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経営分析学習会 第Ⅱ講義 

平成１７年７月１０日（日） 

労働組合からみた健康生協の経営分析パートⅢ 

―新しい挑戦をどう成功させるのかー 
高知県医労連書記長・日本医労連中央執行委員 

田口  朝光 

 

はじめに 
 

お待たせしました。今から、現在の徳島健生協の経営状況、それと、労働組合はそれにどう対

処して、これまでのコースをより実践的に完結をしていくか、そういうヒントになるようなお話

にできればということではじめたいと思います。 

題名は、「新しい挑戦をどう成功させるのか」ということです。今回の健生協労組の取り組み

というのは、全国的にも大変新しい、ほかの組合でやっていない取り組みですので、そういう点

でこういう題名をつけさせていただきました。 

試行錯誤は、新たな挑戦にはつきもの 

この挑戦の特徴。新しい挑戦には試行錯誤がつきもの

だということです。後でお話するように、（徳島健康生

協の）経営再建というのは、利益は上がっていますけれ

ども、構造改革自体はまだできていない。そういう点で

大変道のりは遠いんだろうと思います。さらに、それを

反映して、この間の投票結果も、労組を２分するような

結果になっているわけですから、労組自体としても大変

困難な事態も予想される。しかし、この挑戦をやらないと、道は開けていかないだろうと思いま

す。 

「脱皮しない蛇は死ぬ」、「流れない川はよどむ」、「出ない釘は腐る」ということが言われ

ますが、やはり新たな飛躍を作り出していくためには絶えず挑戦しないといけない。それどころ

か、現状を維持するためにも挑戦をしないと現状さえ維持できない。試行錯誤を恐れていてはダ

メだ、これが第一。 

どのような情勢認識、歴史認識を持つのかが運動の基本 

それはなぜかというと、やはり情勢が大きく変化しているということです。情勢が根本的に変

化したときには、組合の対応も根本的に変えないといけない。小手先の流れの変化だけであれば、

小手先の対応の修正でいいわけですけれども、やはり今の時代というのは情勢自体が大きく動い

ている。だから、私たちの運動の基本にあるべきものは、どういうふうな情勢にあるのかという

情勢認識です。大きく言えば、どういう歴史の流れのどの位置に自分たちがいるのかという歴史

新たなこの挑戦の特徴

①新しい挑戦に試行錯誤はつきもの

経営再建道遠し。投票結果に見る意見の２分状況。

②労組が時代に取り残されないためには必然
的な挑戦

・労組のパラダイムシフト。企業内の配分交渉の限界。

・非営利・協同体における民主主義の実質化。

・産別的な意義のある挑戦
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認識です。情勢自体が大変大きく動いている。従って、それに対応するような労働組合づくりや

運動をしていく必要があるんだということ。労働組合が、時代に取り残されないためには必然的

な挑戦だということ、それが二番目です。 

労働組合にも求められるパラダイムシフト 

労働組合も従来型の団交中心の労使対決型の運動ではなしに、労組のあり方自体をパラダイム

シフトしていく、理念の変換をしていく、そういうものが必要となっていると思います。経営体

の方は、日々の競争環境の中で行動の方針を出しているわけです。利益獲得という制約はありま

すが、競走が自己改革を強制するという側面を持っています。ところが、労働組合にはそういう

環境が弱い。従って、労働組合の場合には時代の流れをきちっと受け止め、意識的に自己変革を

試みることが必要になってきます。 

経営参加型、合意協力型運動の本格的な実践へ 

こういう中で、やはり民主主義を現実化していく。より実のあるものにしていく、そういう挑

戦であるというふうに思います。この種の運動というのは、去年、医療研の第２０分科会で「病

院政策」の分科会を私、担当しましたけれども、そこで、経営参加とか合意協力型の運動につい

てのシンポジウムをやりました。長野の厚生連労組であるとか新潟の厚生連労組、こういうとこ

ろでは先駆的にやっているわけですけれども、民医連の労組では、ここの徳島の健生協労組が初

めての試みではないかなと思います。経営が破綻して、今までいわゆる戦闘的な運動形態だった

ものが、一路経営再建に協力する、一気に右に路線転換をしてしまう、そういうパターンはあり

ましたが、「前倒産状態」･･･このとらえ方自体がいろいろ見方はありますが、そういう段階にお

いて労使で再建を果たしていく、そういう点では大変新しい試みですので、産別としても、これ

からの医労連の将来的なあり方を左右するような、大変全国的にも意義のある挑戦になるという

ふうに個人的には思います。こういう位置づけを私自身はしています。 

話の構成－１．構造転換は出来ているのか ２．問題の核心は何か ３．労組の経営参加の視点 

きょうの話の中身ですけれども、１つは構造転換は踏み出されたのかということで、０４年度

の決算書を見ていきます。ここは、午後からの話と大体ダブるとは思いますので、手短にやりた

いと思います。 

その次に、何が問題なのか、停滞の主要な要因は何なのか、そこを解明して対策、こういう方

法で考えていったらいいんではないかというと点まで提起できればと思います。閉塞感の原因と

対策としての理念の再構築、将来構想の見直しなどについて見ていきます。 

３番目が労組の経営参加の視点ということで、戦術としての経営参加だけではなしに、さっき

言ったように「労組のあり方自体」が根本的に問われている。だから、その労組のあり方を根本

的に変えるような、そういう意味を経営参加自体は持っているんではないかということについて

触れます。 

あと、非営利・協同と労働組合の進化、労組員の自己改革。従来型の教育で組合を教育してい

るわけですから、新たな転換を行おうと思ったら、その反発は当然あるわけです。それが２分す

るような投票結果になっているんだと思いますけれども、やはりそういう中で、労組員の自覚で

あるとか教育の中身とか、そういうこと自体を変革していく必要があるんではないか、こういう

ことについてお話をしたいと思います。 
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１．構造転換は出来ているのか 
 

１）法人全体の分析 

減収増益のパターン－２年間限定の人件費減による 

まず、第１の点です。結論から言うと、構造転換は踏

み出されていない。減収増益のパターンである。これは

さっき畑さんが言われました。増益の原因は費用減、中

心は人件費だと。人件費減は０４年度と０５年度の特別

措置である。だから、構造的なものではない。 

この費用減がずっと続くということであれば、これは

構造転換です。費用、その中の人件費が減るわけですか

ら、これがずっと続くんであれば、構造転換なんです。ところが、２年間だけですから。０６年

度は一時金が年間４カ月に戻るわけでしょう。また人件費がぐっと増えるわけです。だから、費

用減というのは特別措置であり、限定的なものであって構造転換ではありません。 

収益増の構造、これなしには構造転換とは言えないんですけれども、これができていないとい

うことです。むしろ収益の方は減っているわけですから、ここが大変問題です。 

医業は減収している。介護の方は多少伸びているけれども、医業の減収を補うほどの収益の伸

びにはなっていないということですね。だから、民医連全体で介護へのシフトをやっていますけ

れども、医療の減をカバーするような収益増の構造はつくれていない。 

経営比較の２つの方法－経年比較と類似病院比較 

資料１が、総利益の状況を経年的に見たものです。経営分析するときに方法が大まかに言って

２つあります。経年的に比較するということですね。ここでは１９９９年度から２００４年度を

比較していますけれども、徳島健生協の経営がどういうふうに流れていったのかという比較です。

あと１つは、他病院、あるいは類似の経営体と比較するという、この２通りがあります。これら

の比較で、どういう流れで現在のような経営の到達になっているのか、他との比較でどういう特

徴を持っているのかがわかります。過去の原因分析でわかることです。 

収益の右肩下がりの傾向－０５年度は予

算段階から 

資料１を見ていただいたらわかるよう

に、左の棒が収益です。右の棒が費用です。

収益の棒の方が高ければ黒字だというこ

とですね。ずっと右肩下がりになっていま

すよね。本来は右肩上がりになれば一番理

想的なわけですけれども、右肩下がりにな

っている。 

その中で、費用の減よりも収益の減の方

結 論

・構造転換は踏み出されていない。

・減収増益のパターン。

・増益の原因は、費用減。中心は人件費

・人件費減は、04年度、05年度の特別措
置。構造的なものではない。

・増収構造が作られていない。

医業は減収、介護収益の伸びは、収益
構造を変え得る伸びではない。

資料１　　　法人・収支分析
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が大きいですから、経営収支は悪くなってきているわけです。 

