時

代もありましたが、収納体制を強化し現在収納率は向上しており未収金も数千万となっております。

■町としましては、今回お示しした案で、今後の準備を進めさせていただきたいと考えております。

■赤字の要因としましては、他の民間病院で実施していない不採算診療科についても、公的病院の

役割として診療を担う必要があること、職員の年齢構成が高く民間病院と比べ人件費が高い傾向が

見られ、収入に対し人件費の割合が高いことが要因となっています。また、昨今の新興感染症にお

ける減収も要因の一つとなっています。

■へき地に指定されております。補助金ではなく地方交付税に算入され、一般会計繰出金として病

　院会計に入っております。

№ 項　目 いただいたご意見 説明会でのご回答
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ンを進めることにご理解をいただきたいと思います。

74 ●静内には多くの民間病院があり、三石には国保病院しかない。町の公立病院が多くの赤字を出し ■町民及び地域説明会の後、意見集約（パブリックコメント）を行い、意見に対する町の考え方を

　ているのだから、静内を廃止して三石国保を充実させて残した方がいいのではないか？静内で説明 お示しいたします。また、策定委員会の中でも静内病院を止めて三石国保病院を残した方がいいと

75 ●医療スタッフの確保が難しいとの説明されている中で、三石国保病院の救急医療についてイメージ ■在宅医療に転換して、２４時間３６５日対応した場合と入院病床を維持した場合の人員を比べる

　出来ない。 と、病床を確保する方が人員を多く配置する必要があります。試算では今の人員より１０人程度減

らした人員数で本プランを進めることが可能と考えています。

　町民の意見に対する答えがほしい。要望としては、改革プランで町立病院の赤字を減らしたいので えています。

　あれば、静内病院の廃止について検討してほしい。これが出来ない理由をしっかり三石地区の住民 ■集約する際には静内病院の病床数についても三石国保分を増やすのではなく、適正な数で整理さ

　に説明してくれないと、三石の人は納得しない。 せていただく予定で、皆さまからいただいたご意見を聞いただけではなく、ご意見に対する町の考

　会やった時には、１５人程度しか来なかったらしいが、それは静内病院が残るから誰も来ない。 いう意見もありましたが、現施設の老朽化もあり、三石国保病院を新しくして入院病床を引き続き

　仮に静内病院を止めて三石国保病院を充実させると言ったら多くの人が来るはず。三石からの地域 実施する場合のイニシャルコストが高くなってしまいます。静内病院は後方支援病院として地域包

　の声を聴いて策定委員会で検討して、次回のまちづくり懇談会の時に検討結果を説明してほしい。 括ケア病床を確保していかなければならないため、静内病院に病床を集約させていただきたいと考

または苫小牧市、札幌市に直接行くことになります。

容です。民間病院の在宅医療を展開している先生とお話しさせていただいた中では、在宅医療を提

供する供給量が足りないと言われておりまして、高齢化を見据えて町が優先的に進めたい提案内容

77 ●救急車を呼んだ時には三石国保病院には行かなくなるのか？ ■外来診療している時は三石国保での受け入れは可能ですが、休日・時間外は静内地区、浦河日赤

76 ●入院病棟が２４時間３６５日というのは分かるが、在宅医療での対応はどのような形なのか？ ■在宅医療は常に医師か看護師がご自宅に伺うか、症状によっては救急車が直接行く対応が必須と

なりますので、その準備をさせていただきたいというご提案になります。地域の足が無くなり困難

になってしまった地域に、なるべく長く住んでいただくために医療サービスを提供出来るような内

です。

　内病院の入院病床も減らした方がいいのではないか？ 床を増やす計画ではありません。静内病院の病床稼働率を鑑みて病床の数を決定する予定です。

70 ●最終的に赤字は町民が負担する形になると思うが、町の他の支出を減らして町民に負担させない方

73 ●今まで赤字だったものが、どうしてこのプランならば出来る？今まで町は何をしていた？ ■病院事業の効率的な運営はまだまだ足りないところもありますが、抜本的にこの体制を変えなけ

