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第４回 明石市立市民病院経営検討部会 

会議録（議事録） 

日時：平成 21 年 9月 24 日（月）14：30～16：30 

場所：明石市立市民病院 2階講義室 

出席者 ： 検討会委員 

■学識経験者：信友部会長（九州大学大学院教授） 

濵岡副部会長（京都府立医科大学教授） 

川合委員 （神戸大学大学院特命教授） 

■医療関係者：日下委員 （明石市医師会会長） 

佐々木委員（明石市医監） 

大森委員 （兵庫県看護協会会長） 

門谷委員 （明石市立市民病院長代行） 

■市民代表 ：髙橋委員 （公募市民） 

黒澤委員 （公募市民） 

■行政関係者：友國委員 （明石市副市長） 

■その他 ：平山委員 （明石市立市民病院労働組合代表） 

橘委員 （公認会計士） 

１ 開会 

事務局 ：只今から「第４回明石市立市民病院経営検討会議」を開催いたします。 

本日松本委員が所要のため欠席ということで、追加の資料でご意見を配布させていただ 

きました。 

～ 配布資料の確認 ～ 

信友部会長 ：病院事業は生きものである。１年かけて正解を出してもその頃には時代が変わっ 

ています。民主党政権で 2012 年の診療報酬、介護報酬改正、相当大きな環境変化も出て 

くるでしょう。それに持ちこたえるような市民病院の事業形態を考えなければなりませ 

ん。残された期間は今年と次年度です。乗り切るためにはどうするか、その切迫感の中 

で考えていきたい。 

どのように対応するのが安定的に医療を提供できるイメージになるか、選択肢を示し 

ながら優先順位を考えたい。今日は２ページにあるような関係の中で何を選択しないと 

いけないかという議論を深めたい。
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２ 課題解決のための手法 

信友部会長 ：ではメインのテーマである経営形態について。どうでしょうか。 

橘委員 ：現状は非常に切迫していることを考えると、形式から考えるのがよいでしょう。全適 

ベースでは従来とあまり変わらないですし、課題を解決するには適当ではないです。個 

人的には、地方独法か指定管理者のいずれかがよいと考えます。 

信友部会長 ：いろんな自治体病院が運営形態を変えながら運営しています。どの形態も魔法の 

薬ではありません。これがこういうことが担えるというイメージが沸くか沸かないかと 

いったときに、全適はいかがなものかということだと思います。運営形態の変ったもの 

を受けられた医師会の日下委員どうでしょうか。 

日下委員 ：全適より、指定管理か地方独法を選ぶことになると思います。院内では、経営改善 

のためにどのようなことを進められ、どのような改善が見られたのかをまず知りたいと 

思います。病院が救急と入院重点とおっしゃっていることに対して、真剣にそうされた 

という意思が伝わってきていないので知りたいと思います。その上で決めていきたい。 

信友部会長 ：外から見られて、中の経営改善がどの程度進んでいるのか、どの程度の危機感が 

職員、事業管理者である市の本体にあるのか気になるとの指摘でした。 

川合委員 ：医師不足がどうして起こったのか見えません。それが見えない限り、経営をどうし 

ようかというところに結びつきません。ただ、医師不足を改善するために全適だけでは 

難しいとは思われます。形態は地方独法か指定管理かと思います。まず、この半年、１ 

年の医師不足の原因が改善されているかどうかが一番気になるところです。 

信友部会長 ：医師不足の問題を検討するのが我々の部会ではありませんが、こういうこともあ 

るだろうということで、 いかに病院事業を安定的に継続的にできるかという運営形態が、 

本質の問題です。 

濵岡副部会長 ：京都府立大学関連施設も医師不足のところが増えています。研修体制の変更が 

きっかけになったことは間違いありません。しかし、医師の体制が確保されている病院 

もあります。違いは医師としての成長環境や、それをサポートする優秀な指導医の有無 

などです。指導者が根付くための要素は給与ではなく、専門性の向上を進めていくだけ 

の環境です。病院のバックグラウンドと病院の指導者の考え方も影響します。明石市民 

病院はある程度、ある程度オールラウンドに充足した病院であると感じていました。個 

人的に言いますが、内科が二人減ったことは大きな問題ではなかった。医師の考え方が 

あって、それを進める指導者が歯抜けになったことが問題だったのだと思います。市民 

病院の構造転換が重要です。この病院が得意とする分野が二つ三つあろうかと思われま
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すし、こういう病院で慢性期をやることにかなりムダがありますので、急性期医療に特 

