
 

高齢期運動リポート 
 

 

№８９号 
 

２００９年８月３０日 

篠 崎 次 男 

 

 

 

特集  自治体病院問題 

○ 医療「構造改革」と自治体病院…………………………1 

     1.はじめに 

2.自治体病院とは 

3.医療制度構造改革と自治体病院 

4.行政改革と自治体病院 

5.医療要求の特徴と医療のあり方 

6.自治体病院を守るために 

 

（参考資料） 

・自治体病院協議会「自治体病院の役割」（一部抜粋）………………………9 

 ・メモ:医師不足問題の流れ       ……………………………………10 

・メモ:言葉の解説「独立行政法人」「指定管理者制度」その他 

・参考小論：「平均在院日数の短縮にこめられた営利主義」 

 

 

 

 

 

日本高齢者運動連絡会

 



医療制度「構造改革」と自治体病院 

Ⅰ．はじめに 

   
自治体病院の見直し・統廃合は、これまでの形、つまり自治体病院のままでの存続を願う住民の願いを

無視して、各地で検討がすすめられています。今年の4月に総務庁が把握したその数が下の数字です。な
んらかの形で自治体病院というこれまでの形に変更を加えることを決定している施設がたくさんあること

がわかります。実施済み（表の左側）とを合わせると自治体病院のほとんどがなんらかの形で変更するか

検討していることがわかります。 
高齢期運動リポートとして、はじめての自治体病院問題特集をおくります。主たる内容は、自治体病院

とはどのような病院なのか。なぜ自治体病院がその性質を変えねばならないのか。いわゆる社会・経済の

「構造改革」なる路線が、医療・自治体病院に与えつつある影響などについて、今後の市民運動の在り方

にも言及する形でまとめます。 
最後に言葉の解説をつけておきます。この点はややっこしい問題ですので、言葉にとらわれると先に進

みませんので、指定管理者制度等状況を理解する上で必要最低限度の事項にとどめます。 
 

Ⅱ．自治体病院の変質をめぐる状況とその対策 

１．独立法人化や管理者指定制度の状況 

2009年4月現在の総務省調べ 
区分 総数 決定済み病院数 検討中病院数 

地方公営企業法100%適用 300病院  78病院  276病院  
地方独立行政法人 11病院  34病院  239病院  
指定管理者制度 54病院  10病院  179病院  
民間壌渡 17病院  12病院  66病院  
診療所化 22病院  18病院  49病院  
老人保健施設など事業形態の変更    6 35病院  

 

２．当面あなた自身がなすべきこと 

医療問題は複雑です。経営問題となると更に難しくなります。つい敬遠しがちになります。これが自治

体病院問題を大きくしています。一人ひとりが市民として自治体病院に関心を持つことからはじめること

をお勧めします。まずあなたの住んでいる自治体に自治体病院があれば、日常的に次の点を気をつけるよ

うにしてください。気をつけ始めると、にわかに自治体病院が身近に思えてきます。 
現在順調に運営されている市立病院等でも、いつその在り方について検討が加えられるかわかりません。

上記の表にある通り、検討中とか検討済みがかなりの数にのぼります。 
 



平成19年度末現在の自治体病院の数をかかげておきます。 
病院を経営する地方自治体の数 674  
有する自治体病院の数 982  

（内訳）都道府県立 217 （47都道府県） 
指定都市立 37 （14指定都市） 
市立  418 （337市） 
町村立 202 （191町村）  
事務組合立 108 （85組合） 

○ 病院の種類別  一般病院935   結核病院1   精神科病院46 
（注1） 指定都市：政令で指定する人口50万人以上の都市。児童福祉など都道府県の権限を一部処理で

きる。行政組織として区を設置できる。人口は概ね100万の都市が指定される。 
（注2） 事務組合：自治体が事務の一部または全部を他の自治体と合同で実施するとき組合を作る事が

できる。議会の承認と総務大臣か知事の許可が必要。上下水道・尿処理・学校・医療施設など

個別事業の場合一部事務組合を。役場事務を共同で行う場合役場事務組合を、環境や社会保障

など広域的処理を必要とする事務の場合広域連合、などを組織する。 
 
自治体病院はおよそ1000ほどあります。約半数が経営形態を変更してしまっているか、検討済みです。
のこりの施設でもほとんどは検討を予定しています。官から民への掛け声とともに、なぜ変えねばならな

いかについて、市民の間では議論らしきものもせずに変更だけを告げられる。検討中のところでも、その

検討に市民がどのようにかかわれるのかも不明碓のうちに変更したという結論だけを知らされる。変更し

たその結果については、どうなるか誰も知らない。非常に不可解な事柄が各地で進行しています。 
 

３．日頃から注意しておきたい事柄 
今はなにも動きはわからないが、いつ動きだすか分からない。市民としては、情報把握に意を注ぎ、早

めに自治体の動きをキャッチするようにしないといけない。 
検討中のところでも、内容の公開はあまりされない。なぜか革新といわれる議員が参加しているところ

でも、デリケートな問題なのでしばらく静観を、こんなところが多い。市民が、関心を持ち情報の把握を

日頃からこころがける必要がある。情報公開は常に求めていくべきです。 
 
どんな点に注意すべきか、思いつくまま箇条書き的にかかげておきます。 
① 自治体病院研究会をつくる。 

まず有志が集まり、なんの動きがなくとも研究会を組織しておく。定期的に集まるようにする。各

病院では、最近流行現象のように「投書箱」を設置し、市民・患者のご意見を伺う姿勢を整えていま

す。しかしほとんどが形骸化しています。苦情をあらゆる角度から正碓に把握、検討する。しかも患

者・利用者の立場に徹する。この点をまず研究課題にとり上げ、定期的に市民の立場から病院の実状

について検討する場にしていく。 
② 調査・研究活動を。 

日頃から他の自治体の事例について見学・調査等を。特に、経営が改善されて模範的といわれてい



る病院の実態把握を。労組や議員と連絡を取り合い、現地に調査団を派遣するとか、労組や市民の代

表を招いて学習会なども検討する。 
③ 問題が表面化すると急変する 

問題が表面化すると事態は急激に動きだす。施設を建て替える。赤字が増え続ける。人不足が発生

する。あるいは「医療事故」が発生する。労働問題が頻発する。などが表面化したら要注意。 
④ 当局や病院担当者の動きにも注意を 

赤字を強調しだすと要注意。外部に経営分析を依頼する。大がかりな職員研修を実施するなども要

注意。 
⑤ 病院関係者や議会や当局が施設見学を実施したら要注意 

赤字を克服している病院、模範的な医療活動として話題になっている病院、新築後の病院、などに

調査団などをおくりだしたら要注意。 
⑥ 予算編成に関連した注意事項 

統廃合や経営形態の変更などを予測した動きは予算編成にあらわれる。設備投資を怠る。欠員補充

に熱心でなくなる。事務局長など事務系幹部の意外な交代がおきる。院長補佐陣が強化される。外部

から経営診断を仰ぐ。など変更や再編などを予定すると微妙に予算案に変化があらわれる。 
⑦ その他 

市立病院の在り方についての検討の契機となるのは一般的には医師不足です。県が設定している第

2次医療圏ごとに人口10万対比での医師数を公表している。それを定期的にチェックしておく。 
救急医療体制の不備では、心疾患と脳血管疾患の死亡数(人口!0 万対比で公表している)が増加した
ら要注意。 

 

Ⅲ．自治体病院とは～他の医療機関との違いなど～ 

１．公的病院ではなく自治体病院 
自治体病院とはどのような病院なのかについて整理します。自治体病の統廃合や自治体が経営から手を

引くという事態は、「自治体病院とは」を忘れた、あるいは「無視した」ところから引き起こされています。

あらためて原則に立ち返る必要があります。 
自治体病院をよく公的病院と呼びます。これは厳密ではありません。たしかに医療法（医療機関を律す

る法律）では、自治体病院を公的医療機関と規定しています。しかし、そのなかには日赤・済生会・厚生

農業協同組合などの病院もふくまれています。日赤や済生会もたしかに公的な役割を果たしています。し

かし現状では医療に課せられている一般的な公的な役割にとどまっているように思います。公的医療機関

への地域に信頼、母体となる団体の大きな力量、医療機関の規模の大きさや寄付行為を有効に駆使して他

の医療機関との競合に勝ち抜いて、経営の効率化を率先して実践しています。地域への貢献度や病院の在

り方などから見て、はたして自治体病院と同列に扱っていいのか厳密な検討がいるよう思います。 
厚生連も同じ協同組合だからといって医療生協と同じに扱えるかも疑問があります。厚生連は組織され

ている農協ごとに加盟することになっています。農協の組合員は直接加盟できません。団体加盟のもとで、

協同組合の最大の特徴である組合員の経営や医療への参加がどこまで保障されているか、また日常的にも

重視されているかは疑問です。しかも各地で統廃合がすすめられてしまっています。 
自治体病院を公的医療機関でくくると、自治体病院の役割とか医療機関としての特色が医療一般に埋没



してしまいます。私は、公的医療機関の前に自治体病院であることを重視したいと思います。 
 

２．地域住民の意向で開設された病院 
自治体病院については、自治体病院自身が立派な規定をしています。民間委託や別法人化を検討する動

きは、みずからまとめた自治体病院の規定を無視しているところから起こっているように思います。 
自治体病院の全国協議会があります。全国自治体病院協議会といいます。年に1回総会を開き、みずか
らの活動の方向などをきめたり、経験交流などをしたり、政府への要望事項をまとめたり、多様な活動を