　も無いのにこのプランをやると言っても町の赤字が無くなるものではないだろう。数字も示しても から、三石国保病院の病床を静内病院に集約したいと考えております。

　らっていない。どうして三石の病床を無くすという発想になったのか理解出来ない。 ■入院病床を運営するためには、配置基準により多くの医療スタッフが必要で、現在三石国保病院

は４０人程度で運営しておりますが、無床診療所に転換した場合は約半分の人員で実施することが

72 ●町の財政が苦しいから、三石の住民から病院を取り上げてでもやりくりをしないと駄目だという考 ■町としましては、２つの公立病院の役割を明確にして病床を集約したうえで効率的に経営し、三

　えにしか見えない。在宅医療をやるとしても医師や看護師の確保は難しいと思うが、確保する方法 石国保病院の老朽化に伴う新築建替の対応を考え、５年後１０年後の医療供給体制を整えたいこと

№

かかるソフト面の準備をするだけでも２年３年とかかります。赤字を見てから進めていいかという

項　目 いただいたご意見

■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。

　字がどう改善しているか説明してほしい。 ■このままの状況だと、物価上昇や人件費でかなりの赤字が増えると見込みで、今後の病院経営に

　法は考えられないのか？ せんので、赤字の額を圧縮出来る抜本的な改善計画を提案させていただきました。

71 ●赤字を減らすとか病院を新築するというのはまだ計画で、町がこの内容で進めて行きたいという事 ■今の状況では２年後、４年後はおそらく赤字は増える見込みです。今回のご提案を実施すること

　は理解できた。また２年後、４年後に三石地区の町民に集まってもらい、医師が揃わない中でも赤

可能となります。また、医師及び医療スタッフの確保につきましては、この方向性で町民の皆さま

の理解を得ることが出来ましたら、総合診療医の確保をピンポイントで行うことが可能となります。

により赤字が減る見込みですので、そのための準備をさせていただきたいという事になります。

69 ●最終的には静内病院も赤字が続くことになるのであれば、三石国保の入院を止めるだけじゃなく静 ■現在静内病院の病床数は５８床ありますが、今後三石国保病院の病床を集約するからといって病

れば収支の改善は図れません。今までやれなかった責任は町にあります。人口減少が続き、高齢化

により受診環境の整備が急がれる背景が見えており、そのため、抜本的な改善を図るためこのプラ

と中々難しいと思われます。

説明会でのご回答

え方などをしっかり説明させてもらいたいと考えております。

■町全体で赤字を埋めていくことになりますが、病院経営するうえでは赤字を積み増しして出来ま

在宅医療

救急診療

に係る

ご意見

ご要望
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№ 項　目 いただいたご意見 説明会でのご回答

78 ●外来は何時からやるのか？夜間はやらないだろう。一刻を争うときになぜ静内や浦河に行かなけれ ■三石国保病院の救急医療の対応につきましては、放射線技師や検査技師等が２４時間３６５日常

　ばならない。三石で受ければいいことじゃないか。 駐する体制はしいておらず、現状も軽症者のみの受入れを行っており、一刻を争うような重傷者は

で役割分担したうえで持続可能な病院運営にしていきたいと考えています。この先将来を見据えて

必要な医療を考えた場合、高齢化等により外来受診出来なくなってしまう方が地域に長く住んでも

80 ●新ひだか町は移住者が来ることを促進しているが、病床を無くす地域に移住者は来るのか？三石の ■移住対策は主に若い人が来てくれるように進めております。町としては三石地区を病院が無い地

　通の願いである。具体的に民間病院とどのように連携して在宅医療の進めて行くものか？ た中で、在宅医療のニーズは非常に高くなっており、町も連携しながら在宅医療が出来ないかとい

うお話もいただいております。今回の改革プランを機会に民間病院や介護事業者を含めて連携し地

域包括ケアの枠組みの中で進めていくことが必要だと考えております。

　り、実際に在宅医療を行うときに家族に対するケアなどは考えているのか？三石の人が入院する場 　入院が必要な場合は、静内病院や浦河日赤など他院で入院措置をとることになります。