０４年度も０３年度より収益は下がっている。しかし、費用の方がそれ以上に大きく下がった

ので、黒字になって収支構造が改善したということですね。一番右が０５年度の予算です。問題

なのは、収益増の方向になっていればいいんですけれども、予算の段階で既に収益減になってい

るということです。ここは大変深刻な状況ということです。 

次に収益と費用に分けて見ていきます。まず、収益です。 

収益分析－入院中心に医業収益減・介護

収益が増加するも追いつかず 

資料２で事業収益が、ずっと右肩下がり

になっている。この主要な要因は何なのか

ということなんですけれども、入院収益が

ずっと下がってきている。また、外来収益

も下がってきているということですね、法

人全体で言えばね。 

介護収益はたしかに伸びているんだけ

れども、入院と外来の収益の落ち込みを補

うだけの収益増にはなっていない。それで、

医業収益が下がって全体の事業収益も下

がっているということになっています。 

費用分析－人件費を中心とした費用減 

次に費用です。費用の方も下がっている

んです。資料３で分るとおり費用が下がっ

ています。しかし、その大きな要因は人件

費だということです。人件費の０４年度、

０５年度の特別措置によって下がってい

るということです。人件費比率は皆さん御

存じのように、「人件費÷事業収益」です。

資料４で見ると２０００年度から２００

３年度は、人件費の総額は余り変わってい

ないわけです。人件費の総額は変わってい

ないけれども、人件費比率はずっと右肩上

がりになっています。その主要な要因は事

業収益が下がったということです。だから、

決して人件費総額が上がって人件費比率

が上がったわけじゃない。問題なのは、事

業収益の右肩下がり、減が問題だというこ

とです。 

 

資料２　　法人・収益分析

-28.0

-23.0

-18.0

-13.0

-8.0

-3.0

2.0

7.0

12.0

17.0

19
99
年
度

20
00
年
度

20
01
年
度

20
02
年
度

20
03
年
度

20
04
年
度

20
05
年
度
予
算

事業収益
増加率
医業収益
増加率
　入院収
益増加率
　外来収
益増加率
介護収益

＊構成比で修正

資料３　　法人・費用分析
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資料４　　法人・人件費比率増加要因分析
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堅実な財務状況 

資料５が、貸借対照表です。各グラフの左側が、さっき畑さんの説明にあったように、資産の

状況をあらわしています。 

各グラフの右側が負債の状況です。右というのは、資金をどういうふうに調達したかというこ

と、即ち借金によって調達したのか、自己資本によって調達したのかとうことです。左側、それ

が現実に資産が現金としてあるのか、建物、固定資産としてあるのかということをあらわしてい

ます。右の一番上が、１年以内に返さないといけない負債です。借金ですね。左の一番上が現金・

預金、すぐ現金・預金になるもの。これらの比率によって短期の資金繰りの良し悪しが分ります。

右の短期の借入れより左の現金・預金が大きいですよね。だから、資金繰り的にはまずまずなん

です。この中身としては、現金・預金、それと、２カ月分の診療報酬があります。診療報酬は、

確実に入ってきます。だから、２０００年の３月３１日時点においてもそう悪くないわけです。 

資料５ 財務状況の推移①

２０００年３月３１日貸借対照表
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流動資産／負債 1,634,199 766,411

固定資産／負債 2,002,352 1,824,763

　　／退職引当 493,338

繰延／自己資本 11,869 869,619

欠損金／剰余金 305,711 0

1 2

２００４年３月３１日貸借対照表
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流動資産／負債 1,401,745 642,527

固定資産／負債 2,362,924 2,043,029

　　　／退職手当 1,075,964

繰延／自己資本 887 973,809

欠損金／剰余金 969,773 0

1 2
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２０００年３月３１日貸借対照表

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

流動資産／負債 1,634,199 766,411

固定資産／負債 2,002,352 2,318,101

繰延／自己資本 11,869 869,619

欠損金／剰余金 305,711 0

1 2

２００４年３月３１日貸借対照表

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

流動資産／負債 1,401,745 642,527

固定資産／負債 2,362,924 3,118,993

繰延／自己資本 887 973,809

欠損金／剰余金 969,773 0

1 2

債務超
過寸前

２００４年３月末の財務悪化は、退職給与の引当増による 

右上の図が２００４年の３月３１日末、２００３年度の分ですね。固定負債の方が急に増えて

いるでしょう、増えていますよね。左が資産で右が負債ですが、ほぼ同じになっている。債務超

過寸前になっているんですよ。債務超過にはなっていないけれども。返さないといけない負債と

資産が同レベルですから。だから、この状態をもって前倒産状態というふうな位置づけをしてい

るわけです。 

ところが、この負債の中身が問題なんです。２０００年の３月３１日時点の固定負債がありま
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すね。１年を超える長期の借金、例えば家を建てて２０年、３０年のローンを組みますよね。そ

ういう負債ですけれども。この負債の中に退職給与の引当がある訳です。その退職給与の引当を

色分けしたのが下の２つのグラフです。 

退職給与の引当は、２０００年３月末の時点では、４０％目標だったんだけれども、これに対

して２億６千万円の積み立て不足があった。ところが、２００３年度の末、２００４年３月３１

日時点、これが４８％目標なんです。これを全部積み増ししたんですね。入れたわけですよ。だ

から、固定負債が膨らんで前倒産状態になった。 

短期の資金繰りはまずまず－不渡り倒産の状況ではない 

短期の資金繰りの状況を見ると、２０００年３月末と比べて２００４年３月末の短期の負債は

減っているでしょう。減っていますよね。だから、むしろ短期の資金繰りはよくなっているんで

す。倒産のパターンというのは、短期の資金繰りに行き詰まり、支払ができずに銀行の取り引き

停止になって潰れるわけでしょう。２回不渡りを出したら取り引き停止になりますからね。だか

ら、そういう意味の取り引き停止寸前ということじゃないわけですよ。だから、今まで充分には

積み立てていなかった退職給与の引き当てを、民医連の会計基準に沿って全額負債に組み入れた

ということによって前倒産状態が出てきたということです。だから、この評価についていろいろ

あります。私は、「前倒産状態という位置づけはどうなのかな？」という疑問をもっています。 

民医連の会計基準に沿って退職給与を積み増し 

２００４年３月３１日、２００５年３月３１日、貸借対照表がどういうふうに変化したかとい

資料６ 財務状況の推移②
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うことですが、資料６を見てもらったら、さらに、長・短の負債が、減っています。短期の借り

入れも長期の借り入れも減らしています。返しているんです。だから、財務（諸表）的にはすご

くよくなっているんです。左側の一番下が累積債務ですけれども、累積債務の方も圧縮してきて

います。右側のしたから２番目が、退職給与の積み立て、これは５０％まで到達しているという

ことですから、財務的には大変この間も良くなっていると言えます。民医連の会計基準に沿って

順調に退職給与の積み立てをしてきているというのが現実だということです。 

キャッシュフローで分る法人の収益状況と投資動向 

資料７はキャッシュフローをグラフ化したものです。太い実線が事業のキャッシュフローです

が、これがプラスということは、法人の中にキャッシュがたまってきているということです。だ

から、この線がプラスに行けば行くほど、法人の収益力が高まっているということです。２００

１年度は４億円ぐらいあったものが、２００３年度はマイナスになっている。だから、事業活動

によって、法人の中に現金等価物が入ってくるどころか、むしろ出ていく方が多かったわけです。

２００４年度はこれがまた回復していますから、いい状況にあるということです。 

資料７　　キャッシュフローの変化
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細い実線が投資活動のキャッシュフローですから、これがマイナスになればなるほど旺盛に投資