展開しています。その平成 12 年の総会で「全国自治体病院協議会のめざす方向」を採択しています。長
い文章で「自治体病院の役割」を多角的にまとめています。そのなかの一節をここに抽出します。そこで

は自治体病院と他の病院との違いを正確にまとめています。 
「自治体病院とは、地域住民の健康に責任を持つ自治体の長が議会の議決によって開設されたもので、

個人、医療法人、公的・国立等の開設による病院と根本的に相違している。 
最近、民間病院の経営も急速に悪化してきたことと関連し、自治体病院も国立病院と同様、政策医療を

中心に行うべきであるとの意見も聞かれる。しかし、自治体病院はその開設の経緯、立地条件、規模等い

ずれも千差万別である。各々その役割、使命も一様でなく、当該地域住民の意向により開設されたもので

あり、その住民の意向に沿って運営が行われるべきもので、一律に政策医療のみを行うなど医療の範囲を

限定することは適当でない。 
なお、高度・特殊・先駆的医療・その他の政策医療は、一般医療が整っていてこそ成り立つものであり、

地域住民のほとんどが一般医療の実施を強く望んでいるのである。」 
そのほか「めざす方向」には、地域における医療と福祉の連携であるとか、精神・結核といった軽視さ

れがちな医療、医療従事者の研修など、それぞれが地域との関連ではたしている多様な役割にもふれてい

ます。これらのめざす方向は、これまでもこれからも尊重されていかねばならない方向です。 
 

３．自治体病院のめざす方向とは 
めざす方向の内容について若干検討しておきます。 
① 地域住民の健康に責任を持つ 
第1に「地域住民の健康に責任をもつ首長」が「議会に諮って」その設立をきめたのが自治体病院
であるとしている点です。個人や医療法人などとはもちろん、国立とも日赤などとも違う最大の特徴

はこの点にあります。議会も首長も地域住民の信任をえてその職にあります。その人びとがその自治

体の地域に居往・労働する「地域住民の健康に責任を持つ立場」から、地域住民の意向にそって設立

し運営している医療機関であることを、地域住民としてもまず確認しておく必要があります。 
経営問題のみを重視して、全国一律に医療機関の在り方を規定した「通達」で、自治体病院を一律

に規制することは許されることではありません。国のいう事だからといって、首長も議会も地域住民

の意向を無視して事を進めてはなりません。開設の原点の確認の意味はこのようなものだといえます。 
② 住民の生活・労働に密着した医療 
第 2 に、自治体病院が立地する地域もさまざまです。人口の規模から、都会なのか農山村なのか、
寒冷地であるのか温暖な地域であるのか、気候風土まで実に多様です。その多様性を持つ地域の住民

の願いにそって設立されている自治体病院は、千差万別です。地域住民の意志がいかされているから



こそ千差万別なのです。規模から医療活動の内容、開設されてからこれまでの経緯、これからの発展

方向にいたるまで、一つ一つ医療機関として同じものはない。政府が一編の決議決定を通達という形

で押しつけてくる。そのような事は許されるものでない。あらためて自治体病院は、地域とそこに生

活・労働する住民の生活からかけ離れた運営は許されないという事を確認しておくべきです。 
③ まず「一般医療」の充実を 

第3は、自治体病院の経営の効率化の視点からは、政策医療中心の経営展開を国も与党としての自
民も公明も押しつけてきています。そのことは間違いであるという事を再確認すべきです。 
政策医療とは、「めざす方向」でもふれられているように、高度先進医療（臓器移植とか遺伝子工

学に基づく医療、その他最新の医療）・特殊医療（難病・疾病の原因が不明で診断・治療法も確立し

ていない疾病で法律的に特定された疾患）・あるいは僻地・離島などの医療を総称して政策医療と呼

ばれています。 
自治体病院は、その受け持つ医療を特定の医療に限定すべきであるという主張に基づくもの。官か

ら民へ、を主張する人びとは、自治体病院すなわち官であるから、民間の病院が担当したがらない医

療とか、高額な設備投資を必要とする医療、採算性がとれにくい医療などに限定すべきであるという

主張です。 
石原都知事主導の都立病院の統廃合の場合でもこの主張がなされました。特に都立病院の場合、経

営の効率化をすすめる場合、この高度で先駆的医療の展開に重点を置きました。都立病院はいずれも

規模が大きく診療圏も広域化し、その地域の医療提供体制上優位に立っています。財力もあり、他に

先駆けて先行投資ができるので高度・先駆的医療中心の展開は容易です。うまく展開すれば経営は効

率化します。その結果、経営的に好成績をのこした病院を存続させ、経営的に困難を抱えている医療

機関は切り捨てられていきました。真っ先に産科病院、小児病院が廃止されていきました。治療が長

引き採算もとれにくい高齢者や障害者にかかわる医療も軽視され、いまでは高齢者は都立病院には入

院できない状況があたりまえになっています。また、独立法人化した革新都政のもとで誕生した老人

病院ですら、平均在院日数が 15 日をきるところまで短縮されています。いうところの急性重症患者
中心の高度医療に絞り込まれてきています。 
自治体病院の「めざす方向」で、こうした轍を踏まないために、政策医療の押しつけに反対をして

います。同時に、その政策医療は、一般的医療が整ってこそ可能であるとも指摘しています。更には

地域住民はまず一般医療を望んでいるとも指摘しています。 
解散前の国会で可決された臓器移植法の「改正案」の採択に、かなりの国会議員がその参加する政

党の枠を超えて反対者がありました。その理由の一つに、乳幼児の臓器移植が法律で可能となっても、

肝心の小児・産科・救急医療の体制が未整備のままでは臓器移植も成り立たない。一般医療体制の整

備を重視すべきであるというものでした。このような事についても視野にいれておく必要があります。 
地域住民も日頃から、そして自治体病院の統廃合や別法人化の問題が浮上してきた場合、これらの

観点を思い起こし、新たな動きに対応するための軸足をどこにおくかを真剣に考えねばなりません。

自治体病院とは何ぞや、その特徴は、役割は、まずこの点での揺るぎない意志統一が市民に求められ

ています。 
（注）高度医療と病院経営の効率化の問題は複雑な内容もありますので、高度医療の基本とされている

入院日数の短縮問題をとり上げ、その実態を整理した私見をメモしたものを、この文章の末尾に

添付しておきます。参照してください。 
 



Ⅳ．なぜ自治体病院は経営の危機なのか 

１．医療と行政・二つの「改革」 
いま自治体病院を襲っている経営の危機とは、人為的につくりだされた危機です。国の政策が招いた危

機です。 
その第1は、国の医療政策が招いた危機です。その第2は、国の自治体政策が招いた危機です。この二
つの政策は、同じ根っこをもっています。日本の社会も経済も構造的に変えていく。医療や福祉、そして

行政のなかにも規制緩和・市場原理を導入する。同時に「官」から「民」へ、あらゆる公的業務を移管さ

せていく。いうところの社会経済の「構造改革」路線がもたらした危機です。それは医療のもつ非営利・

公共性の否定と、自治体がもつ諸事業を可能な限り民間に売り渡していく。医療と行政の面からの「自治

体」の否定。その結果として経営の危機です。 
 

２．医療制度「構造改革」と自治体病院 
（１）医療政策の主な歩み 

医療制度「構造改革」についてはたびたび検討してきています、要点のみ整理します。 
① 医療や福祉は欧州諸国に比べて遅れているとの自覚をもっていた。 

1970年代までは、日本の政府は日本の医療は欧州諸国にくらべて遅れているとの認識をもってい
ました。従って医療の充実にそれなりにつとめていました。 
医療と年金の皆保険制度に意を注いでいました。医療の場合、ただ単に医療保険にすべての国民

を強制加入させるというだけでなく、医療提供体制の整備、行き届いた診療を保障するための社会

保険医に対する診療報酬の適正化。老人や乳児に対する医療の無料化、国保の 7割給付（当時は 5
割給付）、医師・看護婦の養成数の増加。1県1医科大学の設置。公的医療機関の整備など、現状か
らは考えられないほど、それなりに目配りが行き届いていてました。 

② 転機となる第1臨調 

その社会保障をまともな制度に充実させていくという医療政策が見直され始めます。1980年から
開始された第2臨時行政調査会主導の「臨調行革」の開始です。 

1980 年に第 2 臨調が活動を開始。社会保障、とりわけ医療保障制度のみなおし、その中心に高
齢期医療がおかれました。 

1983年には、今日にいたるまでの日本の医療政策の基本をきめた「今後の医療政策」が公表され
ました。疾病自己責任を政策の基本に据えると公言しました。社会保障を、自立を前提として国民

相互の助け合いを組織化したものである、との憲法 25 条を否定する規定を厚生省みずからが明確
にしました。その具体化の手始めが、老人医療費の無料化の廃止と老人保健法の施行でした。 

1985年には、いま嵐が吹き荒れている規制緩和・市場原理優先策を基調に据えた日米プラザ合意
が成立しました。これまでその社会保障としての機能を守る立場から当然の規制が加えられてきた

分野への規制緩和措置を具体化するための合意でした。医療・福祉・保健・保険・金融・医療産業

などの市場化の促進でした。この合意を具体化させるための対策として、1993年に宮沢・クリント
ン首脳会談で「日米規制改革及び競争政策のイニシアチィブに基づく要望書」が交換され、翌年か

ら毎年書簡を交換し、規制緩和を本格化させることに合意しました。 



この「要望書」を政策の基本にすえたはじめての内閣が 1997年に成立した橋本内閣でした。か
れは６大代改革と称して教育・医療・福祉・金融・保険分野への規制緩和をすすめ、官から民への