　合は全て静内病院となると地域格差ではないかと三石の住民は捉えると思う。なぜ三石だけ静内に

　いかなければならないのか。三石に入院病床を置くことは出来ないのかという考えが三石地区の共 ■今現在在宅医療を展開しているのは静内で２つ、浦河で１つあり、その先生からご意見等を伺っ

「静内」「浦河」救急告示病院または「苫小牧」「札幌」の病院に搬送されています。

79 ●今回の改革プランの基本になるのは、三石国保病院を無床化して在宅医療を行うことがメインとな ■三石地域で入院が出来なくなるからといって、その代替を全て在宅医療に転換する訳ではなく、

き、病院の老朽化が進んでいることから建物の新築等を考えますと、お示ししているプランの最終

的な形をお見せできるのは早くても４年後になるものと見込んでいます。

82 ●在宅医療をやらないと成果が分からない。 ■既存の建物で在宅医療を実施する準備が出来た場合、一部は実施可能かと思われますが、入院に

81 ●今から在宅医療を実施したうえで１年後、２年後、３年後の状況を知りたい。 ■今の建物でこの在宅医療を導入し、検証するとなると今の入院患者を別の病院に動かすことや、

医療スタッフの再配置及び研修、民間病院との連携を行わなければなりませんので、すぐ実施する

ことはできません。また、町が進めようとしている方向性で良ろしければ準備を進めさせていただ

らうためには、在宅医療の提供が必要になると考えており、三石地区だけではなく静内地区も実施

しなければならないと思います。

■収支については医業収支の赤字を約半分程度減らす内容のプランとしております。

　病院を在宅医療にすることでどれだけ赤字が減るのか？ 域にすることを絶対的に避けたいことから、新ひだか町全体での医療サービスを考え、静内と三石

療サービスを提供して収益を確保していきたいと考えております。

83 ●三石消防の救急車は救急救命士の人は必ずいるのか？病院事業は財政的に負担になることはわかる ■救命救急士につきましては、静内、三石それぞれの消防署に配属しており、救急車には必ず同乗

ご意見等を伺いながら地域の医療を提供したいと思います。また、赤字解消の取組は在宅医療を始

める前から２つの病院の経営を効率化にして進めて参りますが、日高管内の入院患者数も減ってお

ります。患者数を増やして収益を得るというのは難しい地域ですので、患者様目線で満足が行く医

必要な医療スタッフと在宅医療に必要な医療スタッフが必要となることから、医療スタッフの増員

が考えられます。試運転の形で進めて行く場合はスムーズに進むことも考えられますが、医療スタ

ッフの確保の問題もありますので、構築に時間を掛けて行きたいと考えており、議会や住民の方の

　も時間がかかると思うので、その辺も町でしっかりフォローしてもらいたい。 ■消防署員の募集も行う予定で、救急救命士の資格を持った方の枠も確保しており、消防署員につ

84 ●医療スタッフが半分になると言うが今まで通り外来を行い、在宅診療をやって本当に半分になるの ■専門外来は住民のニーズだと考えており、以前には相互診療として静内病院から循環器科を実施

　か？専門外来の医師はどこからくる？ しておりました。今後、若い世代の町民から小児科等の要望がありましたら、出張医等で対応出来

　し、医療スタッフの不足は必ずくるので病院機能も集約して医療体制を維持することは、当然の考 いたします。救急車においても三石の救急車を静内から転用し入替しておりまして、心肺停止の際

　えだろうと思う。ただ、三石は救急車を呼んだ時に静内、浦河に搬送されるので、安全の担保のた の自動マッサージ器についても、静内、三石の消防署に導入しており、万全を期しているところで