化する、得意なところをアピールすることが望まれます。 

全適かどうかに関しては、全適にしても今の状況を改善するようにはならないことを 

考えますと、対象からは外れるのではないかと思います。定員、定数に関係なく職員、 

医師を採用できるような構造的なバックグラウンドさえできれば、市民病院は捨てたも 

のではないと認識しています。 

指定管理者の病院については、私の大学は法人になっています。以前、法人になって 

特に大きく変っていないと言いましたが、不安に思っている職員にとってはそんなに心 

配することはないという意味です。 

法人になって２年目、意思疎通が非常に早くなりました。それは議会を通さなくて良 

いと言う点と、短期的な予算配分も含めてそれをしないでよいと言う点が大きい。法人 

化することで、働けばそれに見合うものがレスポンスとして返ってくるという環境が作 

られた。年々新しいことが行われていますし、病院全体も診療科だけでなく横のつなが 

りを考えたセンター化を進めるなど、公務員の時は全くできなかったことができるよう 

になりました。時代にあった形で、フレキシブルに診療体制や看護職員も含めた医師の 

配置転換を行っています。給与、社会保険その他については大きな問題を起こさないよ 

う大きくは変っていませんが、診療スタイル、病院構造は非常に大きく変って、毎年報 

酬も上がっています。職員の意識改革というバックグラウンドがないと成り立たないの 

ですが、みなさんがそれを意識して進めていくというコンセンサスが得られれば、市民 

病院も発展する可能性を持っていると思います。職員のやる気が担保されて、環境が担 

保されるということから、 短期的にも中期的にも地方独法が有効ではないかと思います。 

信友部会長 ：議会の諸君には少し耳の痛い話ですが、議会を通さないといけない。その為に即 

断、即決ができない。市民病院と言う名前があるからあれもこれもやらなければならな 

いと、構造転換が遅れてしまった。従って、今までの運営形態はいかがなものかという 

見立てですね。市民の方はいかがでしょうか。 

髙橋委員 ：12 日の勉強会では、地方独法と指定管理者、どちらもうまくいっていると感じまし 

た。市民病院の場合、全適ですればどうかとの意見もありましたが、市民病院の職員の 

意識がどのような状況にあるのか、お聞きしたいと思います。 

信友部会長 ：経営部会の委員は状況が認識できたけれども、当事者はどれだけ経営部会が検討 

している課題を認識しているのか、情報の共有がされているかということなのですが、 

日下委員も気にされていることなので、平山委員どうでしょうか。 

平山委員 ：この検討が始まってから、職員にもこういった話をしており、自分の置かれている 

状況がヤバイということを分かってもらえてきているところだと思います。先々週の説 

明会には、100 人くらいの参加がありました。行動を起こしているかと言うとそこまで 

ではないのですが、意見箱への投書もあるし、危機感はあると思います。
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信友部会長 ：危機感を持っているのは、一部ですか、それとも大半ですか。 

平山委員 ：それは具体的にはわかりにくいですが、指定管理になると民間職員になるので不安 

を持っており、転職を考えている人もいます。 

信友部会長 ：自力でどうにかしないといけないという気持ちはどうですか。 

平山委員 ：あることはありますが、一部は不安に思ってしまっています。まだ、内容をしっか 

り理解できていない人も多いということもあるかもしれないです。 

髙橋委員 ：少し心もとない感じがします。 

日下委員 ：さきほど平山委員が「ヤバイ」という言葉を使われたのですが、これはやばくはな 

いと思います。発展させないといけないという気持ちでやらないとだめだと思います。 

今、単年度予算ですよね。複数年度予算にした場合、どうなるでしょうか。それから、 

理事長や事務長といったキーパーソンがここに骨をうずめるつもりでやっていただかな 

いと、うまくいかないと思います。 

信友部会長 ：民間病院の経営者は私財を投げ打ってやっている。その気迫と、「まぁ、辞令が来 

たからやっときましょうか」というところの当事者意識の差は非常に大きく、いろんな 

ところに出てきていると思います。 

濵岡副部会長 ：私どもの大学も独法化する時に、職員の身分について、いろいろなディスカッ 

ションがありました。最終的に、部長クラス以上は府の職員として出向し、それ以下は 

法人の職員になるという形をとりました。ものは考え様で実働部隊が骨をうめる形で職 

員になりました。今言われたように、理事長、事務長もそこの職員ということではこれ 

は民間と同じ形になると思います。私たちは府でしたので、府とのつながりを残しなが 

ら、府からの考え方、サポートを得られるように、両方のいいとこ取りをしました。た 

だし、検証はするという体制はとりました。 

信友部会長 ：経営形態というのは、構造転換をリストラと読み変えられると首を切られるよう 

な言葉のイメージになるので、この言葉はやめましょう。時代は動いています。周りに 

有力な病院がでてくればそれに負けないようにしなければいけない。トップに主体性、 

裁量が必要になります。そういう、時代が、地域が求めている医療を展開するためには 

どうすればよいかという検討が必要です。赤字が大変だからという話題があるかもしれ 

ませんが、赤字になれば議会の介入が大きくなります。しかし、本来の目的は病院を黒 

字にすることではなく、主体性をもって、トップが、病院全体が、地域に役立つ医療に 

特化して、できていないところは他と連携しながらやっていくという発想です。
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大森委員 ：高コスト構造の改善というところで、平均年齢の引き下げとありますが表現の検討 

