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１．第1回 明石市安心の医療確保政策協議会 資料１「安心の医療確保に向けて」より 

第 1 回 明石市安心の医療確保政策協議会 資料１「安心の医療確保に向けて」より 

１．基本方針 

① 明石市域において、市民がこれまで以上の安定した医療サービスを受けられること。 

② 市立市民病院を存続させること。廃止や民間委譲は考えない。 

２．検討事項 

① 明石市域における疾患別医療や救急医療の現状と課題をどう捉えるか 

② 市立市民病院の役割･機能 

市民病院の担うべき役割の設定と、これらの役割を平成 23 年度までに実現できる方策について 

③ 市立市民病院の経営 

市民病院の現状分析（経営指標、財務分析など）を通して、医師確保の方策、病院の権能や機動性の強化、病院職員（医師等）の処遇、経営のあり方などについて 

④ 地域医療を守るシステム、或いは疲弊させないための基本的な考え方、方策 

現行の医療システムの課題と解決方策、医療連携（病病連携、病診連携、疾患別クリティカルパス）のあり方、市民への積極的な情報提供、市民の理解、協力について 

３．検討期間 

① 全体の検討期間は 2 年間とします。ただし、2 年目は検証を含みます。 

② 医療制度や診療報酬体系の大きな転換点になると予想される平成 24 年 4 月までに、一定の取組みを完了させておく必要があるため、市立市民病院の経営に関することについて 

は、平成 21 年度中を目途に、その方向性について、まとめていただきたい。 

平成 21 年 6 月 3 日 明石市長 北口寛人
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２．課題解決の必要要件の整理 