　めに救急救命士の体制をしっかりしてもらうと住民は安心すると思う。救急救命士の資格を取るに す。

きましては、北大病院に派遣するなどして職員研修も実施しているところです。

務時間も決まっていることから、医療スタッフの人員とコストがかかりますので、効率的に集約し

たいと考えております。　

ばと思っています。医療スタッフの数につきましては、月８０件程度対応する前提で試算しており

ますが、在宅医療のニーズが高まり、件数が増えた際は医療スタッフの数を増やさなければならな

いと考えております。また、入院病棟を運営する場合は配置基準や労働基準法上のルールにより勤

■軽症者は、救急隊員がかかりつけの病院がどこかを聞いて病院を選択している状況です。

在宅医療

救急診療

に係る

ご意見

ご要望
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ービスに使っていただくことが可能となります。

№ 項　目 いただいたご意見 説明会でのご回答

　いうことか？ 床があるため医師が当直しておりますが、オンコール対応で自宅で待機するなど、民間病院との連

携を含めて今後体制を構築して参ります。

86 ●休日夜間に脳梗塞や心筋梗塞など一刻を争うときに三石で処置してから苫小牧や札幌に行くと思う ■現状の救急車の対応では、脳梗塞や心筋梗塞の場合は現状も三石国保には寄らず、直接「静内病

85 ●３６５日２４時間対応すると言っているが、三石国保病院の病床を無くしても医師を滞在させると ■在宅医療を提供する病院は、医師がいつでも行けるようにすることが必須ですので、今は入院病

院」「苫小牧市」「札幌市」の病院に搬送し、比較的症状が軽い一次救急のみ三石国保病院で対応

しております。病床を集約した場合の休日夜間にかかる一次救急の受入れにつきましては、「静内

病院」「浦河日赤」「徳洲会病院」の救急告示病院に搬送されます。

87 ●在宅医療を実施した場合の医師や医療スタッフの配置を示さないとこのプランは本当に出来るのか ■医療スタッフの人員につきましては、策定委員会でお示しして進めております。町がご説明させ

　誰も信用しない。入院病棟を廃止するなら、三石でこのプランに賛成する人は誰もいない。聞くま ていただきいことは、改革プランの方向性についてこのご提案で進めていいかどうかということに

　が、それが無くなることについて考えているのか？

89 ●寝たきりの人も在宅医療で医師が来てくれると思うが、２４時間寝たきりの人を高齢者が看なけれ ■寝たきり状態の方が在宅介護を望まないのに、三石地区の方は在宅しか選択肢が無くなるのかと

１２～１３人訪問診療で医療の提供を受けております。また、在宅医療を実施している民間医療機

　が倒れてしまう。若い人が看るのはいいが、老老介護は大変だと思う。静内は病院が多くあるから 問リハビリや訪問看護などのサービスの幅が広がるというご提案になります。また、老老介護でい

　いいけど、三石の病床を無くすることは反対。 つまでも在宅医療を使って家にいてほしいという事ではありません。

言いますと、そういう事ではなく、あくまでも通院することが困難な人が在宅医療や薬の配達、訪

　いけない。病院の都合で在宅医療をするというのは全く逆の発想じゃないか。 ます。今回の改革プランの内容は医療サービスを受けるために通院していた人に対して、在宅医療

を受けることが出来る選択をしていただける体制を作らせていただくご提案だと考えております。

　でもない。どうしても実行するなら収支等のシミュレーションやシステムの構築をしっかり見せな なります。

　いといけない。在宅医療が出来なかった場合誰が責任取るという話になる。

88 ●病院に行けなくなったから在宅医療をやると言っているが、日常生活が出来ないから入院しないと ■今現在、三石地区で介護認定を受けている人の中で在宅医療を受けている人は約１０％程度おり

　ばいけないことが大変で、三石国保病院に病床を残してそこで看てくれないと介護する高齢の家族

りますと、通院せずに自宅で診療を受けたり、薬の提供を受けることが出来ますので、患者様ご家

族の負担も軽減されることに繋がると思います。

93 ●今は１２～１３人と言っているが将来的には何人になると予想している？ ■三石国保病院で１日約６０人の外来患者が受診され、多くの方が要介護認定を受けております。

92 ●周り見てもわかるように、かなり高齢で看る側になれないし、看る人もいない状態なのにどうやる ■要介護認定を受けている三石地区の１３０人程度の内、１２～１３人訪問診療で残りの約半分程