が必要です。 報告書にこういう形ででてくると危機感をあおってしまいます。 もう一つ、 

医師不足について、女性医師が増えてきたという状況の中では、多様な雇用形態という 

のが必須条件になると考えます。どちらがいいか考えると、意思決定がフラットである 

ということで、雇用の問題など、変化に対応するには地方独立行政法人の方が、スムー 

ズに対応できると考えます。 

信友部会長 ：問題の言葉が出てきましたね。これがあるから心配なんですね。 

橘委員 ：高コスト構造自体は事実です。 

大森委員 ：それは事実であっても、 （１）の「平均年齢の引き下げ」という表記は気になる。 

信友部会長 ：ここは高コスト構造の改善だけでいい。薬でもなんでも市場調査をすると非常に 

高い買い物をしています。 

大森委員 ： （１）の表現は職員を大切にしていないと思います。 

信友部会長 ：職員を活かすという発想ですからね。 

平山委員 ：職員一人ひとりの給与は変わりません。 

大森委員 ：人件費比率は、新患率が高まれば引き下がります。年齢が高いから高い給料を貰っ 

ているという認識は変えておかないといけないと思います。 

信友部会長 ：資源を活かすことにより、生産性をあげることが大事です。まぎらわしいところ 

もありますので、部会の報告書としては注意が必要です。 

平山委員 ：職員も他の病院で給与が下がっているという話を聞いたりしています。指定管理で 

あれば、入ってきた法人の裁量になるので給与が下がります。 

信友部会長 ：事務レベルの話になりますが、給与が下がるのであれば、下がった給与の補填を 

市が行うという方法もある。複数年度予算については、指定管理者であれば、複数年度 

で予算が組めるので、時代に対応しやすくなります。 

黒澤委員 ：先日頂いた書類の中で、 独立行政法人と指定管理者制度についての論点案があるが、 

これは全適をはずした論議になっているが、どういうことでしょうか。
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信友部会長 ：我々が論議できる、選択できるレベルになっているかどうかがこの第４回の部会 

です。まず、３つの運営形態について大きく分ければ、全適までは公務員という身分、 

それ以外は非公務員、非公務員型であれば独法と指定管理者の２つがある、論議のステ 

ップを意識した一つの資料であって、それを論議しているわけではありません。運営形 

態を論議するまで成熟しているかどうか、それぞれの形態にした場合のイメージが沸く 

かどうか、が今日の部会の大きなテーマだと思っています。 

平山委員からは当事者として運営形態を考え始めていますよというコメントがありま 

したが、そういう風に認識されましたか。まだまだ早いと思われたのか。 

黒澤委員 ：会議を開いて、その中で討論して決めればよい。お医者さんの意見は聞かないとい 

うのは大変だと思う。その辺についてお聞きしたい。 

大森委員 ：幹部は検討している。危惧されているのは、ドクター、部長クラスの先生方である 

が、どのように変化への対応を促していかれましたでしょうか。 

濵岡副部会長 ：我々、独法化の話が出たのが、５年前、移行したのが昨年４月、その間、２週 

間に１回議論の場を持った。国立大学が法人化していたので、その問題点を調査して話 

をした。我々のレベルではお互いの問題点を出し合ったり、改善方法を考えたり、ある 

程度のコンセンサスを得つつ、それをベースにして職員に話していった。 

大森委員 ：明石市民病院ではどの程度ドクターのコンセンサスが得られているのか。平山さん 

はコメディカルの方には話をしているが、ドクターには出来ているか。 

信友部会長 ：大森委員はドクターベースの話をされますが、ドクターはナースあってのもので 

す。ナースにとってはどういう運営形態が良いと思われるかコメントいただけますか。 

大森委員 ：ナースも専門性を持っており、それを活かしていきたいと思っている。そういった 

意味で、地方独立行政法人がいいと感じている。看護師の中で情報を得てきたところ、 

ほぼ独法になるのではという話が通っている。 

信友部会長 ：当事者の職員にとっては、我々が何の議論をしているかを分かってもらえること 

が必要。コンセンサスをとるかどうかは、答申があった後に、トップだとか市長から行 

ってもらうことである。我々は市長から依頼を受けているので検討部会での答申に当た 

っては、職員の同意は必要ない。 

佐々木委員 ：医師確保の問題と経営形態の議論が混在しているが、どちらから入るのか確認し 

たい。また、医師の確保は大きな話だが、総論的な話になっているので、職員の意識、 

コストの話とは分けて話していったほうがいいのではないかと思う。
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信友部会長 ：橘委員の話は、今までの市民病院は地方公営企業法の枠内であったために苦労が 

