
平成 29年度 公明党 行政調査報告書 

 

 

 

１ 調査年月日 

    平成３０年１月２８日(日) ～ １月３０日(火) 

 

 

 

２ 調査項目及び調査地 

  【調査項目】 

   （１）阪南市民病院について（指定管理者制度） 

   （２）桑名市総合医療センターについて（地方独立行政法人） 

 

  【調査地】 

    大阪府 阪南市 

    三重県 桑名市 

 

 

 

３ 議員名 

   齊藤 佐知子 

    宮川 正子 

    相馬 芳佳 

    裏 君子 

    德田 哲 

 

 

 

４ 調査報告書 

    別紙のとおり 

 

 

 

５ その他 



行政調査報告書 

 

日時 ：平成 30年１月 2９日(月)13時～15時 

視察先：大阪府阪南市 

視察者：公明党会派 5名 

       齊藤佐知子、宮川正子、相馬芳佳、裏君子、徳田哲 

報告者：齊藤佐知子 

 

 

 

【指定管理者制度による阪南市民病院について】 

 

阪南市は、人口 55,000人、市の約 6割が和泉山脈の山地となっている。 

平成 3年 10月 1日、市制施行 阪南市立病院に改称する。 

平成 23年 4月、従来の経営から指定管理者制度を導入する。病院名称が「社会

医療法人生長会阪南市民病院」となる。 

 

 指定管理者制度導入に至った経緯として、病院運営において平成 18年度まで

表立った変化はなかったが、水面下での動きがあった。平成 19年 6月、内科医

師全員退職(常勤 5名、非常勤 4名)により、内科を閉鎖する。その影響を受け

て平成 20年 3月までにその他の診療科医師 9名退職し、平成 20年 4月から、

185床持っているが入院受け入れ休止となる。残った医師は歯科医師を含めて４

名だった。 

 

 その後、医師の給料を上げ歩合制を導入し、平成 20年 9月に内科外来と入院

が一部再開となる。平成 21年大学との関係構築に奔走し、段階的に取り組んで

きたが一定の病院機能の回復に繋がるが、全面的医師不足の解決にはならなか

った。 

 

 財政再建をスローガンに不採算部門は廃科、医療機器等の機器更新は中止と

する。平成 22年度総務省公表資料によると、全国でワースト 29位に。阪南市

立病院改革プラン評価委員会は、市民の健康と安全を守ることが第一義であり、

阪南市民病院の民間運営を答申し、指定管理者制度しかないと判断した。 

指定管理者の選定については、選定委員会を設置し応募者によるプロポーザ

ル方式で実施。 

 



【指定管理者制度導入後の現状】 

 

病院の建て替えにより病床数は減少になったが、許可病床数に連動して看護

師は増えており、平成 28年の病床利用率は７３．７％となっている。一般会計

からの繰入金は、政策医療をしてもらうための交付金として繰入している。そ

の他の運営状況は、 

・標榜診療科数は 21科 

・許可病床 185床を稼働 

・平成 26年度より救急科を設置(夜間は主に内科) 

・協力型臨床研修病院として指定 

 

 

【市のかかわり方】 

 

・医療のプロに医療は任せます 

・病院に関する情報を発信します 

・三師会(医師、歯科医、薬剤師)はじめ関係機関と連携できる仕組み作りに取

り組みます。 

・健康フェアや市民病院公開講座など公衆衛生活動を推進します。 

・市施策との融合を図ります。 

 

 

【財政支援について】 

 

・原則赤字補てんは行わない。利用料金制に。 

      ↓ 

逆に、黒字分は指定管理者の収入に 

 

 

≪大阪府地域医療再生計画連携ネットワーク≫ 

 

泉州南部公立病院機能再編・連携ネットワーク事業推進基本構想を策定～市

立貝塚病院・りんくう総合医療センター・大阪府立泉州救命救急センター・阪

南市民病院との連携→公立病院連携を軸に地域開業医との連携を図る 

 

 



≪地域医療機関との連携≫ 

「泉州南部診療情報ネットワーク運営協議会」(通称：なすびんネット)の活用

→情報提供病院(３公立病院)に保管されている診療情報をセキュリティで守ら

れた回線で結び、地域の医療機関がそれらの診療情報を閲覧することで診療に

役立てるシステム。 

 