流れの基本をつくりだしました。この流れを一挙に本流に変えたのが小泉内閣でした。小泉・竹中

路線が、中味も説明せずに「改革」を怒号し、この路線を日本の政治の基本に据えました。 
1980年代から開始された医療や行政の在り方の見直しは、90年代後半に入りその勢いをまし、
自治体や医療・福祉をのみこみ始めました。自治体病院の経営の逼迫した状況はこの動きの中で顕

著になっていきました。現象的には 90 年代中頃から、カタカナの生命保険会社が介護や医療の私
的保険を販売はじめました。その普及は社会保険としての医療保険の改悪が進むと私的保険がひろ

がる。その繰り返しでいまや、社会保険と私的保険との「並立」時代に入りつつあります。それだ

け官である社会保険が民である私的保険に移管されていっているのです。 
金融や保険分野への規制緩和策がアメリカ発世界金融恐慌で、日本はその最大の被害者となりま

した。しかし、医療制度「構造改革」は、国民の批判の強い部分に多少の「譲歩」はするものの、

構造「改革」路線そのものは撤回しようとしていません。 
 
（２）医療制度「構造改革」と自治体病院の経営の危機 

2000年代に入り、医療制度「構造改革」は本格化していきます。医療制度には二つの側面があります。 
第1が、医療をめぐるお金の問題です。誰がどのように分担し合うかという問題で、現代社会におけ
る医療費をめぐる問題は、主に社会保険の問題です。この点は今日の主題から若干外れますからふれま

せん。 
第2が医療の提供体制です。医療を国民に届ける仕組みの問題です。医療機関や医療に従事する人び
とをめぐる問題です。その数や内容、あるいは地域ごとの分布状況などです。 
政府・与党の方針は、この医療提供体制が整備されすぎているということです。だから医療費を使い

すぎる。医療費対策としてこの点を是正する。そのため医師の養成数を削減する。具体的には医学部の

定員を減らす。病床が多いから削減する。それらが自治体病院の深刻な経営危機の一つの要因となって

います。 
医療制度「構造改革」は、この二つの側面の双方に手を着けています。自治体病院問題は、第1の問
題では社会保険の改悪でその医療機関を利用する患者の受診動向に変化がおきるとか、社会保険の医療

機関として支払われる診療報酬上の問題が経営に大きな影響を受ける。そんな形で関連してきます。 
第2の問題はより直接的に影響します。医療機関や医師など医療従事者の数を制限することで医療機
関の維持・運営が難しくなるという形で影響を受けます。その上、「構造改革」路線はその基本に規制

緩和や市場原理の導入をおき、官から民への掛け声の元、官営事業の民営化を促進しています。自治体

病院は医療と自治体という二つの面で「改革」の標的になります。 
「構造改革」はその理念からして自治体病院の対極に位置するものです。健康維持・疾病自己責任論

の徹底では、医療の公的保障、自治体病院としての医療機関の公的保障、つまりこの二つともに「改革」

つまり見直しの対象となります。自治体病院の経営の危機の要因となります。 
「構造改革」は、医療費(社会保険給付費)の削減を具体的な目標にしてさまざまな制度「改革」を実
行してきています。特に介護保険制度の創設で高齢者の医療の対象の多くが福祉・介護保険に移しかえ

られました。高齢者の療養病床の削減は、地域に密着した医療の展開を厳しく制限しています。後期高

齢者医療制度の施行も同じです。社会保険の給付率の低下を計画的に積み上げてきています。現役世代

が3割負担、前期高齢者が2割負担、後期高齢者が1割負担。高齢者であっても年間の課税所得が145



万円を超えると3割負担とされています。これらが来診患者の数の低下につながり病院経営を圧迫して
きています。 
その上、社会保険の診療報酬制度を活用して、医療機関の機能別類型化の促進（先駆的医療の社会保

険適用の制限、看護体制のよる診療報酬上の差別など）を推進してきており、診療報酬上有利な医療の

展開と、地域要求に密着せねばならない自治体病院の在り方の矛盾の激化などから、自治体病院の経営

課題が増幅してきています。 
「構造改革」は、公的な医療提供体制を縮小することで医療費(社会保険給付費)の削減をすすめる方
針を強化してきています。医師養成数を削減する。許可病床数を削減する。公的医療機関そのものを削

減する。公務員の削減をすすめる。とにかく多様な形で自治体病院の直接負荷を掛ける政策を強化して

きています。これらは、総合的に自治体病院の経営を圧迫してきています。 
その上自治体「改革」です。国の自治体への財源移譲なしに仕事だけ押しつけてくる。更には、公営

事業に対して民間の営利事業同様の営利性を求めてくる。その結果自治体病院の予算措置を制限する。

それも自治体病院の赤字を増大させています。 
 

３．自治体病院の経営の危機の深まり 
もっかのところ一番新しい経営状況は平成 17 年度のものです。それにより自治体病院の経営の概況
をまとめておきます。 

総収益・・4兆1,544億円  前年比42億円の減（0・1%減） 
総費用・・4兆3,021億円  前年比173億円の増（0・4%増） 
簡単に言うと、収入は前年比で0・1%減、経費は前年比で0・4%増。 
従って純損益216億円の赤字。前年までの累積赤字1,261億円で、累積総額1,476億円。 

赤字を出した病院は全自治体病院の 65・5%にのぼり、その総額は 1,801億円。単年度でだした赤字
の額が自治体病院の全体の累積額1,476億円を上回っています。赤字病院の経営状況は深刻です。 
赤字を出している主要なものは指定都市・組合立。多少の改善をみせているものの全体として厳しい

状況にあるとしています。大都市では自治体病院のリストラが進み、赤字病院は統廃合が進んでいます。

施設数も病床数も減少しています。とにかく赤字病院と廃止か経営成績の良い病院への統合(吸収)とい
うのが総務省の方針のようです。 
赤字の要因は、医師不足。それと関運して救急・小児・過疎・高齢者・感染症などいうところの不採

算部門が拡大している。自治体病院の赤字の多くは診療報酬への不適合と来診患者減にあると指摘して

います。 
なお35・5%の自治体病院は黒字を出しています。それなりに経営努力をした結果であるわけですが、
黒字化しない医療施設や部署の廃止や統合などの積み上げで、赤字部分が排除された結果でもあります。 
（注）数字は自治体病院経営協議会の資料より 

 

４．行政「改革」と自治体病院 
つぎに行政改革と自治体病院についてみていきます。経年的に「改革」の後をたどってみます。 
政権与党の医療政策と、自治体病院を統轄する総務省の政策が、あるいは閣議決定や行政「改革」推

進機関などが、入り交じって相互に影響しあいながら、自治体病院の見直しを推進してきています。 



（１）最近の基本動向 
① 自民党医療基本問題調査会 

2002年11月に「今後の公的病院などの在り方について」を公表。親方日の丸的運営の是正を強
く要求。自治体病院の機能・役割の見直しと独立採算制の強化を迫る。 

② 政府の動向 
自民党の「在り方」の公表直後の2002年12月、厚生・総務・文科・農林水産の4省からなる「公
的病院に関する関係省庁連絡会議」をスタートさせる。 

2003 年、農林水産をのぞく 3 省「地域医療に関する関係省庁連絡会議」を立ち上げる。おそら
く農林水産省を除外したのは、この省庁が直接公的医療機関の経営にはかかわりをもっていない。

厚生農業協同組合の医療機関の監督省庁ということで4省に名を連ねていたものだと思います。こ
の3省会議では、自治体病院の再編・ネットワーク化の検討・推進について討議をはじめています。
公的病院の在り方とか地域医療に関する検討とか言っていますが、内容は自治体病院の統廃合の推

進が主たる目的だと思います。 
2004年総務省が各自治体あてに「地方公営企業の経営の総点検」を指示します。そのなかで自治
体病院（これも公営企業）の必要性・存続の是非・業務の廃止や民間移譲・民営化の推進などを要

求しています。総務省は自治体を掌握する中央省庁です。その自治体が経営する自治体病院につい

て、具体的にいろいろな形があるにせよ「廃止」を強く求めたのです。この場合文科省は大学病院

の担当。厚労省は医療機関の特に医療法がらみでの掌握ですから、病院の開設・存続・経営につい

ては総務省が直接管轄しています。 
2006年には、かさねて「新地方行革指針」をだし、自治体病院の民間委託の推進、指定管理者制
度などの活用など自治体病院の再編・統合を指示します。総務省のこれらの指示は 2000年に決定
した「行政改革大綱」に基づくものです。 
このようにみてくると、政府と与党が基本路線を敷きます。そのうえで行政改革推進のための「大

綱」を財界・有識者・政府・与党一体となった基本路線を打ちだします。それをうけて自治体を掌

握している総務省が、その権限をいかして自治体病院の実態の把握を市町村に指示する。その結果

を踏まえて、統廃合や民間移譲など基本的には自治体病院潰しを指示していきます。その状況が経

年的にはっきりわかります。 
 

（２）医療制度「改革」 
これらの動きに拍車をかけたのが、2007年に医療制度改革法案の国会での成立です。この法案は、医
療費（社会保険給付費）の総合的なかつ持続的な削減計画を12の法律で総合的に追及するものでした。
このなかには、私たち高齢者に大きな影響をあたえている後期高齢者医療制度をはじめ、療養病床と一

般病床の大幅な削減法が入っています。その他に、いわゆるメタボ対策、そして前期高齢者には国保の

2割負担、前期・後期とも高額所得者（高額とはいえ課税所得が145万以上なので、年金生活者のなか
にも公務員や大企業の退職者には該当者がたくさん生まれている）は 3 割負担。混合診療の規制緩和、
政府管掌保険の公法人化（きょうかい健保への移管）や健保組合の地域型保険への再編など、非常に多