あったのではないかという意見。その件に対する検証の為に、それが納得されるかどう 

かを話を伺っていた。 我々のメインテーマは経営形態をどうすればよいか論議すること。 

医師確保云々については具体的な話ですので、運営形態のかかわりでコメントして頂け 

るとありがたい。 

佐々木委員 ：では、体制について形を決めてしまうということか。 

信友部会長 ：地方公営企業法適用では、必要な要件を満たした魅力ある病院作りは出来ないと 

解釈することは妥当かどうか、検証していただきたい。 

佐々木委員 ：医師確保に関して、具体的な話をさせていただきます。女性医師の雇用形態につ 

いて全国的に有名なのは、大阪の厚生年金病院で、講演会を聞きにいきました。フレッ 

クスタイムはもちろんで、週のうち 30 時間働けばよいとか、当直は免除するとか、そう 

いったことは、 出世とかボーナスには影響がないということで、 非常にいい話だったが、 

そういった配慮ができない当院では出来ない話ばかりで距離感を感じました。現状的に 

医師の応募者から、親の介護等の事情で週 4 日で常勤、夜勤無しならという話もあった 

が、対応できなかった。 

信友部会長 ：従来の形態であれば、市の職員と同じようなルールでないと採用できない。議会 

の議決が必要であるということから難しい。地方公営企業法適用であれば限界だろうと 

いうコメントでよろしいですか。 

門谷委員 ：医師の確保については難しい状況があった。いかに魅力のある、医師の来やすい病 

院にするか。医師がそこで何をしたいのか、どれだけ成長できるのか、それをバックア 

ップしていくための環境・体制作りがどこまで病院でできるのか、それが医師が最も求 

めているところである。その体制がどの運営形態でとりやすいのかということが問題で 

あり、医師自身は経営形態がどうだから行きたくないというのはないと思う。そういっ 

た環境づくりの観点からは、全適では、定員の枠などの制限、迅速性に欠けるから難し 

いと思われる。しかし、定数を増やすことも可能ではないか。いずれにしても自由度が 

高いのは独法以上かなと思われる。 

医師の確保ばかりでなく、経営形態をどう選ぶかということで、経営は確かに大事だ 

けれども、一方、公立病院であり、市民病院であるということから、経営にばかり目が 

向いて公益的な政策医療等が不充分になったりすることはないかということが心配です。 

より自由度が利くということは認めますが、私としては、指定管理者制度ではリスクが 

高いのではないか、独法までで考えるべきではないかと思われます。 

信友部会長 ：資料２について指定管理者への移行と公共性の関係が整理されている。事務局よ 

り報告を願います。
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～ 事務局より資料２の説明 ～ 

信友部会長 ：指定管理者になって自由にできる様になったから、いろんな事にチャレンジして 

いるのではないかとも読めます。独立行政法人については、移行前後であまり変らない 

ようです。 

川合委員 ：指定管理のほうは公益性の面でリスクがあると考えているので、独法が良いと考え 

ています。赤十字や医師会はもともと公益性のある団体の指定管理です。指定管理の指 

定先がどうなっているかがわからないと判断が難しい。 

信友部会長 ：指定管理であれば指定管理者の基準を明石市で作ることになるかと思います。福 

岡県であれば、トップは公的病院、２つ目が医師会、学校法人でランクをつけて検討を 

進めました。地域の思いもあります。この明石市、東播磨、兵庫県南部のこの地域で指 

定管理者とする場合は、どういうことを想定すべきか、どういうところが手を上げそう 

か、ということも論議が必要です。 

門谷委員 ：これだけでは、公益性のある政策医療がおろそかにされていないという証拠にはな 

らない。経営がうまくいかないと、不採算部門を切り捨てなければならなくなるのが指 

定管理者制度のリスクは大きい部分だと考えます。 

信友部会長 ：指定管理者にするのであれは、当事者である市がどのような事業計画を作るか、 

また契約内容の作り込み方にかかってくる。リスクのとり方は、指定管理の事業契約の 

確認や、補助金の出し方の取り決めなどで事前に取り決めるべきである。明石市の覚悟 

が問われる。 

友國委員 ：市民の視点から考えるのが基本である。良質な地域医療を確保するために、どの経 

営形態がいいかを議論すべき。高度医療や救急医療など地域が必要とする拠点病院とし 

ての機能を維持するために市の繰り出しが必要である。 

信友部会長 ：市民病院という名前がついているからデパートのようになっているが、今はデパ 

ートは負け組みになってしまっている。このためにも、スタッフや地域にとって魅力の 

ある構造転換がしやすい形態にというコメントがあったのですがいかがでしょうか。 

友國委員 ：市民病院という看板は大切にするべきである。 地域の総合医療を確保するためには、 

その役割について広く啓発し、対応を進めていくべき。 「してあげる」「してもらう」医 

療からの転換というのは先日の市民フォーラムでも提言された。 

濵岡副部会長 ：市民病院が市民から何を求められるかということであるが、 ここの市民病院は、
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一時は産科がなくなっていた。 この地域のお子さんは周辺の開業医ですべて足りている。 