活動をしているということなんです。なぜなら、投資をするということは法人から現金等価物が

出て行くということですから。２００３年度はかなり投資していますよね。 

点線が財務のキャッシュフローです。これがプラスに行けば行くほど借り入れをしているとい

うことです。借り入れをして法人の中に現金等価物を取り込んだということです。なぜ２００３

年度に借り入れが増えているかというと、６億円近く投資をしたでしょう。投資をしたんだけれ
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ども、事業活動によるキャッシュがなかったものだから、これを借金でまかなったということで

す。だから、投資キャッシュフローが谷になり、財務キャッシュフローが山になっています。投

資による資金不足を補うために借り入れをして法人の中に現金等価物を取り入れた。これでバラ

ンスをとったということです。 

２００１年度を見ると、事業キャッシュフローがたくさんありますよね。ところが、投資をし

ていない。だから、財務のキャッシュフローで借金を返したということです。マイナスというこ

とは借金を返したということですからね。こういう関係にあるということです。２００４年度も

事業キャッシュフローがかなりあって投資があんまりないでしょう。だから、その分、同じよう

に借金を返した。だから、財務体質にしたら強固になってきたわけです。そういう流れになって

いるということです。 

「人件費減で収支改善」を損益分岐点分析で見る 

次に損益の分岐点分析です。資料８は、２００３年度と２００４年度を示しています。どうい

うふうになっているかというと、水平な横棒が固定費用です。これを、両者で比較すれば一目瞭

然です。固定費用の線が２００４年度は下がっているでしょう。これは何故下がったかというと、

人件費が下がったからです。人件費は固定費用ですから。だから、一時金を引き下げた分だけ下

がったということですね。 

資料８ 損益分岐点の推移

損益分岐点分析図①（2004年度）
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問題なのは、事業収益、法人の収益ですね。大きな四角が事業収益、これ自体は変わっていない

んですよ。むしろ下がっているんですけれども、２００４年度は損益分岐点が事業収益より下が

って（左に来て）いますから、黒字になっているんです。２００３年度の方は、事業収益よりも
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損益分岐点の方が右にありますから、これは赤字なんです。なぜ２００４年度は損益分岐点が左

に移動したかというと、固定費用が人件費の減で下がったため、全体としての総費用が低くなっ

たんです。２００３年度の総費用線の傾きの方が角度が急でしょう。２００４年度の方が緩くな

っている。その分、損益分岐点が下がってきたわけです。左に寄ってきた（＝より少ない収益で

採算が合うようになった）。だから、黒字になっているわけですね。ここでも別の表現をしてい

るんですけれども、要は、人件費の減によって黒字になったということを、損益分岐点を使って

説明しています。 

収益・費用構造からも構造転換が出来ていないことが浮き彫りに 

資料９が、収益と費用構造の転換

ができているのかどうかというのを

見たものです。左のグラフの下の方

が介護事業ですね。これは、若干伸

びているでしょう。伸びていますよ

ね。介護の居宅、介護の施設、若干

伸びている。その上が医療の入院、

医療の外来、保険医療活動。構造的

には収入の方は変わっていないです。

変わっていないどころか、医療の収

益の方が落ちているでしょう。だか

ら、全然増収構造には転化していな

いわけです。 

そしたら、費用の方はどうなのかということですけれども（右のグラフ）、材料費は下がって

いるんです。しかし、材料費が下がるということは、医療の中身自体が下がってレベルが下がっ

てきているということですよね。高度の医療をやったら当然材料費の比率は上がってきますから。 

あと、経費は大体同じですけれども、問題なのは、人件費だけが減っているということです。だ

から、費用構造としても転換ができていないんです。最初に言ったようにこの人件費の減がずっ

と続くのであれば、これは構造転換です。しかし、来年度、２００６年度は上がるわけですから、

構造転換ではないということです。こちらの経費の方が劇的に減るようであれば構造転換でしょ

うけれども、しかし、そういうことではないわけで

すから、構造転換のためには、収益構造が増収体制

に構造転換しないことにはだめだということです。 

０４年度決算を予算との比較で見る 

次に、０４年度の決算を０４年度の予算との比較

で見てみます。 

０４年度の事業計画と０４年度の実績がどうい

う状態になっているのかというのを見たのが資料

１０です。事業収益は計画よりも実績の方が若干下

がっています。ところが、費用の方は、計画よりも

資料９ 収益・費用構造の変化
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資料10 予算比で見る０４年度決算①
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もっと減ったわけですね。だから、事業計画より

も利益が上がったということです。 

ここでも収益が上がったんじゃなしに、費用が

予想以上に下がったということが原因だというこ

とです。だから、今ずっと見てきているのは、構

造転換ができていないということをさまざまな角

度から見ているだけですので、くどいようですけ

れども、そういうことを言っているわけです。こ

れをずっと見ていったら、だんだん落ち込んでく

るんですけれども。 

収益の計画比 

資料１１が法人全体の収益を取り出して同じよ

うに分析したものです。外来収益は、計画よりも

少なかった。入院にしても計画よりも少なかった

ということです。当然、医療収益全体が、計画し

ていたものよりも実績があがらなかったというこ

とです。 

費用の計画比 

資料１２のグラフが費用です。材料費はあまり

変わっていないんですが、人件費のところ、人件費はこれぐらい減るというふうに予算を計画し

ていたんだけれども予想以上に減ったということですね。減価償却費も少なくなっていますね。

そういうことで、事業費の全体が計画よりもさらに少なかったために、利益が計画よりも上がっ

たということです。 

事業所別構成で見る－生協病院の比重は大きいが、問題点は全体に及んでいる 

次に、法人全体を事業所別構成で見て行きます（資料１３）。２００４年度時点で法人全体の

収益が４１億円、健生病院が２５億ですね。健生病院の収益の比率が全体として６１％。２００

０年度の時点では、健生病院の

収益全体に対する収益率は６

３％でした。法人全体では前年

比で８,５００万円増収になっ

た。その内、健生病院が５,３

００万円増収があった。増収の

うちの６２％ですから、収益比

率と同じぐらいの増収を果た

したということでバランスが

とれていますよね。当時は右肩

上がりだったわけです。 

２００１年度はどうなのか

資料１２ 予算比で見る０４年度決算③
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資料１１ 予算比で見る０４年度決算②
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資料１３ 収益の推移に占める健生病院の割合
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といったら、法人全体で１億４,７００万円収益が減ったわけです。健生は、何と２億５００万円

ですから、１３９％。だから、この時点においては、法人全体の問題というよりも健生病院の問

題ですよね。法人全体の収益の落ち込みの１３９％落ち込んでいるわけですから。だから、健生

病院対策を取ったら法人全体の対策になり得たわけです。 

それが、２００２年度も同じぐらいですよね。９,６００万円、法人全体で収益が減った。健生

は９,１００万円、９５％ですから。この時点でも健生病院対策をやっていればよかった。 

ところが、２００３年度と２００４年度は若干違ってきた。というのは、法人全体で２億１,

５００万円減ったんだけれども、健生は７,７００万円、これは３６％です。２００４年度は１億

７００万円減って、そのうちの６,６００万円、６２.５％、それ相当ですから。だから、健生病

院の対策をとる必要もあるし、法人の他の院所施設、そこの対策も必要になってきている。だか

ら、法人全体の問題、そういう状況になっている。だから、健生病院は、収益の約６割を依然と

して占めているが、しかし、収益減は、法人全体に及んでいるということです。まず、ここをつ

かんでおいていただきたいと思います。 

 