角的な制度の見直し法案でした。このほとんどが実施に移されています。この保険の法人形態の見直し

は、国保も社保も都道府県単位にまとめていく、いわゆる国保の広域化・医療保険の一元化といわれる

ものです。この点でも具体的な動きがでてきています。 
病床の削減は、私立病院はそれでも「任意」の側面があります。かりそめにも自由開業医制をとって



います。また「構造改革」そのものが官から民への見直しですから、自治体病院が病床削減の最大の標

的になります。自治体病院の経営環境はこの改革一括法の成立で一挙に悪化していきます。おりからす

すめられてきている「地方行革」が加速します。自治体病院の存続はますます危機的状況にみまわれて

いきます。 
 

（３）自治体「行革」の足どり 
① 前兆 

1980年から開始された臨調行革で、公営事業の見直しが始まりました。福祉・学校給食・保育所
などへの国からの補助金の削減が始まります。同時に、民間委託への動きが強化されます。公務員

の削減が課題として提起されてきます。これらは、自治体病院に徐々に影響をあたえていくことに

なります。 
1994年、当時の自治省から「地方公共団体における行政改革推進のための指針」が示されます。
自治体のリストラ指針です。ここでは自治体の財政危機を「分析」し、保育所・保健所の統廃合、

給食・清掃業務の民間委託の推進を強く要請しました。また、各種の福祉見舞金や敬老祝い金の打

ち切り、各種使用料・手数料の値上げの要請など、住民へのサービスの総合的見直しを強く打ちだ

しました。 
1997年 12月には、行政改革会議最終報告がだされます。「自立的個人を基礎に、より自由かつ
公正な社会の形成に相応しい 21世紀型行政システムヘの転換」を強く政府に求めます。「(住民の)
行政への依存体質を背景に、行政が国民生活の様々な分野に過剰に介入していなかったかに、根本

的な反省を」そして「徹底的な規制撤廃と緩和を断行し、民間に委ねるべきものは委ね」「公共的

空間は決して『官』の独占物でないということを、改革の基本的な前提として認識し」「国家・行

政機能の前面見直しを」強くしかも露骨に求めてきました。このころから、官から民へ、国から地

方へ、そして政府も自治体もスリムに、これが合言葉となって、全国の自治体にひろがっていきま

した。 
一部高級官僚の天下りなど目にあまる不正・不道徳な行為を喧伝しながら、官は悪。公共事業は

民へ、国民は自立を、の掛け声だけが独り歩きしていきます。その声は、行政の国民への公的責任

を暖昧にし、切り捨てることを正義と勘違いさせ、民間企業の新しい営利の場を拡大していくこと

になります。そしてこのことは、日米合意内容、すなわち社会保障や保険・金融面での規制緩和・

市場原理の導入の本格的かつ総合的な具体化への動きであったわけです。これらは、当然のことと

して、官の事業としての自治体病院の民間移譲等を強力にすすめるための環境整備でもありました。 
② 行革の重要指針の決定 

2005年には、行政改革の重要指針が閣議決定され、翌年にはこの指針を盛り込んだプログラム法
である「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（行革推進法）が成

立します。 
行革推進法には郵政民営化に続いて政策金融（商工中金・日本政策投資銀行の完全民営化、国民

生活金融公庫の統廃合）、独立法人の見直し、公務員の5%削減などが盛り込まれていました。国立
病院・国立大学・各種の国立の研究機関や博物館などを独立法人に変えていきました。その更なる

見直しを求めたのが独立法人の見直しです。 
郵政民営化の実態が検討されていません。図らずも本社ビルの文化財指定を知りながら解体をは

じめたり、郵貯の国民むけ福利施設である宿泊施設の行革推進会議の主要なメンバーの会社に不透



明な方法で格安で払い下げするとか、社長の出身大企業に郵貯の業務が独占的に請け負わせるとか、

大企業の食い物にされかねない状況がかいま見られましたが、麻生総理の「英断」で蓋がしめられ

てしまいました。 
小泉・竹中の改革路線は何であったのか、それの検討も総括もせずに、官僚政治打破を強調する

新勢力の台頭にも不気味さを感じます。官から民へ・・この路線の徹底的な総括を国民的規模で行

うべきです。それがないまま、このときに敷かれたレールの上を自治体病院の見直しは走り始めて

います。 
2006 年の 8月には、更に人件費の削減が提起されます。独立法人の非公務員化、国有財産の切
り売りなども提示されます。これらはいうところの小さな政府づくりであり、それにとって変わる

公務の市場化の推進でもあります。自治体病院への風当たりも強まっていきます。 
③ 自治体「改革」も強化 

構造改革は当然のこととして自治体そのものの「改革」も強く求めてきます。三位一体の改革を

強力に推進することを打ちだしてきます。地方税・国庫負担・地方交付税、この三つを一体化して

「改革」をすすめるというものです。このことは自治体病院の見直しに深くかかわってきます。 
2005年3月。「地方公共団体における行政改革推進のための新たな指針」が制定されます。行政
全般に対して見直しの計画を策定し、実施し、その結果を評価する。この取り組みを不断に実施す

るというものです。自治体には「改革プラン」の提出を求めました。 
2006年5月。「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」が制定されます。いわゆる
市場化テスト法といわれたものです。公共部門が実施する事業について「一つのまとまりとしての

業務ごとに入札にかけ、落札した企業などにサービスを実施させる」というものです。財界がもっ

とも重視した法律で、究極の公務の市場化といわれました。 
自治体病院もこの対象にされることが当時から想定されていました。公共部門が行う事業ですか

ら、すでに第3セクター、独立法人、地方公社などの形で公共部門の事業が直接自治体が実施する
ものから他への移管が行われている事業についても、当然この対象になります。図書館や学校給食、

文化会館や保育所の運営、各施設の清掃事業などかなり具体化がすすめられていきました。病院に

ついては後でふれることにします 
2007年6月。「地方公共団体の財政健全化に関する法律」が制定されました。これまでの財政健
全化法に変わるものです。この法律は、まず政府が財政の健全化の判断基準を示します。これによ

り市町村の財政の健全化の度合いを測定するというものです。この基準には、財政の早期健全化を

要する段階（黄色信号）、財政の再生の段階（赤信号）の 2 段階に分けられています。このよう形
で国が市町村の財政に深くかかわることができる制度にしました。しかもこれまでと違い、一般会

計と特別会計との連結が求められました。第3セクターの債務に関する自治体の負担額についても
公表が義務付けられました。これにより、上下水道や自治体病院も赤字をだすと、健全化計画の対

象になります。いま、自治体病院そのものが各地で民間委託や移譲が問題になっているのもこの法

律と深くかかわりをもっています。 
とにかく公共事業のなかでももっとも営利性・経済性を問われてはいけない部門の上下水道や自

治体病院までもが、事業一般と同列に扱われる。過酷な法律の成立でした。 
④ 自治体病院への国庫補助の削減 

自治体病院がおよそ 1000 施設あり、その 65・4%までが赤字を出していることについてはすで
にふれています。その赤字の要因の一つに、自治体病院への国庫補助の削減があります。自治体病



院には病床1床あたり定格で補助がだされています。 
 1997年度 2000年度 2003年度 2005年度 
交付税1床あたり 742千円 657千円 506千円 519千円 
前年比(%)  ―6・9％ ―7・0％ ＋2・4％ 

 
1997年には 1床あたり年間 74万 2千円ありました。2005年には前年比増となっていますが、
それでも1997年にくらべると年間1床あたり22万3千円も少ない51万9千円です。この減額が
自治体病院の赤字に大きくかかわっています。国からの交付金がカットされる。その根拠は示され

ていません。人件費が下がる、医薬品が下がる、あるいは大幅に入院に関する診療報酬が引き上げ

られる、などカットしてもかまわない理由はなに一つありません。人件費その他自然増があります。

その上赤字が増えていますから国庫補助はむしろ増やさねばならないことになります。 
とにかくはじめから経営の効率化ありきで、国の補助金をまずカットする。非常に理不尽な政治

がまかりとおっているといわねばなりません。 
なお、付言すると病院経営のなかで「入院」部門は基本的には赤字部門です。病院事業経営の場

合、投資した資金が 1年で 1・2回転程度回転することが黒字化の要諦とされています。病院建設
で1床あたり2千万円程度の投資となります。1・2回転とはその病床から2400万円程度の収入を
あげるということです。どんなに重傷者を入院させても月に 100万円、年間で 1200万円適度の医
療収入しかあがりません。それも一日たりとも空床にはしないという前提でです。残りを外来診療

や健診などの収入で補うことになります。つまり投資した資本が半回転しかしません。だから病床

への補助金が必要なのです。それをカットすることは、病床を廃止しろといっていることとおなじ

だということです。慢性疾患の多い高齢者ではこんな高収入は見込めませんから入院はさせないよ

うにしているのです。 
⑤ 総務庁の自治体病院対策 

総務省は、自治体を管轄する省です。従って自治体病院をも管轄しています。その総務省が2002
年の自民党の「自治体病院の在り方」をもとに、自治体病院の指導を行っています。 

2004年5月に、「地域医療の確保と自治体病院の在り方に関する検討会」を立ち上げました。11
月にはこの検討会から報告書がでました。「自治体病院の再編・ネットワーク化（サテライト構想）」

が提示されます。国が設定した第 2次医療圏（およそ人口 30万人を目途に都道府県ごとに広域医
療圏を設定しています）を単位に、医療圏ごとに中心となる病院（地域中核病院・基幹病院）を定