だから市民病院に産科は要らないという短絡的な話ではなく、市民病院はそのうえにあ 

る二次救急、三次救急といったレベルでの対応が求められる。 

信友部会長 市民や医師会とのキャッチボールも始まっているので、我々の医療を提供する側だ 

けの一方的な理屈での答申にはならないと思われる。１，２については議論がされてき 

たが、 ３． 市内の他の医療機関との連携については経営形態と関係があると思われるか。 

佐々木委員 ： 独法と全適との間に差はない。指定管理者については、医師の確保、役割分担、 

公益性の担保の意味でも誰が指定管理者になるかによって影響をうけると思われる。契 

約については、あまり難しい要件を出すと手を上げてくれないかもしれない。医師の確 

保はどうなるかと思う。柔軟性はあるが今までとかわらないのではないか。独法化とあ 

まり変わりはない。民間等で大きな病院が手を上げてくれた場合は、専門性や人の確保 

では優位ですが、公益性などが心配です。 

信友部会長 ：契約をどうするかという話も含めて検討しないといけない。３．は運営形態と関 

係ない。本当は、今年度から、市医師会、市の病院などが協議会をたてて対応を進めな 

ければいけない。 

日下委員 ：３番の地域連携は明石の医師会で７～８年前から進めていた。経営形態がどうあろ 

うと問題ない、不具合が生じるわけがないという自負が医師会にはある。 

信友部会長 ：私の経験からすると、患者が割を食わないようにするには、非公務員や指定管理 

のほうが地域のドクターとして動きやすいのでよい。ここの文化に合うか、発想がある 

かとういうことだと思う。３．については、運営形態とあまり関わりないということで 

共通理解としたい。 

５番の経営の健全化について。高コスト構造の改善などを含めて、経営の健全化のた 

めには、どの形態がよいか。高コスト構造の見直しは地方公営企業法の適用では難しく 

ないっていると見立ててもいいか。 

橘委員 ：やはり全適ベースでは動きにくい。書いてある内容でいいと思います。 

信友部会長 ：国立病院にいたのですが、国立という名前が付くと、地域から浮き上がってしま 

い、医師会にもほとんど入っていなかった。明石ではどうか。 

日下委員 ：トップの方は医師会に入っておられます。今まではみんな入っていたが医師会の会 

費の問題があり辞める人も出てきた。 

佐々木委員 ：経営健全化について、医療事務のプロの養成が必要であるが、その意味では独法
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化でも弱い。 内部で育成しなければならないので時間がかかります。 そういう意味では、 

医療事務のプロが来てもらいやすい指定管理者のほうが優れていると思われます。 また、 

医療材料については、委員会を作って安く購入できるようになったが、施設を建てると 

きについては全適ではいろんな規制もありいつも高くなってしまいます。結果、減価償 

却が収益を圧迫しています。薬品費については、年度の終わりに価格が決まるという不 

思議な仕組みで、業者の好きなように決定されているように感じています。医療機器は 

入札をしても高いところばかり集まり、その後も非常に高い保守契約を結ぶことになっ 

ています。経営面から考えると、全適という選択肢は難しいと思う。管理会議では DPC 
とは何かという話からしないといけない。医療政策に精通したプロに来てもらうという 

点では、指定管理が有利と思われます。 

信友部会長 ：不正を起こさないための異動が、かえって病院の事務能力を落として高コスト化 

につながっているようです。 

友國委員 ：市の人事制度では、経営のプロが腰をすえて任に当たるというのは難しい。調達制 

度の壁も確かにある。適用を外れれば改善の余地があると思われます。 

大森委員 ：病院組織に着任する場合には、それなりの責任を持たなければなりません。病院職 

員になったからには、病院職員としてのスキルを高めなければ、給与を貰うべきではな 

いと考えます。 

佐々木委員 ：医療政策は非常に複雑です。プロがやっても難しい。レセプトは病院にとって唯 

一といって良い収入源であるが、それに精通している正規職員がいるかというと、それ 

ができていない状況にあります。請求業務もほぼ委託です。その意味ではプロがすぐ来 

て貰える指定管理者制度がいいのではないかと思う。 

信友部会長 ：この運営形態が高コスト体制を作ってしまっているということですが、市民代表 

の黒澤委員はいかがですか。 

黒澤委員 ：私は民間病院に勤め、事務長をしていました。事務長がしっかりしないと下の人は 

対応が大変です。また、院長と対等に話ができるということも必要です。そういった意 

味では、指定管理のような形が一番良いと思います。独法であれば、育てていくという 

話になります。 

信友部会長 ：指定管理者にはリスクがあると言われた川合委員いかがでしょうか。医療事務に 

関しては指定管理がいいのではないかという意見ですが。 

川合委員 ：指定管理の場合は、どういった方が来るかによって大きく変わる。大きな組織がく 

れば内部からプロの人が入ってくるでしょうし、非常にいい病院になると思いますが、
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その辺がどれだけ担保されるかに係るかなと思います。 