２）健生病院の分析 

次に、健生病院の経営状況です（資料１４～２０）。

ここに３点挙げています。法人同様、減収増益。原因

も人件費の減。収益減は入院収益の減が大きい。入院

収益の減は、患者数減というよりも、日当円の落ち込

みが大きい。平均在院日数の長さ。これが長く

なったのは、療養型を入れたからですよね。療

養型を入れたので、日当円も全体として下がっ

たわけです。 

健生病院内、法人内の機能分化の不十分さ 

しかし、それに見合うだけの人員体制の変化

が出てきていない。労組の立場からは言いにく

い点ですが、経営収支の立場から言えば、人員

体制、人件費の構造自体がそういう体制になっ

ていないということです。 

さらなる健生病院内の分化が必要なのか、急

性期から一般病棟までの平均在院日数が長い。法

人としては石井病院を持っているわけでしょう、

療養型を。だから、法人内の分化、健生病院内の

分化、そういうことも課題になってきている。大

変中途半端な状況になっているのではないかと

いうことです。外来収益の方は、日当円は伸びて

いるんだけれども外来の患者数が減少している。

結 論

①法人同様減収増益。原因も同じ。

②収益減は、入院収益減が大きい。

入院収益減は、患者数減というより、日当円
の落ち込みが大きな要因。平均在院日数の
長さ。更なる院内分化か法人内分化か？

③外来収益は、日当円の伸びはあるが、患者
数減をカバーできていない

→ 要因分析が必要

資料１５　　病院・収益分析
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資料１４　　健生病院・収支分析
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これは要因分析が必要です（科別の動向、通院

回数、紹介率等）。 

外来患者数の少なさ 

他病院との比較で言えば、ベッド数からみた

外来患者数というのは大変少ない。ほかのとこ

ろはベッド数の２倍、３倍ぐらいあるところも

ありますけれども、健生ではベッド数に若干毛

が生えたぐらいの外来患者数しかないわけです

から、外来患者数の少なさというのが問題です。 

入院の減収大－療養型導入で利用率は上がったが、単価減で収益減に 

資料１５を見てもらったらわかると思いますが、さっきと同じような状況です。法人全体とほ

ぼ同じ傾向です。収益の方も、入院の減の方が

大きいですよね。外来の患者数の問題もありま

すけれども、やはり入院の減が全体の医業収益

の減につながる、入院の減収の与える影響が大

きいと思います（資料１６）。 

平均在院日は、療養型を入れたのでぐっと伸

びたわけです(資料１７)。だから、ベッドの利

用率もこれに応じて大変高くはなっていますけ

れども、問題は、日当円の伸びが問題だという

ことです。だから、確かに療養型を入れたこと

によって、ベッドの利用率は上がったわけです。

しかし、それが収益の増につながっていないと

いうことです。  

 外来収益の方は日当円も上がっているんです

ね（資料１８）。日当円は上がっているけれど

も、患者数がずっと下がっているんで、収益が

全体が大分落ち込んでいる。 

次に費用を見て見ます（資料１９）。 

職員数の動きをベッド対比と実の職員数で表

していますけれども（資料２０）、大体２００

４年度は減っていますよね。患者１００人対の

職員数、実数が減った分だけこれも減っている

ということです。 

他病院との比較で見る経営状況 

資料２１が、他病院との比較です。 

高松平和病院は１６０床、徳島健生病院が１

９０床です。同等病院と比較した。一番右が、

資料１６　　健生病院・入院収益分析
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資料１８　　健生病院・外来収益分析
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資料１９　 健生病院・費用分析
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民医連全体の１００床から１９９床の平均値で

す。その指標を載せてあります。ここで、さっ

き言ったように、入院患者１００対外来患者数、

これが１２４.２％ですから、１００床あったと

したら、外来患者数が１２４人しかない。民医

連の全国平均１６５ですから、少ないですよね。

高松平和病院の場合は２１７ですから、ベッド

の２倍以上の外来患者がいるということです。 

患者単価の低さ 

日当円が低いということですね。外来日当円の低さ。入院日当円も全国平均よりも低くなって

います。高松平和病院は急性期指向ですから、３万２千円なにがしということですね。ちなみに、

後で出てくる高知の近森病院というのは地域支援病院として５万円以上になるんですから、低い

ことがわかります。 

外来については、外来の日

当円も７,３００円。全国平

均が７,３７６円ですから、

これよりも低い。高松平和病

院は９,５９９円ですから、

ここの日当円の低さという

のがわかると思います（院外

処方の実施の有無を考慮す

る必要がありますが）。 

職員数に比べ患者数が少な

い－職員１人当り収益の低さ

に 

患者１００人対職員数、こ

れは多いんですよ。多いんだけ

れども、多いというよりも、職

員数に比べて患者数が少ない

と言った方がいいかもしれな

い。だから、患者数の増が必要

です。特に外来患者数の増、そ

れをどう確保していくのかと

いう対策が必要です。職員１人

当たりの収益が低くなるのは

当然ですよね。そういういうふ

うになっていると思います。 

次に、１００床当たりで見た

資料２０　　健生病院・職員数指標の推移
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資料22 同規模病院との比較（03年度）②
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100床当り
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資料２１ 同規模病院との比較（03年度）①
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健生病院の損益の状況です（資

料２２）。１つは、１００床当

たりは高いということです。１

００床当たりの収益を見たら、

これは１3億円ですね。全国平

均が１２億円。高松は１７億円。

１００床当たりは高くなって

いる。１００床当たりは高いん

だけれども、さっき見たように、

職員１人当たりの収益は低い

でしょう。ということはどうい

うことかというと、１００床当

たりの人員が多いということ

ですよ、ほかの病院から比べた

ら。だから、１００床当たりで比べたら収益力はあるんだけれども、１００床当たりの人員が多

いので職員１人当たりの収益というのは少なくなっているというのが現実だということです。 

資産での他病院比較－少ない１００床当り資産 

次に資産の状況です（資料２３）。１００床当たりの資産。これは極端に低いんですよ。少な

い固定資産となっている。１００床当たり、民医連の平均。民医連全体がほかの法人から比べた

ら小投資なんですよ。公的医療機関、民間から、普通の医師会の医療法人と比べても低いんだけ

れども、その中でも健生は固定資産の投資が低い。施設が老朽化しているということもあるんで

しょうけれども。だから、全国平均が１３億円、こちらは８億９,８００万円ですからね。固定資

産が大変低い。ということは、医療機器などへの投資も低いことになる。それが医療の質に反映

しているということもあると思います。ところが、退職給与の引き当ては多いということですね。

多いんだけれども、負債自体は少ないということです。そういう特徴を持っている。これまでが、

法人全体の特徴。その中の健生病院の特徴を見てきました。 

 

 

２．問題の核心は何なのか 
 

１）閉塞感の震源は何か 

財務の改善があって再建なし 

次のテーマですけれども、何が問題なのかということ

です。 

財務の改善があって再建なしと。さっきも言ったよう

に、財務の状況はすごく改善しているんです。優良企業

第２のテーマ

何が問題か
－停滞の主要因の解明と対策

１）閉塞感の震源は何か

２）非営利・協同は展望を与えるのか

３）理念中心の経営めざして

４）将来構想見直しの視点

資料23 同規模法人との比較（03年度）
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になってきているんです。ところが、皆さん方、それが肌に感じて健生病院がよくなってきてい