　のか考えられない。 度の人が三石国保病院を利用されております。その方々の中で訪問診療を受けることが出来るとな

91 ●今在宅医療を受けている人は、普段家で看てもらえる人がいるから受けられてるのか？ ■自宅において在宅医療を受けられているとのことですので、ご家族やヘルパー等で生活出来てい

る方だと思われます。

関からは、患者数をもう少し増やして在宅医療を提供したいとのご意見を伺っておりますが、医療

ます。

90 ●三石での在宅診療を受けている人はどのくらいいるのか？どういう計画でやろうとしているのか？ ■町で把握しているのは、要介護認定を受けている人が三石地区で１３０人程度おります。その内

しても外来受診で病院への通院を続けたとしても同じ選択をしなければいけないタイミングは来る

ことが予想されますが、今後は通院出来なくなった方がすぐ施設に入所しないといけないという方

を少なくしていきたいと考えており、地域包括ケアという形で医療と介護の関係をもっと深めてい

な人も増えていくことが考えられます。

94 ●今現在は家で看る人がいる。だけど１０年後は家で看る人がいない状の方が多いのでは？ ■在宅か介護施設に入所かの選択をしなければいけないと思います。これは訪問診療を実施したと

この要介護認定の数は高齢化率が高まると同様に、この後１５年くらいは増えていく予想です。

要介護認定の人につきましては、今後も増加が見込まれるため、訪問診療に切り替えることが可能

とになると考えています。介護側の人材は、通院のホームヘルパーに使っていた時間を他の介護サ

して通院されている方もおりますが、ホームヘルパーの方と病院に通院するのではなく、往診によ

り、医療の関係者が自宅に訪問する形になりますので、医療と介護で機能的な役割分担に資するこ

かなければならない取組だと認識しております。

95 ●介護の人も医師も不足している。それでやっていけるのか？ ■介護事業では、ホームヘルパーも人員が足りないと言われており、今ホームヘルパーなどを利用

リソース不足により増やすことが出来ないとのことから、町でフォローしていきたいと考えており

在宅医療

救急診療
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№ 項　目 いただいたご意見 説明会でのご回答

　は知らないが、静内には入院できる民間病院があるが三石には三石国保しかない。役場がプーチン ■物理的な距離的問題は解消できませんが、いただいたご意見のように入院中のご家族に届けたい

　で三石の住民はウクライナみたいだ。ウクライナは色々助けがあるが三石は助けが無い。なぜ三石 ものがある場合は、三石病院まで持って来ていただければ、お届けするような対応は十分考えられ

　の病床を無くするのか。少ない人口の三石を切って静内に持っていこうと考えなのか。 る思っています。

101 ●病床が無くなるという事は、三石の人は近いから洗濯物だとか何かあってもすぐ行けるが、静内に ■今回の改革プランの内容は、静内地区、三石地区ではなく新ひだか町として継続した地域医療を

　行くとなればバスやタクシーを使わなければならないし、年金生活者にとっては厳しい。町の財政 守るために考えたご提案となっております。

　くれるのか？

98 ●医師２名、看護師１５名での運営と言っていたが、在宅診療を行った方が経費が多くかかると思う

えることになります。

■お示しした人員は、あくまでも見込みでありますが、人員につきましては入院病床を継続した方

97 ●外来機能を堅持するとのことだが、休日夜間はどうなるか？ ■三石国保病院の外来機能は堅持します。また、在宅診療を行うということは夜間休日の体制も整

●三石に専門外来を設置と言っているが、過去に静内病院長が循環器科を三石で診療、三石から静内

　へ小児科を診療ということを行っていたが、何故やめたのか？

■相互診療の件につきましては、当時三石国保病院の医師が体調不良により相互診療を継続出来な

　かったため、止む無く中断いたしました。

　ても、静内は潰れないだろう。元々赤字なのを無理やり道から引き継いできたことが間違いで、い 高い医療を提供しなければなりません。三石国保病院につきましても、不採算でありますが外来機