 

【指定管理者制度の導入によって】 

・意思決定→迅速 

・政策的医療→担う 

・介護・福祉機関との連携→緊密 

・職員定員管理→柔軟 

一定費用の支払いで担ってもらえる 

 

 

 

 

  



 

江別市議会公明党会派行政調査報告 

 

報告者 相馬芳佳 

 

１．視察日時 平成 30年 1月 30日（火）10時～ 

 

 

２．視察場所 桑名市役所  

   三重県桑名市中央町２－３７ 

 

 

３．桑名市の概要 

平成 16 年に桑名市、多度町及び長島町が合併し、現在の「桑名市」が誕生。

三重県の北部に位置し、名古屋から２５㎞圏にあり、東は愛知県、北は岐阜県

に接し、南は四日市圏に接している。山地・丘陵地帯と伊勢湾に接し、沖積平

野、水郷地帯が広がり、西部丘陵地には名古屋圏でも有数の住宅団地や工業団

地が形成されている。 

面積約 137㎢、人口約 14万で、当市との人口差はさほどないと思う地域では

ある。 

多度山系の緑と木曾山川の水郷が醸し出す自然の美しさと、宿場町・城下町

として栄えた歴史が織りなす調和の取れた素晴らしいまちであるとともに、新

たな産業発展の可能性も高く、国外からの観光客や国際会議などの招致を促進

し、「本物こそ、桑名力」をキャッチフレーズに様々な事業を進めている。 

 

  

４．視察項目 桑名市総合医療センター（市立病院と民間 2 病院を統合し独   

立行政法人化した先進地事例として） 

 

①独立行政法人化移行の経緯について 

②独立行政法人化の効果について 

 

 

５．地方独立行政法人への経緯について 

 

〇桑名市民病院の現状 



 地域の中核総合病院及び救急医療体制の一翼を担う病院として医療サービス

の提供を行ってきたが、卒後臨床研修制度による医師不足や診療報酬制度の改

正等、江別も抱える同様の課題である医療政策の変化や患者数の減少により、

病床利用率の低下、医業収益に占める人件費割合の増大、一般会計からの繰入

金の増加といった収支構造の悪化を招いた。 

 

〇桑名医療圏の現状 

 市民病院が属する桑名・員弁地区は、病院数が多く、特に中規模の病院が複

数あるという特徴があり、主に外来診療で対応できる一次医療を提供する体制

は充実している。しかし、一定の専門的な機器と病床を備え、救急・入院治療

に対応できる二次医療を、一つの病院で完結できる医療体制が整っておらず、

重篤な患者の多くは、市外、県外の病院に搬送される。 

 

〇平成 18年、市民病院及び桑名医療圏の現状を踏まえ、経営形態を含めた市民

病院の今後の方向性について関係者及び有識者で構成する「桑名市民病院あり

方検討委員会」が設置された。同年 8 月までに 6 回の会議が開催され、市民病

院の「基本機能のあり方」「経営改善のあり方」「経営形態のあり方」について、

答申を提案。 

 基本機能：400床前後の二次医療可能な自己完結型の急性期病院 

（現在は地域完結） 

 経営改善：収支構造改革と職員意識改革 

 経営形態：非公務員型の地方独立行政法人が望ましい。 

【実現方策】⇒民間病院との再編統合の検討（市民病院だけでは無理） 

〇平成 19年、公営企業法の一部適用から全部適用へ移行。 

 〇平成 21年、特別医療法人平田循環器科病院から寄付の申出があり地方独立 

行政法人桑名市民病院が発足。しかしこの 2病院だけで二次医療が可能な 

自己完結型の急性期病院の実現は無理であり、他の医療機関との合併を含

めて、実現するための方策を模索すべきと、地方独立行政法人桑名市民病

院評価委員会が付帯意見書を市に提出。 

〇平成 23年、「地方独立行政法人桑名市民病院と医療法人山本総合病院の統合

に関する基本合意書」を締結するまでになる。 

 〇平成 24 年、3 病院が組織を統合し地方独立行政法人桑名市総合医療センタ

ーが発足。 

 〇平成 27年、新病院整備事業における新棟新築工事の契約締結 

 〇平成 30年 4月新病院開院。 

 