信友部会長 ：兵庫県内において、指定管理で病院事業をしているところはあるのか。 

事務局 ：県下では、県の災害医療センターは日赤が指定管理者として入っています。市立病院 

ではありません。 

信友部会長 ：指定管理者の場合、スタッフに厚みのあるところでないと考えられないというこ 

とになるでしょうか。指定管理だけが一人歩きするとピンからキリまでいろんなところ 

が出てきます。 

髙橋委員 ：今の経営形態では、自由度が少ない。予算も単年度で議会の承認を得ないといけな 

いなどの制約があるということです。独法がいいのか、指定管理がいいのかはわかりま 

せんが、現在の形態では閉塞感があるのではないかと感じました。 

信友部会長 ：地方公営企業法適用では、将来が展望できないという意見として異論はないでし 

ょうか。我々部会としては地方公営企業方全面適用というのは閉塞感をもたらす、将来 

展望が望めないという結論ですがいかがでしょうか。 

平山委員 ：那覇市民病院の話を聞くと、調達方法の問題は全適の時にすでに改善されていたと 

されているので、全部適用ではすべてだめだということではないと思われます。 

信友部会長 ：病院事務としては、那覇のように対応していけるのではないかと思われるが、魅 

力ある病院作りや、迅速性をもって病院経営を見直して投資していく、というところが 

厳しいのではないでしょうか。 

髙橋委員 ：新聞では、富山県の氷見市民病院は、劇的に経営環境が良くなったということであ 

ったが、それはどういった理由からかわかりますか。 

信友部会長 ：運営形態が変わると、今までやってきたことがストップし、問題解決のためには 

何をするべきかということをみんなが考え始めること大きな原動力となり、経営が改善 

されていくという流れが生じます。運営形態が変ったことにすべて依存するのではなく 

職員に考える力がつくことが大きい。ここで、市民病院の現況について、一部適用の運 

営形態で新年度の運営がどうなっているのか、事務局より説明お願いします。 

～ 事務局より資料３の説明 ～ 

佐々木委員 ：問題は、市民病院としての役割を果たしているかということである。例えば、救 

急患者の動き。二次医療、二次救急患者の減少の方がはるかに大きいと考えています。
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川合委員 ：現在の市民病院は厳しい状態だと思います。医師の数の多いところと少ないところ 

の圧倒的な差がここに現れているのではないかと思います。非常に自由度の高い方策で 

もって、医師が集めやすい病院にすることが必要です。 

信友部会長 ：日下委員、明石医療センターとの比較でコメントお願いします。 

日下委員 ：医療センターは右肩上がり、市民病院は右肩下がりです。経営･運営の仕方が少し遅 

れているということは否めません。医療センターでは、医師の働きやすい病院という視 

点から、バックアップの体制づくりや、クラーク、臨床工学技士、ナースなどの充実を 

進めており、医師の時間的余裕をつくっています。その辺が医師のやる気にも影響して 

いる。 

また、高額医療機器の購入について、一般の病院では、何度も値引き交渉して３割か 

ら４割位の値段で購入するのですが、公立病院では３割減らしたらものすごく減らした 

という感じで、売る側からみると一般の病院で値下げした分を公立病院で取り戻すとい 

う感じがあります。 

信友部会長 ：医師にとって魅力があるというのはキーワードで、医師が医師にしかできないこ 

とに専念してもらう、あとはコメディカルを増やしていく。こういう体制を柔軟に作っ 

ていくためには、従来にない発想が必要です。現場をあずかられてる門谷委員いかがで 

すか。 

門谷委員 ：一番の原因は、地域医療の連携の遅れであると感じている。医師会医療センターと 

いう強力なライバルが現れ、活発に地域連携を進める中で、当院は取り組みが遅れた。 

しかし、地域医療連携というものがしっかり機能していれば何らかの形でできたと思わ 

れます。 

市民の信頼も低くなってしまっているので、それを何とか回復するために、職員の意 

識の共有を進め、 目標を立てて、 目標を管理していく、 そのようなマネジメントをして、 

職員のモチベーションを上げていくことが必要で、当院でも BSC 手法を入れた取り組み 

みなどを進めているところです。 

信友部会長 ：市民に開かれた病院という意味で遅れが生じているということですね。市民との 

キャッチボール、他の医療機関とのキャッチボールを進めていくことが必要です。 

平山委員 ：医師の働きやすい環境について少し補足です。明石市としては、育児の短時間勤務 

制度があり、看護師で 9 名が利用しています。この制度は、女性医師の招聘にも使えた 

のではないかと思います。そういったこともアピールできればよかったと思われる。本 

庁との連携をうまくすれば、全適でももっとうまくやっていけるのではないかと思われ 

ます。 職員定数、 入札、 機器の購入など全体としてもっと本庁との連携を充実させれば、
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病院として上手くやっていけるように思います。 