るなという実感はどうですか。あまりないでしょう。再建がないからなんです。「財務の改善あ

って再建なし」じゃないか。展望のなさ。これが不安感、閉塞感を生んでいる。 

徳島健生協の目標については、事業計画を作っていますよね。その中にも閉塞感のことが書か

れてあるんです。そこが問題なんです。 

「全般的危機」論による形式的な情勢認識と叱咤激励 

全般的危機論と情勢の厳しさ論との存在ということ

は何かというと、・・・労働組合の情勢分析というのは、

体制の方が危機に陥っているという情勢分析なんです。

小泉さんが出てくる。小泉さんはどういう政策をとった

かというと、新自由主義の政策です。規制緩和をして競

争を通じて民間に活力を付けて景気を良くしていこう

としている。これをどういうふうに私たちが批判してき

たかというと、「自民党政治がいよいよ行き詰まってき

た現われだ」という分析をするわけです。 

これは確かにそうなんです。今までのやり方では通じないような情勢になってきたというのは

確かなんですけれども、これは情勢の一面なんです。自民党流にそれを乗り越えるために新自由

主義的な政策を打ち出してきたわけです。それは彼らなりの展望なんです。「これで乗り切って

いこう」と。だから、この二側面を正しく見ないと対応できないんです。 

攻撃の二面性を正しくとらえる必要性 

例えば、厚労省の方針にしても二側面がある。私たちは全面的に患者負担の増で改悪だと、そ

ういう一側面しか見ない傾向にある。ところが、官僚だって、患者の医療が悪くなるために仕事

をしているわけじゃないわけです。彼らだって自分の仕事に生きがいを持ってやっているわけで

す。日本の医療を引っ張っているという意識と誇りがあるわけです。いい方向に持っていこうと。

だから、機能分担、機能連携、そういう方向に持っていこうと。そのために診療報酬を操作して

いるんです。持続可能な社会保障を構築するために患者負担が必要だと思ってやっているわけで

す。二側面がある。だから、私たちから見たら改悪の側面と、彼らなりの展望をそれで切り開こ

うとしている側面とがある。ところが、私たちは、それを全般的な危機だと一面的なとらえ方を

している。あるいは、それは一路改悪だというとらえ方をしている。それじゃだめだと思う。 

このように体制側とその政策は危機に瀕している（国民要求との関係で行き詰っている）と言

いながら、その一方で、自分たちをめぐる情勢は厳しいというわけです。大変厳しい、失業率が

こうなって、賃上げ率がこうで、所得が下がって、自殺者数がどうなる、そういう厳しい側面を

指摘する。 

しかし、支配の構造、政策が危機に瀕しているということと、自分たちを取り巻く情勢が厳し

いという指摘、これは矛盾するでしょう。その矛盾した情勢認識が混在しているということです

から、私たち自身が情勢を正確にとらえていないということです。そういうことで正しい方針が

果たして出てくるのか、疑問です。 

そういう中で、ここから一挙に飛躍するわけです。厳しい情勢だからいよいよ自分たちの出番

何が問題か

・財務の改善あって再建なし

・展望のなさ 不安感、閉塞感

・理念と現実の乖離 二重人格的苦悩

→

→

理念と医療構想の再構築が必要

全般的危機論と情勢の厳しさ論との混在

出番論と叱咤、激励
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だ、○○の出番だ、△△の出番だと、そこで叱咤激励するわけです。大いにこの運動を広げてい

かなければいけないんだと。・・・ここから果たして展望が出てくるのかということです。・・・

正しい情勢を認識していないんだから、展望のある方針は出てこない。疲れが出てくる。 

二重人格的苦悩－理念と現実との乖離 

理念と現実との乖離（かいり）がある。これが二重人格的な苦悩を生み出しているんです。こ

んな大層な理念をみんなが抱えてなかったら、まだこんなに苦悩はしないです。それなりに、仕

事をしていたらいいわけだから。それが、すごく高い政治性を持って理念を掲げるものだから、

現実とのずれがひどくなるんですね。だから、その中で人間は揺れるんです。だから、こういう

状況になってきている。 

何が必要かといったら、理念と医療構想の再構築が必要だということです。この理念も、今提

示されている理念、民医連綱領であるとか医療生協の理念、それ自体を自分たちなりに、本当に

これが現実に適合しているのかどうか、そこ自体を掘り下げて見ていく必要があると思います。 

徳島健康生協では、医療構想自体も一応出されています。これは、よく練られて議論を何回も

重ねられているとは思いますが、そういう点でさらに労組にしても見直しを図っていく必要があ

るんではないか。これなしに展望は切り開けないと思います。 

民医連の強さ－企業理念と個人の目標との一致が、不一致に 

理念の危機という点では、民医連の強さというのは、企業理念と個人の生活目標とが一致して

いるところにあるんです。午後の根本さんの話には、そこが書いてあります。企業理念と個人の

生活目標とが一致する、それが民医連の宝であって、そこが活力なんだと。ところが、今、これ

が不一致になっているんではないか、ということです。 

経営主義への傾斜の一方で形骸化した理念の残存－亡霊化 

その原因というのは、理念はずっと掲げているんだけ

れども、経営主義へ傾斜している。理念自体を放棄して、

「今は厳しい情勢だから今までの理念ではやっていけ

ない」として、「経営第一の理念」にするんであれば、

まだ一致するわけですよ。 

さっきから言っていますが、こちらの理念は従来どお

り掲げながら、具体的な方針は経営主義の方針になって

くる。そこに現実と理念の乖離があるから、民医連の職

員としては、二重人格的な分裂状態になって、みんな不

安になってくる。つまり、経営主義の現実と理念の形骸化、亡霊化これが原因だということです。 

だから、理念のために我慢する団体となってしまう。理念によってモチベーションが上がって

展望が切り開かれて、自分のやりがいと民医連の目指しているものとが一致しているということ

で活力が出てくるというのが本来のあるべき姿なんですけれども、そうじゃなしに、理念だけが

形骸化して残っているものですから、それに基づいてやりなさいと、我慢しなさいという状況に

なっているということです。結局我慢の押しつけだということです。 

 

 

理念の危機

・企業理念、方針と個人の生活目標との不一致

経営主義への傾斜

理念の形骸化

⇒ 理念のために我慢する、頑張る

モティベーションでなくなっている＝我慢の押付け

・非営利・協同は展望を与えるのか
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２）非営利・協同はどういう展望を与えるのか 