 

６．独立行政法人化の効果について 

 

〇職員給与規程 ・社会保険病院、国立病院機構の給与規程を参考に策定 

〇職員退職手当規程（ポイント制度導入） 在職中の貢献度を反映し、⇒市退 

職手当条例の概ね 70％を想定 

〇職員就業規程 

・勤務時間は週 38時間 45分から週 40時間に 

・夏期休暇は 7日から 3日に 

〇医師確保 

・医学生及び後期研修医に対する奨学金制度の新設 

〇医療費のクレジットカード等による支払、シャトルバス運行開始。 

〇プロパー職員の採用と研修による医療事務のプロパー職員の専門性の向上 

〇平成 22年 4月医事業務管理指導職員の公募採用し常勤化してスキルアッ 

プ。 

〇新しい人事評価制度の構築で努力した職員が評価、処遇される制度として 

評価結果に基づいた 賞与 昇給 昇任とする。 

 

メリット  ・各センターで独自に職員が採用できる。 

・手当等の創設が可能。 

・人員確保により診療報酬において上位の施設基準を取得でき、

収益面での向上が望める。 

・産業界等からの寄付金が望め、それを研究ルートに乗せられる。 

・予算に縛られない。自由度が高く、大型の医療機器を導入でき

る。 

・意思決定をスピードアップできる。 

・月次決算ができ、迅速な経営判断がのぞめる。 

 

デメリット ・財務負担の増大。 

・企業債が不可。 

 

 

７．視察を終えて 

 

経営形態を変える大英断とも思える決定をした桑名市への視察が、今回、よ

うやく実現しました。総務省も注目をする民間病院との統合という選択をした



新病院です。 

 平成 21年の経営形態を変える際に、病院職員との連携がスムーズにいき、退

職職員は１名であったと説明されました。議会との対応も丁寧な対応が実施さ

れ、法人化移行前費用が 938 万 3959 円、移行後が 348 万 5800 円、再編・統合

費用が 303万 6460円で、合計 1590万 6219円で、移行が完了したと説明されま

した。次に、平成 23 年の更なる再編で、山本病院の資産買収約 23 億円、施設

整備で今年度開院する新病院に約 68 億円、医療機器・電子カルテ導入で約 15

億円の約 106 億円が計上され、三重県が「三重県地域医療再生計画（拡充分）」

を策定し、「地域医療再生基金（約 27億円）」を内示されています。三重県挙げ

ての取り組みとしても、合併債や病院事業債、地域医療での負担等、費用負担

も抑えられてのスタートです。 

北勢保健医療圏の桑名地域において、地方独立行政法人桑名市民病院と医療

法人山本総合病院の常勤医師数の減少、施設の老朽化が進んでいることを受け、

両病院を再編統合し４００床の新病院を建設して、救急医療等の集約化を図る

とともに、急性期医療及び高度医療に対応した新しい設備を備え、二次救急医

療を完結させることが可能な地域の中核病院が整備する構想を受け、平成２４

年には桑名市が「桑名市総合医療センター基本構想・基本計画」を策定します。

医師確保に欠かすことのできない大学病院との連携には、平成２５年に竹田寛

新理事長（前三重大学医学部付属病院長）が就任し、新体制がスタートしまし

た。 

 新病院は医療法の特例を利用し、民間病院との再編を実現しました。経営形

態の在り方としては、前段で述べた、非公務員が最も望ましいとなりましたが、

選択をしてからはメリットがクローズアップされています。 

 経営形態を変える、という選択が、今の江別市立病院にとってどのような利

点になるかが判断の一つにならざるをえないところまで来ています。 

 単に一つの総合病院の存続という課題ではなく、江別市全体で地域医療をど

う守るかが検討項目の大半を占めます。医師数の確保は、桑名市の成功例の大

学病院との連携が図られないかぎり解決策は見当たりません。 

 多くの課題を抱える公立病院の存続、市民にとっての病院がどうあるべきか、

今回の成功例を視察させていただいたことは、大きな指針となりました。経営

形態の見直し、そして市内民間病院との医療連携、深く考えて参ります。 

   



 