　つまで引っ張るつもりだ。三石は三石国保病院しかない。静内は他の民間病院があるのに赤字の静 能を堅持しなければなりませんし、今回の改革プランでお示ししている在宅医療につきましても、

　内病院をなぜ残す必要がある。ここの場で理解が得られるとでも思っているのか？ 将来的な動向を見据えて機能転換させていただきたいと考えております。

　とが大事だろう。そうすることで町が豊かになる。町は何してる？何もやらずに病院の事だけ考え ていただいた中でのご意見で、静内病院の担う役割として二次医療圏の循環器科にかかる患者様の

　ても出来る訳ない。基本的に役場は考え方が足りない。静内には多くの病院がある。それをなぜ利 受入れの堅持、新ひだか町の救急医療体制が麻痺しないための救急告示病院の堅持になります。

　用しない。介護施設も民間に委託したのなら、病院も委託すればいい。静内病院が無くなったとし ■出産前妊婦の婦人科受け入れや小児科のアレルギー外来をはじめ、不採算部門でも住民ニーズの

102 ●三石でこの説明に納得する人はおそらく０人だ。行政の一番大事な町民は平等という基本的なこと ■静内病院の必要性につきましては、患者様の数や受診動態を検討しており、大きな役割は何点か

　から外れている。しまいには病院は病院、住民の数は数。馬鹿なこと言うな。産業を盛んにするこ ありますが、一つは救急告示病院としての機能になります。町内民間病院の医師と意見交換をさせ

104 ●三石診療所として規模を縮小して有床で運営し、近隣の町のソーシャルワーカーやケースワーカー ■今回のご提案を実施しようとした場合、医療に限らず介護や様々な業種と連携し、地域包括ケア

　と連携して、都会の病院から医師を派遣してもらうような連携や相談を行う体制を取ればいいので を構築しなければいけないと考えております。今後の運営を検討した際、有床診療所で実施する場

　はないか？ 合と今の国保病院の病床で運営した場合、大きく変わらない人員体制になります。そのことから、

　ばいい。それならわかる。 床につきましても、担わせていただく協議を進めており、三石国保病院の入院患者様が全て静内病

院に転院するとは考えておりませんが、在宅支援診療所として転換した後のしっかりとした器は必

要で、町として担うべき機能だと考えたうえで、今回の改革プランをご提案しております。

103 ●三石の病床を無くすれば、みんな静内病院に行くと思っているようだがそんなことは絶対に無い。 ■今回の改革プランでは民間病院の連携が重要で、在宅医療を提供している町内の民間病院や整形

　浦河日赤か徳洲会病院に行く。町がそこまで言うならば静内病院を日高管内中核の総合病院にすれ 等の外来を行っている民間病院等の後方支援病院を静内病院は目指しております。地域包括ケア病

今回の改革プランでは三石国保病院は無床化のご提案をさせていただいております。

　が？

99 ●２４時間３６５日対応すると説明されたが外来も土日全てやるのか？

が、人員も増え経費もかかることになります。また、病床を少なくしても人員基準がありますので

100 ●無床診療所になった後に三石の住民が救急車を呼んだ場合、夜間であったとしても三石で対応して

一定程度の医療スタッフを確保する必要があり、経費は現状と大きく変わりません。

■外来につきましては月～金曜日がベースとなり、在宅診療に係る対応につきましては、２４時間

３６５日対応となるよう構築したいと考えております。

■２４時間３６５日の対応は在宅医療になりますので、救急車は入りません。

96
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　せた方が効率的だと思う。地域医療の本来の目的は過疎地域を大事にすることだと思うので、老朽 しなければならないと思います。また、コミュ二ティバスや通院バスが使えなくなった場合の事を