そしたら、非営利・協同は新たな展望を与えるのかということなんです。 

非営利・協同については職場であまり議論されていないんではないでしょうか。充分には議論

されていないと思うんですけれども、唐突なように、１９９８年の全日本民医連第３３期総会、

続く第２回評議員会でこういう方針が出ました。「非営利・協同」というキーワードで。前田事

務局長の論文も出されました。この前田論文に沿って見ていきます。 

何故、いま非営利・協同なのか－前田事務局長論文に見る 

明確には書いていないんですけれども、なぜこういう

非営利・協同が出てきたのかということを、私なりに推

測すれば、新自由主義的な競争原理が強化されてきてい

るということですね。それに対して、やはり非営利性と

いうのが争点として求められているということが１つ

あると思います。あと１つは、２０００年度から介護保

険が実施された。ところが、介護の分野を見たら、非営

利・協同組織が割と活発に活動しているわけですね。社

会福祉法人だけじゃなしに。だから、こういう分野に進出していこうという土台として思想的な

バックボーンとして今非営利・協同を提案したと思います。 

あと１つは、社会主義体制の危機というか崩壊が挙げられている。普通、非営利・協同という

のは市場の失敗と国家の失敗とを存在理由にしているわけです。市場の失敗というものは、例え

ば公害問題などがありますよね。医療で言えば、もうからない地域には医療が不足している。こ

ういうのが市場の失敗なんです。国家の失敗というのは何かというと、福祉国家を、戦後ヨーロ

ッパを中心にして築いていくんだけれども、７０年代初頭から中盤にかけてスタグフレーション

になるでしょう。景気悪化と物価高が同時進行していくと。その中で、財政出動して景気をよく

しようとするんだけれども、それが効かない。それによってますます国家財政が悪くなっていく

と。そういうのを国家の失敗と言います。 

ところが、前田事務局長がその論文の中で言っているのは、国家の失敗の例として、社会主義

国の失敗を言っているわけです。社会主義国における官僚主義が経済的な不安とか体制の崩壊に

つながっているということを言っています。民医連綱領というのは社会変革の綱領なんです。だ

から、そういう点で、そういう綱領的立場の修正、「修正」とは彼らは言っていない、むしろ「発

展だ」と言っているんですけれども、そういうものが一定反映しているのかなと。これも私の推

測ですけれども。 

あと１つは、非営利・協同組織が世界的に広がっているということをその中で書いています。

世界でも日本でも広がっているということです。 

民医連綱領の立場というのは統一戦線の立場なんです。民主的な陣地を広げていって統一戦線

を構築して、日本全体を良い方向に変えていこうという考えです。この非営利・協同の立場とい

うのは、統一戦線というよりも市民運動なんです、どちらかと言うと。そういう国家セクターで

もない、営利セクターでもない、そういう非営利・協同の組織を大きくしていって、そことの連

なぜ、非営利・協同なのか？
1998．2.21第33期第2回評議員会方針、前田論文

・新自由主義的競争原理の強化⇔非営利性

・2000年の介護保険の実施。福祉分野での非
営利・協同組織の活動への注目

・社会主義体制の危機ー「国家の失敗」。市場、
国家でもない、第3セクターとしての非営利・
協同組織

・非営利・協同組織の広がり（世界でも日本で
も）ー新たな協同の可能性。「民医連が地域
の中でより開かれた組織に」（前田論文）
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帯で社会全体を良くしていこうということですね。日本ではそう広がっていないと思うんですけ

れども、ヨーロッパはもうこれがすごいです。スペインなどもそうですけれども、これが大変広

がってきている。こういうところに活路を見出そうしているんではなかろうかなと、これは私の

推測です。 

有田光雄氏の民主経営論の立場 

これに対して、有田さんは「それじゃだめだ」と全日

本民医連を批判しているわけです。有田さんは、集団的

所有、民主的協同所有、医療生協の所有形態はその一種

ですが－小さな出資金を出し合って資本を確保してい

る所有形態においては、搾取はないと言っています。な

ぜ採取がないかというと、資本家がいない。資本家がい

ないところでは賃労働はない。（賃労働とは何かという

と、雇う、雇われるという関係です。ですから雇う、雇

われるという関係がないところに賃労働はない、という論理です）賃労働がないところでは、搾

取はないと言っているんです。 

しかし、一方では、科学的な管理と民主的な運営が必要だとも言っている。特に、有田さんが

独特なのは、そういう民主経営の中には階級的・民主的な労働組合がないといけない、こういう

ことまで言っているんですね。 

ところが、有田さんが言っているのは、民主経営が堕落して、科学的な管理、民主的な運営が

できていなために堕落して、それから脱落していく、こういうことは認めているんです。認めて

いるんだけれども、この資本の集団的、民主的協同の形態さえとっておれば、これは民主経営だ

と位置づけしているんです。「所有形態決定」論とでもいうべきものです。 

しかし、そこから、科学的な管理と民主的な運営ができていない場合には堕落していくと、堕

落の過程しか認めていない。私が批判したのは、この所有形態は基礎であるかもしれないけれど

も、それをもって即民主経営とは言えない。必要なのは、この科学的な管理と民主的な運営なん

です。 

だから、民主経営になるのも１つの過程であると私は思っています。集団所有というのは、個

人的な所有と違って、民主的な運営をしていくための１つの大きな客観的な要素ですから、それ

は大切なんだけれども、それを現実化していくためには普段の努力が必要だと。科学的な管理と

民主的な運営、たゆまぬ努力があって、初めて民主（的）経営になるんだという立場で私は有田

さんの批判をしました。なお、それについては、有田さんがホームページで再批判をしています

から興味のある方は見てください。私のものは、高知県医労連のホームページに掲載しています。 

非営利・協同とは 

非営利・協同というのはどういう考え方かというと、利益を活動の目的にしない組織や運動の

ことです。アメリカでは、利益の非配分性として狭く解しています。出た利益の配分をする組織

は、非営利・協同とはみなされません。日本では、そういう狭い解釈ではなく、目的の非営利性

として広く解釈されています。この中には公益法人、宗教法人とか医労連の本部の財団もそうで

すけれども、あと、特定非営利組織、これは狭義のＮＰＯ、その他、労働組合もこの中に入れよ

有田氏の批判を基に

まず、有田氏の民主経営論
①「資本」の集団的・民主的協同所有
②民主的・科学的な羅針盤
・利潤第一主義ではない
・社会の民主的改革、経済民主主義の実現
・民主勢力との連帯を発展させる

③科学的な管理と民主的な運営
・経営・管理部門の科学的民主的なリーダーシップ
・財政・経理の公開
・運営の基本としての民主集中制

④階級的・民主的な労働組合
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うと思えば入れられないことはないですけれども、あと、

協同組合、共済。こういうものを全体として非営利・協

同組織という。その特徴として、開放性、自立性、民主

制、非営利性、こういうものが挙げられています。 

しかし、大きな特徴としては、営利が目的じゃなしに、

理念の実現が目的だということです。徳島健生病院が掲

げる理念の実現、それが本来の目的なんだということで

すね。それが非営利・協同の特徴だということです。 

有田氏の非営利・協同批判－左からの批判 

有田さんの批判の論点はどこにあるかというと、民主経営論から、民医連自体は非営利・協同

に変質しているという立場なんです。６１年綱領から離れていると。だから、これを６１年綱領

の方に戻さないといけない。言ってみれば、左の方か

ら批判しているわけですよね。所有論が欠如している

と。だから、有田さんの民主経営論の基礎には集団的

所有というのがありますから、非営利・協同というの

は所有概念というのがない。ということは階級の区別

がないと批判している。階級というのは、生産手段を

所有しているかいないかによって大別して資本家階級

と労働者階級に分かれているわけですね。非営利・協

同の担い手は一般勤労市民だと、市民主義に陥っているんだと批判している。変革のための統一

戦線も必要ないと言う「単なる仲良しクラブ」、そういう非営利・協同の横の協同によって日本

をよくしていこうとするのは、６１年綱領からの変質であり逸脱である、という批判をしている

わけです。 

右からの批判の必要性－問われる医療理念の優位性の確立、民主的運営、科学的管理の実質化 

私は、むしろ右からの批判をすべきと思います。全

日本民医連の６１年綱領と非営利・協同との区別とい

うのは、有田さんの言うとおりだと思う。私は、民医

連綱領というのは、時代に必ずしもそぐわないと。こ

れはあくまで私の私見ですよ。理念における政治の優

位性があります。医療の民主化といっても、医療の所

有形態の民主化、社会化のニュアンスがする。だから、

私的所有形態はだめだと。それを社会的な所有形態に

する必要がある、こういう色彩を強く感じるわけです。

私たちが医療の民主化と言うときに抱くイメージと全然違う考え方が根底にあるように思います。

政治の優位性ですから、医療理念がそれに包摂される。だから、高い政治性に医療理念が従属し、

医療理念と経営主義との二重人格的苦悩に現在陥っているということですね。 

有田氏の批判
民主経営論から非営利・協同論への転換を批判

・両論は別物。
前者は科学的社会主義に基づき（61年綱領路線のもと生
成･発展）、後者は科学的社会主義の修正を前提にしたもの。

・所有論の欠如⇒階級の区別の欠如⇒労働者
階級の不在。
非営利協同組織の担い手は「一般勤労市民」

・社会変革のための統一戦線への結集の無視
単なる仲良しクラブ的協同

私的見解

・有田氏の指摘には賛同。異質なものの接木。

ただし結論が違う。左ではなく右からの批判を！

・民医連綱領：理念における政治の優位性。医療の民
主化＝所有の社会化？医療理念の低位性。高い政
治性と経営方針の経営主義。陣地主義：統一戦線の
陣地、理念実現の陣地⇒手段（陣地の死守）が目標
に。理念と現実の乖離の増幅。