め、そこに医師やその他のスタッフを集約化していく。外れた医療施設を後方病院とか診療所とか

いわゆるサテライト施設として、中核病院のまわりに衛星状に配置し、医療体制の効率化をはかる

というもの。 
医療制度「構造改革」の一つに医療法の数次にわたる「改正」があります。医療提供体制の変更

です。病院を高度先進医療はごく一部の大学病院などにしか社会保険での実施を許可しない。その

下に地域中核病院をおき、急性重症患者を一般病院で急性疾患と慢性疾患にわけ、その下に老人病

院を、そして診療所をおく。社会保険での提供できる医療行為に差をつける。そのことをとおして

医療費の削減をはかるというものです。それを自治体病院の経営の効率化に導入するというもので

す。 
ところが、医療とは人びとの生活圏内で基本的な医療の提供が保障されねばなりません。ひとび

との生活圏を無視して、経営の効率化のみで提供できる医療内容を限定し、施設も従事者も一部の



医療機関に集める。この方針は、その一部の医療機関に患者が集中する。外れた医療機関はより経

営が悪化する。弊害が続出することとなります。しかし、自治体病院の統廃合・経営の効率化には

効果的でした。 
2004 年 4 月、自治体に対して総務省は「地方公営企業の経営総点検について」を提示します。
病院も当然その対象となります。経営の見直しをおこない、その必要性、存続の是非を見つめなお

し、業務の廃止、民間移譲、民営化などの促進を指示します。医療提供体制の効率化を政策的にす

すめる。その結果経営にも偏りが生まれる。そのうえで経営不振施設の廃止を求める。計算された

自治体病院潰しです。 
2005年2月、新地方行革指針が示され、経営不振事業の廃止や民間移譲を更に促していきます。
また、事業を残す場合は、指定管理者制度・民間移譲などをすすめています。是が非でも官から民

への強行です。 
2005年12月、経済財政諮問会議が、これまでの公営事業の見直し策に追い打ちをかけるべく・
総人件費改革指針をだします。人件費の大幅な削減を強要することで、あらためて民にできること

は民への原則を貫くことを求め、地方公務員の定員の削減を強要しました。この場合、人員の削減

というよりも、公営事業の地方独立方人化（非公務員型）、民営化の促進の強化です。 
このように国策としての公営事業の民営化への転換を強要するなかで、全国的に自治体病院の経

営形態の見直しがひろがっていきました。 
自治体の首長・・多くの市町村の首長は、このような総務省の「指導」のもと、外部の有識者で

構成される「病院改革検討会」が各地で設立されます。総務省の意向の具体化の課題の検討です。

総務省は、この検討会むけに「総務省地方公営事業経営アドバイザー」を推薦してきました。自治

体首長は競ってこの推薦を受け入れます。経営アドバイザーは、税理士・公認会計士・経営コンサ

ルタントなどです。日本には公営企業専門の経営専門家などいません。養成施設もありません。す

べて営利企業の経営専門家です。当然そのアドバイスは、一般企業のしかも物を生産する企業の合

理化システムの推奨です。医療にも公企業にも守らねばならないルールがありますが、一切それら

は無視されていきます。 
ですから、一部自治体病院が経営の効率化に成功しています。その多くは経営的には成果を上げ

ても、利用する患者やそこで働く医療従事者の願いに逆行する医療現場となりつつあります。経営

あって医療なし、とでもいうべき状況に陥りつつあります。 
 

Ⅴ．医療要求の特徴と医療の在り方 

１．自治体病院は地域住民の医療要求にそって 
自治体病院の在り方を、、自治体の首長や総務省が問い直す場合、その目的を「地域医療の確保」とか

「持続可能な医療体制づくり」とか、もっともらしい理由を並べ立てます。 
そこで、自治体病院の「見直し」を行う際、重視せねばならない医療の在り方について、地域住民の医

療要求の特徴に即して検討しておく必要があります。 
この小論の冒頭で、自治体病院とはについて、自治体病院自身がまとめている考え方を引用しておきま

した。自治体病院とは当該地域の住民の意向にそって開設された病院です。ですから、地域住民の医療要

求の特徴に即した在り方が重視されねばなりません。 



２．地域住民の医療要求の特徴は公的保障の不可欠性 
（１）要求は公的保障で 
病院の在り方を地域住民の医療要求の特徴に即して考える。自治体の首長も首長の要請で編成される

「在り方検討会」も、そしてそれらを指導する総務省にも、国民の医療要求は尊重してもらわねばなりま

せん。彼等がそのことを無視するということは、地域住民がそのことを明碓にしていない、ということが

あるように思います。私たち自身がまずこのことを明確にしておく必要があります。 
 
（２）要求のいくつかについて 
① 非経済性・・従って公的保障が不可欠 

私たちの生活の基礎を支えるものとしては、その第1に衣食住があげられます。ですが、この衣
食住は、私たち自身が私たち自身の経済状況を考えながら、私たち自身で、どの程度のものを入手

するか、時には入手を断念して我慢するか、など、日常的に自分で裁量して決定しています。遣り

繰りの対象です。松竹梅の等級制も受け入れています。旨いものが食べたい。でも高級レストラン

や料亭などいったこともありません。それでも生きるという点では差し障りはありません。衣食住

は遣り繰りの対象になります。 
医は、私たちに経済力があろうがなかろうが、発生するときには発生します。ひとたび発生すれ

ば、個々のひとびとがそれぞれに経済力に応じて医療を求める。経済力のない場合には入手を断念

する。このようなことはしていません。経済力があろうがなかろうが医療要求は発生する。ひとた

び発生した医療要求は、経済状況に左右されることなく、その医療要求がみたされる医療が提供さ

れねばなりません。つまり病状が必要とする医療が提供されねばなりません。個人の裁量にまかせ

る。個人の経済力にまかせる。つまり自己責任に委ねることはできません。個人の経済力の限界が

命の限界になるからです。 
医療要求は非経済性だということです。従って医療は公的保障が原則です。病院にも非経済性が

求められねばなりません。経営の効率化とは、非経済性を無視すると言うことです。ましてや自治

体の事業としての自治体病院に、営利企業とおなじ経営の効率化、独立採算制を求めるべきではあ

りません。 
② 生活点での保障 

人びとの医療要求は、地理的条件、時間的条件にかかわりなく発生します。人が生きている限り

いきている現場、つまり生活点で発生します。人口の過疎地であるとか、休日夜間であるとか諸条

件を問わず発生します。それへの対応は原則救急です。 
国が設定した医療圏は、この生活点での医療を保障しうるものとして設定されていません。かっ

ての国土省が地域開発を効率的にすすめるための線引きをして策定した地域割を借用したもので

す。自治体には事務組合を設立して自治体の事務を効率的にすすめる仕組みがあることは先にふれ

ました。消防・上下水道・ゴミ処理・火葬場などがそれです。このための地域割でした。しかし、

これらの場合、上下水道は各家庭まで管が通じています。ごみ処理は隔日置きぐらいに収拾車が集

めにきてくれます。往民が居住地より遠くへ出かけねばならないのは火葬場ぐらいで、これは日常

的に利用するものではありませんから、良しとしなくてはなりません。これらの自治体の事務は基

本的には各家庭までサービが直に届けられる仕組みです。 
それらの配慮なしに、この地域割の上に医療圏を重ねたのです。医療はこの広域化はなじみませ



ん。その上、設備も人体制も設置された場所から少し離れた地区に生活する人びとにはかなり不便

な状況です。しかもこの広域圏だと設置する数まできめられていますから、原則救急で対応せねば

ならない医療要求に応える体制には、基本的にはないといわねばなりません。救急医療の欠如は医

師不足がなくとも広域医療圏政策のもとでは発生するものです。これも、経営の効率化優先つまり

医療の公共性を否定したところからおこる問題です。 
③ 人的サービスが基本 

人びとの医療要求は、それぞれに人格をもった人間の全体から生まれます。医療機関を訪れた患

者は、彼の過去の生活歴・病歴・健康歴の反映としての今の医療要求をもっています。頭痛でも腹

痛でも人格をもった人間の全体から生まれ出たものです。診断治療にあたっても、疾病の診断から

治療、予後にいたるすべてを見とおし、連続的なサービスとして提供されねばならない。この判断

は人にしかできません。 
地域社会全体としても、生活点に住む人びとの疾病の予防から、いざ病気になった場合の診断治

療、予後のリハビリから、日常的には健康の維持増進にいたる、すべてを連続的に系統的に持続的

にサービスが提供されねばならない。このようなサービスは、機械化できない。人の労働がうみだ

したサービスをその場で提供する。これが基本だ。医科学の発展で診断・治療には多種多様な機械

器具も必要となる。しかし新しい医療機械はそれを使いこなす専門家の配置を必然とする。物を生

産する現場のように機械化、すなわち人手の省力化とはならない。 
医療は人的サービスが基本だ。医師にせよ看護師にせよ、医科学の発展や医療サービスの変化に

即して十分な対応が叶う体制上の整備は不可欠です。経営の効率化とは、この場合人減らしのこと

です。人の手になるサービスを基本とする医療にあっては必然的に古典的な過密労働を伴うものと

なります。ですから日本の場合、医師さえもが過労死するまでに過密労働が強要されています。 
医療機関の経営の基本に効率化をおくべきではありません。この点からも総務省の指示は受け入