信友部会長 ：最初に申し上げましたが、我々は 2012 年の津波のような環境変化に対応しなけれ 

ばいけないという、時間的な制約がある。いろんな挑戦はありえますけれども、その中 

で、病院長が、ドクターが、仕事をしやすい環境をつくらないといけないということも 

考慮していただきたい。 

濵岡副部会長 ：病院経営という今の状況の中では、職員一丸となったコンセンサスをもって、 

危機感を共有することが重要であると思います。そういう意味では、医師の問題、事務 

の経営健全化等、従来全適時代にできなかった地域連携、関連病院といわれるところと 

の連携もどんどん深めています。それから職員の流動性を高めることも重要で、外部か 

ら DPC の専門家を入れたりしています。育成するとなると、中期的には考えていかなけ 

ればいけないので、プロを入れながら対策を進めています。 

私たちは京都府立だったわけですが、いまだに京都府とよい関係を継続しています。 

お互いにサポートがなくなるという状況にはなっていません。 

信友部会長 ： BSC というのは医療の世界の縦割りをどうにかするぞという覚悟の表れですし、 

マネジメントに関しては習熟しておられると見ております。 

次に、どちらのほうが、明石という地域において病院を運営しやすいかということに 

ついて、５頁に地方独立行政法人と指定管理者の比較表がありますので、これに基づい 

て論議を深めて参りたいと思います。 

橘委員 ：最終的には、地方独法ではトップの力量、指定管理者では、法人の力量や大きさ・考 

え方・明石市との契約の仕方によるので、個人的にはこの表だけではどちらがいいか判 

断できません。 

黒澤委員 ：医師、職員の問題を考えると、地方独立行政法人のほうが、今の一部適用から移行 

するのであればよいのではないかと思われる。 

信友部会長 ：軟着陸だからこちらの方がよいということである。 

髙橋委員 ：指定管理者は、管理者になる方を選ばなければいけない。独法はトップになる人の 

力量によるということで、独法の方がよいと思われる。 

橘委員 ：指定管理者の方は相手先によって異なってくるが、 仮に指定管理者に決めたとしても、 

どういう契約をするのか議論すべき条件まで示した上で、どちらの形態にすべきかとい 

うことを考えなければいけないのではないでしょうか。 

信友部会長 ：指定管理者との契約条件についての資料が必要であるとのことであるが、事務局
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で集めていただけますか。 

日下委員： 全部適用の議論がまだ終了していません。全部適用を外すのではなく、全適での解 

決法を載せるべきではないでしょうか。指定管理者では、医師陣による医師増強ができ 

ると書いていますが、病院にそんなに余裕がないかもしれません。移行時に、全員が引 

上げられたらどうするのかという危険な面もあります。そういった意味では独立行政法 

人の方がよいのではないかと思われます。全適の問題をこうやってクリアできるという 

意見があればそれも検証が必要です。 

信友部会長 全適を外すということではありません。議論のステップとして、時間制限のある中 

で全適でこういう風な改善が行えるということを示す資料があれば、平山委員から出し 

ていただけますか。 

平山委員 ：定数の問題が最も大きい。２頁の１（１）に行革推進法により職員の増員が困難と 

ありますが、行革は単に人を減らすというものではないはずです。病院としては人を増 

やさないとやっていけないということはわかっているので、そこは市として議会に出し 

て解決の対応を取っていただけないでしょうか。 

信友部会長 ：制度・政策を議論している場合ではありません。今回、生の経営状況を示しても 

らいました。我々にどれだけの猶予があるのかということも問題です。諮問を受けて、 

責任ある者として発言し、どのような見通しを出すか、病院の事業として継続できるの 

かを検討しています。 

佐々木委員 ：医師の採用については、経営形態ごとに一長一短があろうと思います。濱岡先生 

にお伺いしたいのですが、指定管理者の場合、医師を送り出す側の立場として、何か考 

えるところはあるでしょうか。 

濵岡副部会長 ：指定管理者になった場合、引受先の団体が新たに人を充足させる余力は、一般 

的にあまりないと思います。また、指定管理者の考え方と医師を派遣している大学の考 

え方が異なる場合には、 大学が医師を引き上げるということも起こりえます。 ですから、 

指定管理になれば医師を増強しやすいというのは本当かなと感じます。ただし、医師の 

引き上げは病院と大学、先生方との話し合いの中で進められるもので、指定管理者にな 

ったら必ず引き上げるというわけではありません。 

信友部会長 ：医師の引き上げリスクはあるということです。兵庫県に限らず、指定管理者はど 

こが受けているかというリストを事務局の方で整理をお願いできますか。 

門谷委員 ：公益性の担保はどうなのか。契約である程度担保できるという話でしたが、本当で 

しょうか。先ほど資料を出していただいたので、これ以上は難しいかと思いますが、指
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定管理者の契約条項を出していただきたい。 