前回の経営検討部会では、明石市立市民病院のあるべき役割･機能と現実とのギャップを整理し、解決するべき課題を抽出した。 

これらの課題を解決するための必要要件と、その阻害要因を整理すると、下表のとおりとなる。 

１．医師の確保 

２．設定された診療構造への速やかな転換、市内の 

他医療機関（病院、診療所）との機能分担と連携 

３．病院は事業（ビジネス）であることから 

（１）採用や投資に関する権限の付与 

（２）診療報酬制度等への迅速かつ柔軟な対応 

４．病院は人によってのみ成り立つことから 

（１）医師等の医療職の迅速かつ柔軟な採用 

（２）病院経営を支える事務系職員の増強 

５．高コスト構造の改善 

（１）平均年齢引下げ等による給与費圧縮 

（２）委託料を含めた総人件費の抑制･削減 

６．市民の無限経営責任の回避 

１．医師にとって魅力ある病院 

（１）柔軟な給与体系 

（例）需給環境に応じた給与の改定、分娩手当・救急手当・緊急入 

院手当等の充実 

（２）雇用形態の多様化 

（例）短時間正規雇用等、医師の就労事情に応じた雇用形態 

（３）研究活動への経済的・時間的支援 

（４）研修医･専攻医の増員 

２．必要な職員の迅速かつ柔軟な採用と育成 

（１）診療報酬改定に対応した職員の迅速な採用 

（例）看護師、臨床工学技士、医療クラーク 等 

（２）施策や情勢変化に応じた職員の増員 

（例）地域連携のためのＭＳＷ、ＤＰＣ対策のための診療情報管理 

士 等 

（３）専門知識と経験を持った事務職の確保と育成 

（例）医事・情報管理、用度、教育研修、地域連携 等 

３．市内の他の医療機関との役割分担、連携診療が実現されること 

４．市民病院の構造転換（一般外来診療の縮小、病院間の役割分担等）に対 

する市民の理解と協力 

５．経営の健全化 

（１）施設・設備、医療機器等の適正価格での調達 

（２）薬品、診療材料、給食材料等の適正価格での調達 

（３）委託費の適正化 

（４）市の財政負担が拡大しないこと 

１．職員の採用・待遇・育成への制約が多い 

（１）職員定数や行革推進法により、職員の増員が困難 

（２）全市統一の人事システム 

２．医師以外の職員採用について院長、事務局長の権限が制限 

されている 

３．職員定数の制約の下で医療職を確保するため非医療職の削 

減や外部委託が進み、医療経営・管理の人材が不足してい 

る 

４． 単年度予算主義のため、 予算化されていない設備の購入や、 

急を要する経費支出、職員採用に対応しにくい 

５．総花的な診療機能や一般外来診療が求められたり、入院の 

必要性が低い患者の受入を要請されたりしやすい 

６．診療材料、医療機器等の調達や委託契約に際して、全市統 

一の調達システム（公平性優先の入札など）の制約を受け 

る 

解 解決 決す する るべ べき き課 課題 題 必 必要 要要 要件 件 現 現在 在の の阻 阻害 害要 要因 因
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３．必要要件別に見た経営形態の評価 

明石市立市民病院が果たすべき役割・機能を実現するための必要要件別に、それぞれの経営形態を評価する。なお地方公営企業法一部適用については現状の通りであり、評価の対象としない、 

必 必要 要要 要件 件 地 地方 方公 公営 営企 企業 業法 法全 全部 部適 適用 用 地 地方 方独 独立 立行 行政 政法 法人 人 指 指定 定管 管理 理者 者 