れることができません。首長は総務省の効率主義を断固拒否すべきです。 
 

３．地域医療とは 
自治体病院問題では、かならず地域医療の整備とか確保とかという文言がでてきます。あらためて地域

医療とはなにかを整理しておきます。この点からも自治体病院問題を自治体首長などは正確に向き合って

ほしいと思います。 
 
（１）地域とは 
地域医療といわれる場合の地域とはなにか、この点から整理しておきます。この地域とは、行政上の地

域とは違います。区域とか管轄内ともちがいます。いわゆる地理的地域ではありません。人びとの生活点

のことです。人びとが生活しているところという意味です。 
 
（２）地域医療とは 
地域医療とは、生活しているところでの医療ということになります。医療問題での生活という場合、そ

れは主として休養ということになります。しかもその休養は、労働力の再生産のためという意味が基本と

なります。明日の労働に備えての労働力の再生産。そして次の世代を支えるための労働力の再生産です。

地域医療とは明日のための、次の世代を支えるための、労働力の再生産を保障するための医療のことです。



ですから、地域医療の確保とか整備とかいう場合、明日のそして次なる世代の労働力の再生産に必要な医

療の確保と言うことになります。非常に重い意昧があります。 
 
（３）労働力の再生産を保障する医療 
労働力の再生産。少し硬い表現ですが地域医療の性格を正確に理解する上では適切な言葉だと思います。

一言でいうと人の人生のすべてに対応する医療ということです。生まれる。成長する。その過程で病気の

状況もある、不健康なときもある、子育てや労働がある、休養もある。そして老後もある、人生の終末も

ある。そのすべてに対応する医療。要するに医療の基本ということです。 
小児科とか産科とか麻酔医などの不足が社会問題化しています。それは、小児科医や産科医が不足して

いるから問題となっているのですが、そのことで問われている意味は、地域医療の基本を形成するものが

かけている、だから社会問題化しているのです。不足させてはならない問題です、地域医療の位置づけや

意味合いに対する国の医療政策にこの視点が抜けている点が問われているのです。はたして国や自治体に

このような認識があるのか疑問に思えます。 
 
（４）自治体病院の役割を付け加えること 
自治体病院協議会の自治体病院の役割について、補足するとすれば、このような意味での地域医療を担

う中心的医療機関である。この点が付け加えるべきだと思います。ましてや政策医療にのみ限定する。こ

んな自治体病院の見直しの視点は、いかなる理由があるにせよとり上げてはならない問題です。 
人びとの医療要求にきちんと応えうるのは、社会保障としての医療の保障を碓立することと同時に、医

療提供体制をも最終的には公的保障できちんと整備すべきです。特にわが国の医制の基本は自由開業医制

といわれています。それだからこそ、自治体病院の役割はいっそう明確にし公的保障の柱としていささか

もその在り方をねじ曲げてはならないものだと思います。 
 
 

Ⅵ．自治体病院を守るために 

１．自治体病院の役割を見つめなおす 
自治体住民一人一人が、自治体病院の役割、その存在の特別な意味をあらためて見つめなおす必要があ

ります。そして、自治体の首長にも、議会の議員にも、そして自治体職員にも、自治体病院の職員にも、

すべての人びとに、そのことをあらためて認識し直してもらう。住民がその意義を自分のものとしない限

り、まわりのものにそのことを理解させていくことは難しい。 
 

２．社会保障・医療保障運動の活性化 
社会保障制度そのものが守られる。財界と政府の手になる見直し・構造「改革」路線の破棄を求める。

たえずその運動を活性化し、維持し、持続させていかねばなりません。自治体病院の役割を明確にしてい

くためにも、社会保障そのものを豊かにしていかねばなりません。 
 



３．自治体の「強制改革」との反対 
自治体の見直し、行革路線が自治体病院の維持・活動を困難にしてきています。自治体の三位一体の「改

革」路線を破棄させる運動のいっそうの高揚めざして奮闘することが求められています。 
自治体への「改革」路線のもとで困難を強いられているあらゆる分野との連帯行動の強化も必要です。

特に、教育・保育・福祉・地域住民の生活課題との共同行動の強化への貢献が求められています。 
 

４．自治体病院を守る個別課題 
（１）自治体病院の位置づけの明碓化 
当該自治体の住民の命は健康を守る総合的な保健・医療・福祉政策の確立。その命を守る総合的な政策

のなかで、あらためて自治体病院の位置づけ・役割の明確化が必要です。 
市民の圧倒的多数は健康です。その健康水準は多様ですが健康です。それらの人びとには健康の増進に

役立つ自治体病院の役割の明碓化を。 
病弱・病気の市民に対しては、それに必要な診断・治療・予後の回復に必要な自治体病院の役割の明確

化。特に、かかりつけの医療機関に通う市民には、その医療機関と自治体病院との医療上の連携網を整備

していく。 
患者として受診する市民に対しては、まさに主治医としての医療機関としての役割を全うするための役

割の明確化。医療制度の上では保健と診断治療とを分離しています。そのもとで自治体病院だからこそ保 
健と診断治療と予後のすべてについて連続的なサービスの提供・保障が求められます。 
 
（２）地域医療での役割の明確化 
病院から地域・市民を見下ろすサテライト方式ではなく、市民の生活点を基本に、市民の主治医を基礎

に、基幹病院・各種の福祉施設などが連携する。自治体病院と保健センターとの運携で保健と診断治療の

連続性を保障する。その他多様な形で保健・医療・福祉の連携を展望し、そのなかでの自治体病院の役割・

位置づけの明確化を。 
・ 市民を基礎に、介護施設・開業維持・歯科医師・周辺病院との運携の強化。 
・ 自治体病院・保健センターの連携強化と市民の健康増進の保健活動との連携の確立。その要として

の自治体病院の役割の明確化。 
・ 医療と経営への市民参加の保障の確立。情報公開・市民による医療評価制度の確立。 
・ 市内の医療と福祉の従事者の研修の強化と自治体病院の役割の明確化 

 
（３）市民病院としての機能の保障を 
・ 患者の診断治療からの収入で賄うべき分野の明確化。 
・ 市民病院としての役割を保障すべき費用の一般会計からの繰入の制度化。 
・ 建物・機械・職員・事業などで一般会計から賄うべき内容の明碓化とその保障の制度化。 
・ 非営利性を貫くための経費の一般会計からの保障。 
・ 高齢者・障害者・低所得者への医療の保障 

 
（４）連帯行動を 



・ 首長と議員と市民が一体となって国の責任の追及を、要請行動の創造を。 
・ 構造改革路線の被害を国に補填させる。公的保障をきちんとさせる。 

 
（５）市民の利用を保障する 
・ 元気な市民も、病弱な市民も、人生のすべての年代の人びとが利用できる医療機関に。 
・ 市民も積極的に利用しよう。利用できるように病院を作りかえよう。 
・ 市民病院としての再生を。病院を市民の生活センターに。 
 
○ 医療とはなにか、あらためて学習をしよう。 
○ 自治体病院問題・地域医療問題・そして人権としての健康について、あるいは良

い医療とは、とにかく多様な問題が自治体病院問題には内在しています。 
○ 日頃からの学習の積み上げで、地域の医療の見直しをすすめに力を身につけよう。 
○ 住民の立場からの医療論・自治体病院論を確立しよう。 

 
★ 講師派遣・学習会企画・・何でも相談・・日高連に電話を 
 
 



資料 
 

自治体病院の役割 
（１）自治体病院の役割 
① 適正な医療の供給、へき地等地域医療の確保・向上、高度・特殊・先駆的医療の実施 
   地方公営企業法によれば、自治体病院は公共性と経済性を共に発揮し、地域住民の医療・福祉に

寄与するものと定められている。 
現に、各地の自治体病院は地域住民の要請に基づき、医学医術の進歩に対応した適正な医療の供

給を心がけながら、一般医療のほか、他の医療援関で対応することが困難な離島、山間、へき地等

の地域医療の確保向上及び救急、がん、循環器病、未熟児、臓器移植、リハビリテーション、難病

等の高度・特殊・先駆的医療並びに精神、結核、感染症の医療を積極的に推進しているだけでなく、

国立大学医学部等の関連教育病院として卒前医節の教育を、また、厚生省から指定された臨床研修

病院として卒後医師の教育を、さらには災害拠点病院として災書時に必要な人材、資材を確保する

など幅広い役割を果たしている。 
② 医療・保健・介護福祉との連携 

また、最近諸外国にもその例をみないほどのスピードで到来している高齢社会に対応するため、

医療・保健と介護福祉との連携が重視されてきており、具体的には市町村保健センター・健康管理

センター・老人保健施設等の保険施設、特別養護老人ホーム・ケアハウス・老人福祉センター等の

福祉施設、さらには在宅医療サーどス介護との連携の強化が要請されているが、自治体病院は、保

険・福祉対策の中核としての役割を果たしている。 
③ 具体例 

自治体病院のうち、国立医科大学の関連（卒前）教育病院は15病院。（関連教育病院の68.0%）。
臨床研修指定病院は152病院（34.5%）。救命救急センターは63病院（41.2%）。へき地中核病院は
97病院（64.7%）。NICUの保有施設は133カ所（41.0%）。不採算地区病院は181病院（自治体立
病院の18.3%）がそれぞれ指定されている。なお、この他各学会の專門医・認定医の教育病院とし
て指定されている病院のうち、自治体病院は10～40%を占めている。さらに、自治体病院において
は在宅医療にも積極的に対応しており、51.6%（H11.6 全自病・病院経営分析調査報告）以上の病
院が訪問看護を行っている。 