№ 項　目 いただいたご意見 説明会でのご回答

非効率となりますし、現状でも医療スタッフの確保が厳しい状況で、夜勤を伴う医療スタッフの継

106 ●静内の入院病床を無くして三石を残すせばいい。 ■既存の病院施設の改修が大きい要因になります。現在の静内病院の建物、医療スタッフ及び医療

　自分もまもなく７５歳になるが母親もいる。まだ、蓬莱荘や介護施設に入ることが出来ない。入院

　病床が無くなると静内に連れて行かなければならない。まもなく自分も免許返納しなければいけな

　いのに、どうやって連れて行けばいいのか。近くに入院病床はあった方がいい。地域医療のことを

　言うならば、もっと力を入れてほしい。静内には元気なうちは行けるが、年を取ったらそうはなら

　提案もした。地域医療を考えると三石に病院があってしかるべきだと思う。静内は徳洲会病院に任

　化した三石国保病院は病床を持った小さな病院に建替えた方がいい。なぜ静内ではなく三石を廃止

　するのか？

●三石国保病院を建替して静内病院の院長が循環器科としてきてもらい、静内病院を廃止するという

理的に解消することは出来ませんが、入院時やお見舞いなどの距離的な負担感は軽減に向けて検討

考えて、地域に長く生活していただくため、今回の改革プランでは在宅医療のご提案をさせていた

だいております。

■ご意見のとおり免許返納などで、高齢者の方が今までのように病院に通院できなくなった場合に

日々の受診環境を確保する意味でも在宅医療は今後必要度が高まるものとなります。

　ない。コミュニティバスも障がい者は優先して乗ることが出来るが、障がい者までいかない人は乗

　れない。そのあたりも良く考えてもらわないといけない。

　で、三石の病棟は無くさないでほしい。 医療を守るために考えたご提案となっておりますので、ご理解願います。

　

　の話は一体何だったのかという感じがする。特に三石の意見を町は聞いていないと思うが。 ■住民の皆さまへの意見集約につきましては広報９月号で周知し、町の考え方等をお示ししまして

町民皆さまのご理解を得るように進めたいと考えております。

109 ●三石に病床を残してください。他町村に自分の居場所を移さないで三石の病院で死んでいきたいの ■今回の改革プランの内容は、「静内地区」「三石地区」ではなく新ひだか町として継続した地域

　ものを三石で開催した時にはものすごい反対が出た。その時も病床を０にするなという意見が出た ■収支的な部分や既存建物の状況等を検討させていただいた結果、新たに在宅医療の転換が重要だ

　はずで、町民からの意見を聞く場面を何回もあったのにまた病床を０にすると言っている。今まで と考え、具体的に今回ご説明させていただいているという経過になります。

から、機能分担を明確にして集約したいと考えております。

108 ●みんな思っているのはなぜ三石なんだということ。過去に実施したまちづくり懇談会では三石を診 ■令和元年１０月に基本方針をお示しして、まちづくり懇談会でご説明させていただきましたが、

　療所にして１９床にして、静内病院の病床を増やすという話だった。その後議会で傍聴会のような

　反映されていない。町民の生命と健康を守るのが大事で、財政的なことしか考えていないのでは？

　累積赤字なのか単年度赤字なのかわからない。最終的には一般会計から繰入れして黒字にするので

　はないか。今回提示したものは案だと認識しているが、他の案は無いのか？静内病院を無くして三

等をシュミレーションし、医療スタッフの配置等人件費等を検討いたしましたが、無床化しなけれ

ば抜本的な改善ははかれないとの結論に至り、高齢化等の地域特性も踏まえ在宅医療への転換も含

め今回の提案となりました。

110 ●以前にも三石国保病院の無床化について話があり、その際に町民から出た意見が今回の概要に全く ■基本方針の説明の際にいただいた町民皆さまからの意見について、病床を残した場合の収支状況