１．医師にとって魅力ある病院 

（１）柔軟な給与体系 

（２）雇用形態の多様化 

（３）研究活動への経済的・時間的支援 

（４）研修医・専攻医の増員 

□病院事業者管理者に人事に関する一定の権 

限移譲があるものの、実態として市長部局と 

同じ人事システムのままの傾向があり、給与 

体系の柔軟性、雇用形態の多様化が困難 

□職員定数の規制にかかり、柔軟な医師の増員 

が困難 

□独自の給与体系や雇用形態、研究支援制度等 

を設定することが可能 

□職員定数の枠にとらわれず、状況に応じた医 

師の採用や増員が可能 

□医師の採用について様々な手法が利用でき 

る 

□医師の確保・増員は独自の努力による 

□独自の給与体系や雇用形態、研究支援制度等 

を設定することが可能 

□指定管理者の裁量で、状況に応じた医師の採 

用や増員が可能 

□様々な医師採用の手法が利用できる 

□指定管理者が擁する医師陣による医師増強 

が期待できる 

２．必要な職員の迅速かつ柔軟な採用と育成 

（１）診療報酬改定に対応した職員の迅速な採用 

（２）施策や情勢変化に応じた職員の増員 

（３）専門知識と経験を持った事務職の確保と育成 

□病院事業者管理者に一定の権限移譲がある 

ものの、職員定数の規制にかかるため、病院 

の裁量での増員は困難 

□採用できる場合も、市長部局との調整が必要 

であり迅速性に欠ける 

□法人独自の権限で迅速な採用が可能となる 

□職員定数の枠にとらわれないため、必要な職 

員数を確保できる 

□基本的には現行職員が法人職員となるため、 

短期的には現状とほぼ同じ専門知識である 

が、中長期的には人材育成が可能となる 

□人材育成機能の整備は独自の努力による 

□指定管理者の権限で迅速な採用が可能とな 

る 

□職員定数の枠にとらわれないため、必要な職 

員数を確保できる 

□指定管理者の職員の活用が可能で、専門的知 

識を有する職員を直ちに確保できる 

□指定管理者が既に持つ人材育成機能を活用 

することができる 

３．市内の他の医療機関との役割分担、連携診療が実現 

されること 

□市の意向を反映しやすいため、ほかの医療機 

関との連携は確保しやすい 

□市が中期目標の策定・指示を行い、それをふ 

まえて法人が中期計画を立案・実施するた 

め、市の意向を反映した他の医療機関との連 

携は確保しやすい 

□募集条件にすることで確保が可能 

□指定管理者によっては、指定の後に他の医療 

機関との連携が滞るリスクがある 

４．市民病院の構造転換（一般外来診療の縮小、病院間 

の役割分担等）に対する市民の理解と協力 

□市の決定事項であれば、市民病院の方針に対 

する協力と理解は得やすいが、今後の取組み 

次第 

□市の策定・指示した中期目標をふまえて運営 

されるため、市民病院の方針に対する協力と 

理解は得やすいが、今後の取組み次第 

□指定管理者によっては、協力と理解を得られ 

にくい可能性がある 

５．経営の健全化 

（１）施設・設備、医療機器等の適正価格での調達 

（２）薬品､診療材料､給食材料等の適正価格での調達 

（３）委託費の適正化 

（４）市の財政負担が拡大しないこと 

□施設・設備については、最終的には議会の議 

決が必要であり、管理者の権限が制限されて 

いる 

□全市統一の調達システムの制約があり、適正 

価格での調達ができない可能性がある 

□管理者の責任のもと、収益増、コスト削減が 

実現した事例がある 

□財政面については、現状と同じであり、市の 

財政負担が拡大する可能性は現状と変わら 

ない 

□施設、設備は法人の所有物となり、基本的に 

は市から独立した意思決定がなされる 

□法人の自立性が高まり、収益増、コスト削減 

が期待できる 

□法人設立時に新しいシステムを導入する場 

合、初期費用と保守管理費が増加する 

□市との連結決算対象であり、最終的には設置 

者である市に責任は残るが、市からは独立し 

ているため、一定の歯止めはかかる 

□施設や高額設備は市の所有物であり、これら 

の購入・更新は、市の意思決定下にある。た 

だし、高額設備を指定管理者の裁量で購入す 

る例もある 

□調達方法は、指定管理者である民間のノウハ 

ウによる運用がなされる 

□委託費や経費などの運営コストについても、 

民間のノウハウが生かされる 

□管理運営部分の財務リスクは、市の財政負担 

とは切り離すことができる 

□指定管理者が経営破綻するリスクがある
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４．補足資料 

(1) 地方公営企業法全部適用とその他の経営形態との比較 

第３回検討会資料より、地方公営企業法の全部適用と、その他の経営形態（地方独立行政法人、指定管理者）の違いを分かりやすく整理し直したものです。 

項 項目 目 地 地方 方公 公営 営企 企業 業法 法 

（ （全 全部 部適 適用 用） ） 

そ その の他 他 

（ （地 地方 方独 独立 立行 行政 政法 法人 人、 、指 指定 定管 管理 理者 者） ） 

自立性 
・地方公共団体の枠内にあることに変わりはなく、多くの意思決定は、市長部局や議会 

の関与の下で行われる。 

・中期目標の設定時（地方独法）や指定管理の協約締結時（指定管理）には、地方公共 

団体の関与を受けるが、日常の意思決定の多くは病院独自でできる。 

権限と責任 
・経営に関する責任の所在が曖昧。 

・管理者には、市長部局、議会等への説明が求められる。 
・経営に関する責任は、権限を与えられた理事長・指定管理者に属する。 経営 

迅速性 ・市長部局の承認や議会の議決が必要となる事項が多く、迅速な意思決定が困難。 ・市長部局の承認や議会の議決が必要となる事項が少なく、迅速な意思決定が可能。 

予算 
・単年度主義による制約を受ける。 

・予算は、議会の議決が必要。 

・単年度主義の制約を受けない。 

・予算は、議会の議決が不要であり弾力的な運用が可能。 

財務 

契約手法 
・複数年契約ができない。 

・入札を原則としており、相対交渉や多様な契約手法の選択が困難。 

・複数年契約が可能。 

・相対交渉による、多様な契約手法の選択が可能 

採用 

・定数条例の制約を受ける。 

・他の行政部局に準じるため、短時間勤務等、多様な勤務形態での雇用や随時採用が困 

難。 

・定数条例の制約を受けず、理事長・指定管理者の裁量による自由で迅速な採用が可能。 

・様々な勤務形態の提供が可能。 

配属・育成・ 

専門知識 

・実態として、他の行政部局に準じる運用を受け、病院経営に最適な配属が困難。 

・他部局との人事ローテーションにより、専門職員の育成が困難。 

・理事長、指定管理者の裁量により、病院経営に望ましい配属が可能。 

・プロパー職員の採用や専門職員の配属や育成が可能。 
職員 

給与 ・実態として、他の行政部局に準じる運用を受け、経営方針や経営状況が反映されない。 ・理事長、指定管理者の裁量により、経営方針や経営状況を反映した給与設定が可能。 