（２）自治体病院と他の病院との相違 
自治体病院は、地域住民の健康に責任をもつ自治体の長が議会の議決によって開設されたもので、

個人、医療法人、公的・国立等の開設による病院と根本的に相違している。 
最近、民間病院の経営も急速に悪化してきたことに関連し、自治体病院も国立病院と同様、政策医

療を中心に行うべきであるとする意見も聞かれる。しかし、自治体病院はその開設の経緯、立地条件、

規模等いずれも千差万別である。各々その役割、使命も一様ではなく、当該地域住民の意向により開

設されたものであり、その住民の意向に沿って運営が行われるべきもので、一律に政策医療のみを行

う等医療の範囲を限定することは適当ではない。 
なお、高度・特殊・先駆的医療その他政策医療は、一般医療が整っていてこそ成り立つものであり、

地域住民のほとんどが一般医療の実施を強く望んでいるのである。 



解説 
地方独立行政法人 

・ 自治体が50%以上出資して設立。病院などの業務を自治体から切り離し、経営面での独立性を高め
るのが目的。 

・ 法人の役員・職員に公務員の身分を保障するのが特定法人（公務員型）と、一般法人（非公務員型）

がある。 
・ 設立団体の長が定める「中期目標」に従い、法人が中期計画と年次計画を策定、目標による管理の

適正な業績評価、業績主義に基づく人事管理の制度化。 
・ 地方公営事業法により一般会計からの繰入基準があり、運営交付金が支払われるが、計画に従い削

減がされていく。 
・ 病院がこの法人化すると、累積債務がそのまま引き継がれ、5 カ年計画を立て返済が義務づけされ
る例もある。一般的に職員の定数削減・人件費削減が基本。 

 
指定管理者制度〔公設民営〕 

・ 公共施設の管理・運営を民間企業等に包括的に外部委託する制度。いまのところ、医療法の規定で

営利を目的とする法人は管理者にはなれないが、医療法人は可能。 
・ 自治体で採用するものが少しづつ増え始めている。 
・ 廃止や民間移譲とちがい、自治体が全面的に撤退するわけではないが、管理・運営を民間に委ねる

ため、自治体の責任は縮小される。 
・ 住民の参加や声の反映、保健・福祉・医療の連携がむずかしくなる。 
・ 自治体からの指定管理料が無いか少ないと、不採算部門の打ち切りも阻止できない。 
・ 差額ベッドが増えたり、保険外負担が増加したりもする。指名に当たり職員の解雇や労働条件の改

悪もおこりうる。 
 
民間移譲（民設民営） 

・ 自治体が病院経営から撤退するもので、経営主体の変更を意味する。 
・ 移譲後は住民も自治体もタッチできない。 

 
ＰＦＩ 

・ 公共施設の建設・維持管理・運営を、民間の資金や経営能力を活用しておこなう手法。 
・ 自治体病院の場合、新築・増改革の際に導入される例が多い。 
・ 医療法の規定により病院経営自体をＰＦＩ企業がおこなうことはできないが、病院経営の特定の部

分（医師や看護師などの一定の業務以外の業務）を委託することは可能 
・ 施設の建設に当たり、資金を民間企業に委ね、長期に自治体が返済していくなどもある。いくつか

導入した自治体があるが、大阪の八尾市、高知市などは失敗している。 



平均在院日数の短縮にこめられた営利主義 

１．医療構造改革が追及する入院日数の短縮 

後期高齢者医療制度の創設の目的は、再三指摘してきましたが、医療費（社会保険給付費）の削減にあ

ります。どのように削滅するか、その中心的な内容がここでとり上げる「平均在院日数の短縮」です。 
いま進行中の医療改悪をはじめて提起した厚生労働省の「医療制度構造改革試案の概要」（以下「概要」)
（2005年10月）が、この問題についてつぎのように提起しています。 
医療費適正化の進め方の一つとして「長期入院の是正のように、国民生活の質（QOL）を確保・向上す
る形で医療そのものを効率化し、医療費の伸び率をさげていく」ことを具体化するとしています。ここで

いう「長期入院の是正」が一般的には「平均在院日数の短縮」といわれています。 
 

２．後期高齢者医.療でも入院日数の短縮が 

後期高齢者医療制度を律する法律のことを「高齢者の医療の確保に関する法律」の第1条（目的）には
次のように明記されています。「国民の高齢者期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を

推進するための計画を作成」。第1条の冒頭にでてくる言葉です。この「医療費適正化計画」については、
「概要」では、「医療計画制度の見直し」の項で「地域の医療機能の分化・連携を進め、患者の生活の質（QOL）
向上に向けて総治療期間（在院日数を含む）短縮のため、①脳卒中対策、ガン対策等の主要事業ごとの医

療連携体制の構築、②脳卒中・がん等の年間総入院日数、在宅での看取り率等の数値目標の導入を内容と

する医療計画の見直しをおこなう」とされています。ここでも「平均在院日数」が上げられています。 
 

３．地域医療計画とは病床の規制 

これまで地域医療計画は策定されています。10年ほど前に、医療費削減策として病床を削減することが
方針化されました。そのときに医療法（医療を提供する仕組みを律する法律）の改正をおこない、都道府

県ごとに国が必要病床数をきめ、それを都道府県の地域医療計画に盛り込む制度をつくりました。今回は、

病床規制だけではなく、新たに病気ごとの年間総入院日数・在宅看取り率（半年なり1年間なりを施設に
入らず自宅療養で死んでいく率）をあらたに統計化することを決めました。2007年10月現在で市区町村
は都道府県あてにこれらの数値を提出済みです。2008年 4月から 5年間でどれほど短縮するか、現在実
践中です。 

 

４．病院管理学の課題・・その計算式とは・・ 

平均在院日数は、はじめは病院管理学の領域の問題でした。不必要な入院をできるだけ是正する。その

ために、毎日の入院治療を計画的に必要な医療はきちんと提供し、患者に不必要な入院と言う身体拘束に

も等しい行為を強制しないようにつとめる。つまり良い医療の実践の課題の一つとして、「平均在院日数」

は論じられてきました。「概要」も「確保法」でも「患者の生活の質の向上」が入院日数の短縮の目標だと

指摘してもいます。そのために、「平均在院日数」が医療統計に加えられています。その計算は次のように

されます。 



「年（月）間在院患者延数を、年（月）間の新入院患者数と年（月）間の退院患者数の平均値で割った

もの」です。 
これでは少し複雑ですので、大雑把に理解するなら「年（月）の総退院患者の総入院日数を、退院患者

数で割る」でもいいと思います。要するに、病院を退院した患者の平均入院日数と考えても、厳密な病院

管理を必要としない患者・市民の理解としては通用するように思います。 
 

５．39日が13日に、更に10日に 

過去の「平均在院日数」は次のようになっていました。統計のとり方としては、いまではあまり意味を

持たなくなりつつありますが、どうしても入院が長期になりがちな精神科や結核病床と、その他の疾患（一

般病床）とを区別しています。ここでは一般病床のみをみていきます。 
1965年（昭和40年）30・3日 ⇒ 1975年（昭和50年）34・7日 ⇒ 
1982年（昭和57年）39・6日（この年がピーク） ⇒ 1985年（昭和60年）39・4日  

（注）厚生省統計局「病院報告」より 
参考までに、1985年の精神病床は536・3日、結核病床は207・2日となっています。 
2005年度の統計がでていますが、平均在院日数は27・5日です。東京都立病院では15日を割り、いま
では 12 日前後が目標値だといわれています。美濃部都政のもとで生まれた東京都板橋区のある「老人病
院」も 2006年度で 13・5日となっています。高齢者が中心で、すべての科がそろっています。精神科も
脳外科もリハビリ科もあります。それで13日台ですから、9割り方の患者は2週間以内の退院です。おそ
らく診断名がつくと退院。ここまでくると病院とは病気を治す機関とは言い難い。 
ところで「平均在院日数」を短縮することで、保険給付費の削減は実現するのでしょうか。1965年から
みると規模の大きい大都市の病院（都立病院はその典型です）では入院日数は半減しています。しかし、

この間保険給付費は着実に増加の一途をたどってきています。前年対比で10%は増加しています。実際の
金額でも年間1兆円はふえ続けています。 
それだけではなく、医療の特に入院の現場では過酷な労働が看護師や医師などに襲いかかっています。

どうしてそうなるのか、患者・住民としてもわきまえておきたい事柄です。 
 

６．古典的搾取の方法 

医療は、医療従事者が、患者等の前で働くことをとおして生みだしたサービスを提供することが基本で

す。人の労働によって生みだされるサービスを基本としています。物を生産する場合、機械化すれば生産

効率を引き上げることは可能です。生産物は倉庫にしまう事も可能です。医療では、機械化すればするほ

ど、その機械を操作する専門家を必要とします。結果を分析する專門家も必要です。生みだした医療や看

護なりのサービスを在庫として保存する事はできません。病床があいていれば、開いただけ収入にはなり

ません。要するに、医療では物を生産する場合のように、合理化・効率化はできません。資本主義社会で

は当然医療サービスも売り買いの対象としての商品です。が、在庫がきかない、大量生産になじまない、

厄介な商品です。 
従って、ただ、ただ、労働の時間を長くし、その密度を濃くする。古典的な搾取しか、経営効率を高め

ることはできません。平均在院日数は、一定の条件のもとでは経営効率に役立ちます。病院として経営が

安定しているところは、多かれ少なかれ、一定の条件を充たす事に成功しています。つまり労働の密度を



濃くしています。その条件とは、平均在院日数を短縮させることと、ベッドあたりの一日の医療収入（日

当円）を引き上げる。病床の回転率を引き上げる（空きベッドを無くす）。これを実現することで経営は効

率化していきます。国は病床を減らすことを法律までつくってすすめています。国策にも合致します。 
 

７．労働の密度を高めて利益を上げる 

日本の医療法（病院を規制する法律）では、設置した病床数に応じて医師や看護師等の数がきめられて

います。多少の違いがありますが、その病床が1日あたりいくらの医療費を稼ぐか。言い方は良くないか
もしれませんが、稼ぐといった方が分かり安いので使用します。それで配置される看護師の数は基本的に