・医療理念の優位性の確立と民主的管理の深化

・新たな政治改革の展望を
※ヨーロッパにおいては、非営利・協同はコーポらティズム、社
民政党・労組連合と対応して展望を切り開いている。

非営利・協同

①構成

・非営利組織（利益の非分配制約）

公益法人等、特定非営利組織（狭義ＮＰＯ）

その他

・協同組合、共済

②特徴

開放性 自立性 民主性 非営利性

※営利ではなく、使命、理念の実現を目的とする
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その根底には何があるかというと、陣地主義がある。社会をよくしていくために統一戦線を結

成して広げていく。民医連というのは、その１つの大きな陣地なんです。陣地という考え方です

から、後退させたらだめだ、陣地はむしろ広げていかな

いといけないという考え方なんです。医療においても同

じですよね。医療においても、施設を展開していってい

る。これは、組合員の医療のニーズを実現していくため

の１つの陣地なんですけれども、だから、この陣地は死

守しないといけない。 

そしたら、どういうことが起きるかというと、目的と

手段の逆転が起きます。陣地というのは、手段でしょう。

徳島健生協の理念を実現するための１つの手段なんですよ。よい医療を提供する１つの手段だっ

たものが、陣地を守ること自体が１つの目的になってしまう。目的になっていって、それを守る

ために皆さん我慢しなさいとかということになっていくわけです。そういう目的と手段との逆転

が起きる。それで、理念と現実との乖離が起きているということです。 

そこで、どういうことが必要かというと、医療理念の優位性の確立。民主的運営、科学的管理、

そういうものの再構築というか、どうやってこれを実質的なものにしていくか、こういうことが

今問われていると思います。 

ヨーロッパにおけるコーポラティズムの伝統 

それと、日本における非営利・協同のちょっと弱いところというか、完結していないところは、

非営利・協同の背景にあるヨーロッパと日本の社会状況との違いです。ヨーロッパというのは、

コーポラティズムといって、社会統合というか、そういう社会的な合意形成の体制になっている

んです。だから、労働組合のナショナルセンターも経営者団体と交渉するでしょう。フランスで

言えば、その交渉した結果を法案化しないといけないというふうな社会システムになっているわ

けです。だから、３５時間労働制というのも、政府が打ち出したんじゃなしに、幾つかナショナ

ルセンターがありますけれども、ナショナルセンターと経営者団体とが交渉するわけです。労働

時間の交渉をして、そこで３５時間について合意をする。そしたら、政府がそれを法案化しない

といけないんです。こういうシステムなんです。そこで法案化して、その後、各企業の産業別の

団体であるとか職場団体で、それを具体的な協約にしていくんですね。日本と全然違うでしょう。

労使の政策決定の仕組みがあるんです。 

ヨーロッパにおける社民政党と労働組合ブロックでの政権獲得－日本における新たな政権展望 

それと同時に、社会民主党と労働組合とのブロックがあって政権をとっているわけですから、

だから、そういうヨーロッパにあるような政治体制抜きに、非営利・協同だけを持ち込んできて

も、日本においてはそうやすやすと展望は開けないんではないか。だから、それを完結するため

には、日本における政治展望が必要になってくる。どうやって日本の政治を変えていくのか、そ

ういう政権を実現するのか新たな展望が必要なわけです。統一戦線の理論から変換をした、そういう

ものが必要だということです。 

非営利・協同組織における民主主義の実質化の方向性 

民主的管理の深化ということで、「非営利・協同組織の経営」という本を、角瀬さんが川口さ

民主的管理の深化

・一般組合員による理事ら指導層の統制

・一般組合員の意思決定への関与

・民主的な組織文化とそれに適合したリーダー
シップ

（「非営利・協同組織の経営」角頼保雄・川口清史）
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んと一緒に書いているんですけれども、その中で言っているのは、一般組合員による理事、指導

者の統制、これが必要だと。統制ですよ。それと同時に、組合員の意思を決定に反映する。意思

決定に関与していく必要がある。民主的な組織運営、それに適合したリーダーシップ。これは組

織ですよね。 

組織を本当に動かしていくためには、企業行動がどうなっているのか、企業行動自体がやはり

民主的で、それを支えるだけのある一定高い文化水準に達していないとだめだと。そういう中で

初めて、そういうものを引っ張っていくリーダーがあらわれてくるということですね。 

健生協のリーダーがどうなのかというのは、皆さん判断したらいいと思いますけれども、これ

はリーダーの問題であると同時に、やはり健生協自体の組織風土というか、組織文化の問題でも

ある。組織文化が低いところでは、そんなに傑出した人はあらわれない。だから、組合員の問題

でもあるし、そういう視点で見ていく必要があるということです。 

スウェーデン社会民主党に学ぶ 

たとえば、スウェーデンの社会民主党は３段階民主主

義論ということを言っている、これはすごく立派です。

すごく、興味を引かれる。 

スウェーデンは、御存じのように、第２次世界大戦に

参戦していないんです。高度な福祉社会をつくっている

んですけれども、産業的にも大変高い産業社会です。あ

んまり知られていないですけれども。 

そういう中で、社会民主党が、一時期を除いてずっと

政権をとっています。社会民主党と労働組合がブロックを組んで、こういう政策をとってきたわ

けです。労働組合の組織率は９０数％です。政府じゃなしに労働組合自体が、健康保険の管理を

しているんです。だから、労働組合の組織率が大変高い。 

そのスウェーデンの社会民主党がどういうことを言っているかというと、政治的な民主主義、

これは政権をとるということですね。政治体制を民主的にしていく。社会的民主主義、これは思

想の自由とかそういうものですね。 

産業民主主義－人間疎外の克服、経営参加、資本の集団化など 

あと、産業の民主主義と言っている。この産業民主主義の中身が、これはまたすごく大切です。

１つは、職場の民主化、労働環境の改善、職場における人間性の回復。マルクスが言ったのはこ

れなんですよ。私的所有というのは人間疎外になっていく。搾取があるという側面と、人間本来

の豊かな労働自体が奪われていく。その中で人間の疎外が起こるという思想なんですけれども、

こういう人間性の回復というのを言っているわけですね。大変意味が深いですね。 

２番目が、企業の民主化。６７年に労使協議制、これは法制化しています。７３年には従業員

代表制。従業員代表が取締役会に参加するというのをつくったんです。７７年に協同決定法。決

定にまで参画していく。こういうふうなことを法制化しているんですね。 

さらに、この３番目がおもしろいのが、経済の民主化ということで、立法による企業の社会的

コントロール。８４年に従業員基金制度をつくったんです。これはどういうことかというと、利

益が出ますよね。例えば１億円の利益が出る。その１億円の中の、何％か忘れましたけれども、

スウェーデン社民党の「3段階民主主義」
①政治的民主主義 ②社会的民主主義 ③産業民主主義

産業民主主義の中身

①職場民主化：労働環境の改善、職場におけ
る人間性の回復

②企業民主化：67年労使協議制、73年従業員
代表の取締役会参加、77年協同決定法
③経済民主化：立法による企業の社会的コント
ロール。84年従業員基金制度（基金による株
式の取得）
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例えば１０％としますか、１億円だから１千万円を基金に積み立てする。その基金を何に使うか