一般会計からの 

繰入 
・法律において財政面における政策医療の提供が担保される。 

・地方公営企業に準じた交付が可能。 

・地方独法では運営交付金として、指定管理では、指定管理料として交付される。 

公共性 

政策医療の提供 ・公営企業であることから、政策医療の提供は確保される。 
・中期目標や協約の設定は、地方公共団体の関与の下で決定されるため、政策医療の提 

供は確保される。
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(2) 地方独立行政法人と指定管理者の違い 

第３回検討会資料より、地方独立行政法人と指定管理者の差異の部分のみを抜粋したものです。 

必 必要 要要 要件 件 地 地方 方独 独立 立行 行政 政法 法人 人 指 指定 定管 管理 理者 者 

１．医師にとって魅力ある病院 

（１）柔軟な給与体系 

（２）雇用形態の多様化 

（３）研究活動への経済的・時間的支援 

（４）研修医・専攻医の増員 

・職員定数の枠にとらわれず、状況に応じた医師の採用や増員が可能 

・医師の確保・増員は独自の努力による 

・指定管理者の裁量で、状況に応じた医師の採用や増員が可能 

・指定管理者が擁する医師陣による医師増強が期待できる 

・移行時、医師は自動的には引き継がれない（追記） 

２．必要な職員の迅速かつ柔軟な採用と育成 

（１）診療報酬改定に対応した職員の迅速な採用 

（２）施策や情勢変化に応じた職員の増員 

（３）専門知識と経験を持った事務職の確保と育成 

・法人独自の権限で迅速な採用が可能となる 

・基本的には現行職員が法人職員となるため、短期的には現状とほぼ同じ専 

門知識であるが、中長期的には人材育成が可能となる 

・人材育成機能の整備は独自の努力による 

・専門知識・ノウハウの蓄積にはやや時間がかかる。（追記） 

・指定管理者の権限で迅速な採用が可能となる 

・指定管理者の職員の活用が可能で、専門的知識を有する職員を直ちに確保 

できる 

・指定管理者が既に持つ人材育成機能を活用することができる 

・移行時、職員は自動的には引き継がれない（追記） 

３．市内の他の医療機関との役割分担、連携診療が実 

現されること 

・市が中期目標の策定・指示を行い、それをふまえて法人が中期計画を立案・ 

実施するため、市の意向を反映した他の医療機関との連携は確保しやすい 

・募集条件にすることで確保が可能 

・指定管理者によっては、指定の後に他の医療機関との連携が滞るリスクが 

ある 

４．市民病院の構造転換（一般外来診療の縮小、病院 

間の役割分担等）に対する市民の理解と協力 

・市の策定・指示した中期目標をふまえて運営されるため、市民病院の方針 

に対する協力と理解は得やすいが、今後の取組み次第 

・指定管理者によっては、協力と理解を得られにくい可能性がある 

５．経営の健全化 

（１）施設・設備、医療機器等の適正価格での調達 

（２）薬品､診療材料､給食材料等の適正価格での調達 

（３）委託費の適正化 

（４）市の財政負担が拡大しないこと 

・施設、設備は法人の所有物となり、基本的には市から独立した意思決定が 

なされる 

・法人の自立性が高まり、収益増、コスト削減が期待できる 

・法人設立時に新しいシステムを導入する場合、初期費用と保守管理費が増 

加する 

・市との連結決算対象であり、最終的には設置者である市に責任は残るが、 

市からは独立しているため、一定の歯止めはかかる 

・施設や高額設備は市の所有物であり、これらの購入・更新は、市の意思決 

定下にある。ただし、高額設備を指定管理者の裁量で購入する例もある 

・調達方法は、指定管理者である民間のノウハウによる運用がなされる 

・委託費や経費などの運営コストについても、民間のノウハウが生かされる 

・管理運営部分の財務リスクは、市の財政負担とは切り離すことができる 

・指定管理者が経営破綻するリスクがある