は違いはない。この1日あたりの医療費の差は、検査費・処置費が基本です。それらは看護師の労働に依
拠するところがおおい。要するに、1日 3万円稼ぐベッドも 9万円稼ぐベッドも看護師はおなじ。となる
と、9万円のベッドで病院を稼働させることが人件費が大幅に節約できる。 
判りやすい言い方をすれば、20日かけて検査をして、診断を下していた。診断がついてから10日ほど
療養して、病状が落ち着いてから退院させていた。それを１週間ほどで全検査を終わらせる。検査期間よ

り療養に入った期間の方が医療費は極端に低下し、かつ人手もかかる。だから 13 日程度で退院させてし
まう。そのために、入院させる患者を選別せねばなりません。簡単に言えば急性で重症で年齢は若いほど

いい。 
 

８．ピラミッド型の提供体制づくり 

医療提供体制の効率化と称して、1990年代に数回の医療法の改正をしています。そこで、特定機能病院、
地域中核病院、一般病院、高齢者むけの療養型病院（病床）と、医療機関を機能別に類型化するようにな

っています。この特定機能病院とか地域中核病院には、高度医療、救急だけでなく救命もできる病院、こ

んな条件整備をもすすめて、ごく一部の特定機能と地域中核病院をピラミッドの頂点に据える。その下に

一般病院、老人病院を位置づける。自然と急性重症患者が地域中核病院に集まるようにできています。 
都立病院でも、いまでは黒字病院しか残っていません。（精神病院と小児病院を除くと、しかもいまこ

の病院の統廃合が俎上に上がっています）。それは平均在院日数を短縮して経営の効率化を図ってきたから

でもあります。その結果として、病院は繁盛していますが、高齢著の入院は特別のことがない限り不可能

です。いま特別法人化の話がでていますが、別法人化で都立病院の性格がゆがめられるのではなく、都立

病院らしさをかなり喪失させつつ効率化を図ってきた。だから別法人化させて民間が引き受けても利益を

上げることが可能だ。そんな判断が働いているとみた方がよさそうです。 
 

９．短くなることは病床が余ること 

平均在院日数が短くなれば、それだけ病床があまります。余剰状況をつくりだした上で医療法による地

域医療計画の変更をおこない、その地域での必要病床数の削減をはかる。こんな形になります。 
私たちは、かりに入院したとしても、そのときから退院を待ちわびます。1 日でも短い方を望みます。
入院日数の短縮は患者の切実な願いでもあります。 
更に、無駄な必要のない入院が医療機関の経営のためにだけ長引かせる、と言うことはあってはなりま

せん。しかし、政府が国策として平均在院日数の短縮を医療機関に強要する。医療機関もごく一部ですが、



その国策に迎合して短縮する。そのことをとおして利益をあげていく。こんなことが、高度医療や医療費

の適正化の名のもとで、流行しています。 
必要な医療を必要なだけ、無駄をはぶいて、患者も家族も医療従事者も、納得いく医療を。これは入院

にあっても必要なことです。 
 
過酷な濃密度労働に悩む医療労働者と 
入院が難しくなる住民と高齢患者     根っこは一つ  共同の輸づくりを 
 
 



関連メモ      医師問題の流れ                   ｼﾉｻﾞｷ 

● 人口10万人あたりの医師数 
年代 1960年 1970 1980年 1990年 2000年 2004年 
日本 100人 110人 130人 170人 190人 200人 
ＯＥＣＤ 110人 120人 180人 230人 280人 310人 
● 医科学の発達と他の分野との決定的な違いは、そのことによって専門職が必然的に増加すること。技

術革新は効率化に逆行すること 
● 日本で軽視されがちな点  公衆衛生、解剖・病理、高齢化・障害者等の関連医療 
社会の変化（医科学の発展・少子化・営利化・裁判等） 小児科 産科 救急 麻酔 

● 1990年代で医師数は充足・・目標達成（政府）  ●2008年、世論におされた不足を確認 
医師対策の流れ                 多少の増員策を提示 

1973年  1県1医科大学設置の推進 
1982年  医師数抑制策 閣議決定   医師一人増えると医療費1億円増加と 
1983年  人口10万人に150人の医師目標設定 
1986年  1995年を目途に、医師新規参入を最小限10%程度の削減を（厚生省） 
1993年  医学部定員 ７，７２５人に 7・7%減 
1997年  医学部定員減の促進の閣議決定 
1998年  新規参入医師削減の促進提言  厚生省検討会 
2004年  新臨床研修制度開始 
2006年  後期高齢者医療制度・介護保険制度での入院・入所制限強化 

療養型病床23万床の削減法 国会成立（6月） 
入院に際しての医療区分制・診療報酬に導入。5割削減を促進 

● 行革 
1970年代半ば  大蔵「歳出百科」・・社会保障費引き締め策開始 
1980年代半ば  労働運動・一部革新政党の右傾化「オール与党体制」へ 
1981年  第2次臨時行政調査会 
1983年  老人保健法施行  老人医療費無料制度の「廃止」 
1984年  健康保険本人1割負担（法律2割負担） 
1985年  日米プラザ合意 
1995年  橋本内閣・・・６大改革  臨調行革から構造改革へ 

小泉内閣・・・破滅的に激化 
2005年  ６大改革に呼応した「医療制度構造改革試案の概要」 

本格的な医療制度構造改革へ12の「改革法案」一挙に可決 
長期入院の是正 生活習慣病対策 後期高齢者医療制度 社会保険庁の解体 
診療報酬・・・引き下げ含みでの据え置きが長期間続く 



関連メモ    構造改革と自治体 

① 自治体まるごと「改革」 

平成の大合併 三位一体の改革 新型交付税 破綻法制 そして道州制を展望 
② 三位一体の改革 

2002年 閣議決定「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2002」 
国庫補助負担金、交付税、税財源移譲のあり方を三位一体で検討へ 

2003年 基本方針2003 決定 
① 地方における受益と負担の関係の明確化し、地方が自らの支出を自らの権限、責任、

財源でまかなう割合を増やし、真に住民に必要なサービスを地方自らの責任で自主的、

効率的に選択する幅を拡大する 
② 国・地方ともに厳しい財政状況の下で、地方の自立を支える財政基盤の構築のため、

国・地方全体の行政のスリム化を進めることにより、行財政のスリム化を進めることに

より、行財政システムを持続可能なものへと変革し「効率的で小さな政府」を実現する 
その手段として 国庫補助金の徹底的な見直し 地方交付税交付金の削減で2004年～2006年度予

算4・7兆円削減  約3兆円の税財源移譲  約5・1兆円の地方交付税及び臨時財政
対策債の削減の断行 
（約10兆円にのぼる国から地方への補助金・交付金が消滅） 

削減の影響・・社会保障と文教  予算 
社会保障・・児童手当負担率  4分の3から 3分の1、 保育所運営費交付金の全廃 

生活保護 厳しい合理化措置が 
三位一体の改革は、住民生活全体に影響 

65歳以上の非課税世帯への介護保険・国保保険料免除の見直し、所得税・住民税の引上げ・教育扶
助の削減、自治体事業への料金引上げ、サービスの低下、事業の縮小 

③ 自治体病院をめぐる社会環境の全般的悪化へ構造改革路線からの強要 

2002年  自民党医療基本問題調査会・公的病院等のあり方に関する小委員会 
「公的病院などについても、民間でできることは民間で」 

2004年  総務省「地方公営企業の経営の総点検について」・自治体への通達 
病院もその必要性の是非をもふくめて見直し・業務の廃止・民間移譲・民営化などを

示唆 
2005年  総務省 新地方行革指針・・・廃止・民間移譲の検討を再度促す 

残す場合には指定管理者制度・PFI・民間委託等導入を 
2005年  経済財政諮問会議が総人件費改革基本指針を 

民間にを原則に、地方公務員の定員の確実な削減を・・公営企業の独立法人化（非公

務員型）や民営化の促進を 
財務だけでなく、組織・人事・予算等の総てに民間の経営方式を導入するようになる 



地方独立行政法人 

自治体が50%出資するも、病院運営を自治体から切り離し、独立性（独立採算性）を強化する。 
非公務員型と公務員型がある。目標を定め、確実に実現をせまる成果主義、厳しい予算統制など、一

般会計からの繰入金が逓減され、やがてなくなるかも 
 
指定管理者制度 

病院など、公共施設の管理・運営を民間企業などにまるごと外部委託する制度 
医療法上、医療法人が「民間企業」として受託できる。医療法人なら安心か? 
自治体の全面徹底ではないので、公共性の保障があるかの錯覚を受けやすい 

 
民間移譲 

経営主体の変更  自治体が病院経営から撤退 
廃止よりいいのでは・・・・安易な理解は禁物 
どの形態にしろ・・・移管の前提として現状の改革が多面的にすすめられる 
都立病院・・・現存するものは合理化・効率化で実績をあげている 

移管のための環境は整備されている 
 
 
病院のあり方検討会  病院改革委員会・・など、首長の諮問機関  要注意 

民間の学識経験者とは  病院経営のエキスパート  経営コンサルタント 
大学の経営・経済学部の経営の専門家 

一般の事業経営に長けた人びとの病院分析  改革案とは 
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