●自分も静内病院に６年間診てもらったが、数値も特に変わらず、他の病院に変えて薬も変わったが

　数値も良くなった。医者がしっかりしないと駄目だと思うし、こういうプランを立てるとき時は静

　内三石平等に立てるべき。蓬莱荘も民間委託したが、そこから来る人は三石国保病院に入院する。

その時も１９床残すご説明ではなく、無床診療所にしたいというご提案をしています。

続した確保が何より難しいことだと思われます。

107 ●静内病院を無くすればいい。 ■静内病院は５８床で配置基準を満たしている人員を確保しておりまして、現状稼働率は約３０床

ベースですので、空いている病床に三石国保病院の病床を集約したとしても診ることが出来ること

機器につきましては、今回の改革プランのご提案では後方支援病院機能としまして、そのまま使用

可能ですが、三石国保病院の施設は老朽化が進んでいることから全て更新しなければならないので

　石国保を残すことも出来るのではないか。静内には徳洲会病院や民間病院も沢山あるがどう考えて

　いるか。

111 ●この案は三石の住民は反対している。違う案を出すべき。

■収支につきましては医業収支の単年度決算で、赤字分は一般会計から繰出しております。静内病

院は日高管内唯一の常勤医のいる循環器科を有し、２次医療圏を守る公立病院として役割を果たし

ておりますので、町としましては、今回の改革プランの内容でご提案させていただきます。

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ご提案しています。

■三石国保病院の病床を静内病院に集約されると距離が遠くなるというご意見につきましては、物

■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

105
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に在宅医療が提供できる診療所に機能転換するというご提案です。

　良くわからない。過去の町政懇談会の前には町広報に病院と特養の改革プランが載っており、それ

　で内容を確認していた。今日は初めて資料を見て在宅支援診療所を新築して実施すると書いている

　が初耳だし、莫大なお金がかかるはず。過去に出された三石国保病院の無床化は、三石の住民は大 まからのご意見等を聞く機会が無いという事ではありません。

112 ●町広報や新聞に住民説明会の日程だけお知らせがあった。今日説明会に来ても会場が暗くて資料が

№ 項　目 いただいたご意見 説明会でのご回答

●三石は合併したせいで、静内に吸収されたよう。三石は高齢化が進み、最後の砦は病院で、入院病 ■新ひだか町全体の医療サービスの力をどこに投入するかを考え、地域になるべく長く住んでいた

113 ●病床を残す内容の改革プランは考えられるのか？ ■町としましては、現在のところ今回お示しした案で、今後の準備を進めさせていただきたいと考

えております。

　反対して、入院病床を残してほしいと言っていた。その時から２～３年経って、それを踏まえて検

　討委員会を実施したと言っていたが、そんなことは聞いていないし、途中経過も知らない。形だけ

　の町民説明会だけ実施して、町民の意見は聞いてくれるものか？ 　

117 ●今はコロナで病床もひっ迫しているので、病床を無くすることはもう少し落ち着いてから検討した

　方がいいのでは？

116 ●病床を無くすだけで現状の国保病院の体制は変わらないということか？

115 ●入院機能を持った診療所には出来ないのか？

　床を無くすという事は町民に自助努力をしてくれということなのか？

114

■改革プランに中で新興感染症も検討が必要になります。今このタイミングで改革プランを検討す

る時期だと考えております。静内病院においても限られた医療スタッフの中で、コロナ病床を開設

し、公立病院として受け入れする体制を作っております。

■今回静内、三石両地区で説明会を開催させていただき、今後につきましては、要望をいただいた

三石地区の地域説明会を実施する予定です。また、広報に改革プランの概要を掲載させていただき

パブリックコメントを実施して町民皆さまのご意見等を伺う予定でおり、今回の説明しか町民皆さ

病院と何も変わらない体制を維持することは難しいことから、町としましては今回のご提案をさせ

まのご意見で在宅医療のニーズがあるのか無いのか聞かせていただきたいと思っております。

■診療所を有床とした場合には施設基準に合った医療スタッフを確保しなければなりません。今の

だくために、病院から自宅に伺う在宅医療で診察出来るような内容としております。

■三石国保病院は無床診療所となりますが、診療機能は強化して必要な医療を提供し、持続的に三

■病院を地域から無くすということではなく、今回のご提案は、外来機能は絶対的に堅持し、新た

ていただきました。

石の病院を存続させ外来機能は堅持していくことを考えたプランになります。つきましては、皆さ
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