平山委員 ：指定管理に移行した場合に職員は自動的に引き継がれないとあるが、指定管理を採 

用したところでどの程度の職員が移って、どの程度が辞めるのかということが分かれば 

出していただきたい。 

信友部会長 ：それもお願いします。 

日下委員 ：公益性についての話ですが、全ての科目を提供することが公益性の観点から必要か 

ということについては検討が必要です。公益性を全部の科に求める場合は、市民にも負 

担を求めることになり、税金投入の観点から市民のコンセンサスが必要です。公益性を 

前に出すのであれば、市が赤字覚悟でそれをやらないと仕方ないと思いますが、その辺 

はいかがでしょうか。 

信友部会長 ：解決すべき課題に、市民の無限経営責任の回避とありますが、財政将来予測から 

どこまで具体的に考えうるのか。公益性を担うために必要な額をシミュレーションした 

情報を提供していただけますか。 

友國委員 ：これまでに一般会計から投入してきた財政負担ベースのデータであれば出すことは 

できるかと思います。将来推計については非常に不確定なので、今まで以上のものを出 

すのは困難です。繰り出し基準と実績ということなら提供したいと思います。 

門谷委員 ：公益性というのは政策医療のことを指しています。 周産期･小児･救急医療などです。 

分担という手もありうると思いますが、市民病院である以上、それをしていかないと公 

立病院が目指す役割と一致しないと思われます。それと、公立であるわけですから、災 

害やインフルエンザ等の時の医療提供も公益性の一つです。市の繰入金を、不採算部門 

に対してきちんとした形で出していただいていますが、独法や指定管理者になったとき 

には、少しずつ削られていくだろうと考えます。 

信友部会長 ：公益性は市民病院だけでなく、今も医師会と連携しながらやっているということ 

ですので、どのように公益性を分担するかということ、補助金でどのようにサポートす 

るかということも明石市が考えるかもしれません。 

友國委員 ：予算の単年度制が制約になるという議論の中で、指定管理の場合どうなのかという 

ところで、指定管理者に対する管理料の支払いにおいては年度の制約を受けると思われ 

ます。この後、独法を選ぶのか、指定管理を選ぶのかというところのウェイトが高いよ 

うであれば、確認して、契約内容を想定した参考資料を提供できればと思います。 

信友部会長 ：前例がなくても明石市では、不法不正なことでなければ対応はとれるでしょう。
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ちなみに国立大学は、中期計画の５年の中で剰余金が６千億円出たのですが、案の定、 

文部科学省が２千億を取り上げました。こういう約束は守らないといけません。そうい 

う意味で契約は苦労した人が報われるようにすべきというのが我々の考えです。 

友國委員 ：今仰ったように、精算を求めず、剰余金は指定管理者の利益にすることは今でも行 

っています。ただし、予算で予定していないものを積むというのは難しい。 

信友部会長 ：これは、行政技術的な話でありますので、契約はある、先例はこうだ、こういう 

ことは可能かもしれない、というのも出していただけると嬉しい。最後に市民代表の方 

からコメントをお願いします。 

黒澤委員 ：先ほど独法でいけるでしょうとコメントしましたが、デメリットについて、全然書 

いていません。メリット・デメリットの比較表があれば出していただきたい。 

信友部会長 ：以前にありました。もう一度確認のために配布していただきましょう。 

髙橋委員 ：市民としては、良質な医療を提供することを市民病院に期待します。門谷先生が言 

われたように政策医療としてやっていただくことは市民の目から見て必要だと思います。 

その辺はお願いしたいと思います。 

信友部会長 ：市の職員、病院職員、市民に対して、今何が議論されているのか、周知をお願い 

したいと思います。今日、予定していた議題が全て終ったわけではなくて、論議が始ま 

りましたので、次回、資料の提供を受けながら、地方公営企業法の適用をどうするかと 

言う確定と、選定した形態への移行を進めるならどうするのかという提言を、理由をつ 

けて報告書にしたいと思います。その準備のための、起草委員として、佐々木委員と橘 

委員になっていただきたい。論点を整理して、会議録から本文にふさわしい点を洗い出 

していいただきたいのですが、よろしいでしょうか。 

佐々木委員 ：承知しました。 

橘委員 ：承知しました。 

３ 今後の日程について 

事務局 ：第５回の部会は、10月の中旬ごろを予定したい。現在は、10 月の 19 日か 21 日で調整 

させていただきたいと考えています。
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４ その他 

（なし） 

以上