というと、企業の株を買う資金にするわけです。だから、こういう、企業をコントロールするた

めには、資本自体を労働者が持たないとだめだという発想でやっているわけです。だから、有田

さんの言う資本の集団化につながっていくわけですね。 

企業の民主的統制の必要から資本の集団化へ 

だから、方向性が違うんですよ。資本の集団化から行く方向と、これは、経営自体の民主的な

統制から入っていくわけでしょう。民主的統制（コントロール）を完結していくためには、資本

の集団化にまで行かないといけない、という方向性なんです。 

私たちが考えないといけないのは、資本の集団所有という問題と、現実的なあらわれとして管

理運営がどうなっているのかということなんですね。ヨーロッパの社会民主党というのは、すご

く現実主義ですから、こっちの現実的な資本のあらわれ方、労働者の管理の仕方、そこを民主化

していこうというところから入っているということです。 

本来はそこが問題なんです。職場の管理運営が科学的で民主的になっているのかどうかが問題

なんです。それをするためには、やはり資本の集団化が必要だと、こういう方向なんですけれど

も、日本の場合は、どちらかと言うと、資本の集団化に重点を置くものだから、一挙に、それに

よって管理運営が民主化されるというふうな論理の飛躍がある。そこに現実と理念の乖離が生じ

ているのではないかということです。そういう点で、このスウェーデンの社民党の考え方に学ぶ

必要があるのではないかと痛感します。 

 

３）理念中心の経営をめざして 

次に、理念中心の経営という点です。 

資料にある徳島健生協の理念ですけれども、きのう畑

さんに見せたら、こんなもの初めて見ると言っていまし

た。これは健生病院の理念だそうです、本来は。それを

いつの間にか健生協の理念にしていると。 

近森会の理念－法人、トップの考えが明確 

おもしろいのが、資料にある高知の近森病院のそれで

す。私、この近森さんと直に話したこともあるんですけれども、読んでもらったら分るとおり、

理念がすごく明確です。「近森病院は、患者さんが尊厳ある人生を送ることができるよう適切な

医療サービスを提供する使命感があると考える。近森

会は、患者さん中心の医療を快適に受けられる場所で

なければならない。絶えず医療水準の向上に努め、ス

タッフが誇りと責任を持って働ける職場でなければな

らない」こんな理念を掲げている病院で働いてみたい

と思わないですか。いいでしょう、この理念。 

徳島健生協の理念に比べてどうですか。どっちがい

いと思われますか。運営方針、これ、「私たちは２４

徳島県生協の理念

★理 念

徳島健康生協は、患者さんとともに、安全・安心で信頼さ
れる医療を実践します。

★基本方針

Ⅰ．医療生協の『患者の権利章典』に基づき、患者さんの
人権を大切にする医療を目指します。

Ⅱ．地域の人々とともに、医療・福祉・介護のネットワークづ
くりを進めます。

Ⅲ．医学・医療の学習をすすめ、医療・介護・接遇の向上に
努めます。

近森会の理念
理 念

1.近森病院は、患者さんが尊厳ある人生を送ることができるよう、適切な医
療サービスを提供する使命があると考えています

2.近森会は、患者さん中心の医療を、快適に受けられる場所でなければなら
ないと考えています。

3.近森会は、たえず医療水準の向上に努め、スタッフが誇りと責任をもって
働ける職場でなければならないと考えています。

運営方針

1.わたしたちは、24時間365日いつでも、よりよい医療の提供を目指します。

2.わたしたちは、急性期からリハビリテーション、在宅まで一貫した医療を提
供しています。

3.わたしたちは、患者さんと接するすべてのスタッフがそれぞれの専門性を
発揮し、チーム医療を行っています。

4.わたしたちは、他の医療機関や施設との連携により、豊かな地域医療の
推進を目指しています。

5.わたしたちは、医療人として豊かな人間性を育てると共に、専門知識の修
得や技術の向上に努めています。
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時間、３６５日、いつでもよりよい医療の提供を目指し

ます。私たちは、急性期からリハビリテーション、在宅

まで一貫した医療の提供を目指します。私たちは、患者

さんと接するすべてのスタッフがそれぞれの専門性を

発揮し、チーム医療を行っていきます。私たちは、他の

医療機関や施設との連携により、豊かな地域医療の推進

を目指します。医療人として豊かな人間性を育てるとと

もに、専門知識の習得や技術の向上に努めます」。これ

は、近森会が目指す具体的な医療方針でしょう。明確に

なっているでしょう。どういうことを法人としてやっていくのか。すごく明確なんですよ。 

理事長の理念がはっきり打ち出されている。患者中心、チーム医療、医療連携など。これを強

調するんですよ。理事長のこの思想、理念が明確に近森会の理念に反映されている。これが読み

取れるんですね。管理者が何を考えているのか、トップが何を考えているのか。近森会として提

供する医療の内容、範囲が明確になっている。医療スタッフとしての目指すべき方向性が明らか

になっている。これなんですよ。 

徳島健生協の理念の抽象性  

ところが、徳島健生協の理念って、どちらかという

抽象的でしょう。何を言っているのか具体的にわから

ない。言いたいことは漠然とはわかるけれども、はっ

きりしていないということなんです。そこに書いてい

ますけれども。また、スタッフとしての目指すべき方

向性という点でも曖昧です。 

坂出市民病院・塩谷元院長に学ぶ－理念の確立、達成可能な目標の設定・・・ 

次は、坂出市民病院の理念です。坂出市民病院は「行政施策の一環として存在」している病院

なんです。「市民の健康な生活を支える中心的な役割を果たすべし。医療の使命に情熱を燃や

す職員の集団であるべし」、これも明確でしょう。自

治体病院というのは、自治体の範囲内に限定されて、

行政の一環だということがありますから、それと公務

員だと、医療従事者であると同時に公務員だという自

覚を持って働く、それに生きがいを持って働く。この

ように、すごく理念が明確なんです。こういう理念の

確立をしていく必要があると思います。坂出市民病院

の塩谷先生は、今年から徳島の県立病院の病院局の企

業局長として来ていますけれども、理念の確立が必要だと主張している。 

しかし、理念の確立だけじゃだめなんです。理念達成のための達成可能な目標の設定が必要な

んです。理念を達成するためにはどういう目標を設定するのかと。これは、収支率の改善じゃな

いと思うんですね。そして、その目標を達成するための組織を確立していく。詳しいことは言い

ませんけれども、塩谷先生は２冊の本を出していますから、「病院変わらなくちゃマニュアル」

近森会の理念の考察

①理事長のこれからの医療は「患者中心」、
「チーム医療」、「医療連携」という思想が明確
にあらわされている

②近森会として提供する医療の内容・範囲が明
確になっている

③医療スタッフとしての目指すべき方向性が明
確になっている

徳島健生協の理念の考察

・全体として抽象的

・法人として提供する医療の方向性が明確でな
い

・地域の普遍性（無限定性）が、医療の方向性
をより曖昧にしている。「前衛」（先駆者）意識
の存在？

・医療スタッフとしての目指すべき方向性の曖
昧さ

坂出市民病院の基本理念

・坂出市立病院は
坂出市の行政施策の一環として
存在すべし

・坂出市立病院は
市民の健康な生活を支える中心的な役割

を果たすべし

・坂出市立病院は
医療の使命に情熱を燃やす職員の集団で
あるべし
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と「もっと変わらなくちゃマニュアル」と２冊出して

いますから、これを読まれたらすごく勉強になります。 

あと、院長のリーダーシップが必要だと。塩谷先生

が言うには、自分は独裁型だというんです。しかし、

早く民主的なタイプに変換をしたい。全国一の不良債

務を抱えていましたからね。 

全国一の赤字の病院だったんです。その中でも、日

常性に職員自体は埋没しているわけですから、それを

変えていくためにはかなり強引な手法をとったという

ことですね。こういうことが教訓になるんではないかということです。 

 

４）将来構想見直しの視点 

地域の無限定性－全県カバーの思想 

検討課題としては、理念が抽象的だということもありますけれども、法人として提供する医療

の方向性が明確になっていないのではないか。地域の普遍性、無限定性があるんじゃないかとい

うことです。この普遍性が、医療の方向性をより曖昧にしているような気がします。これは何か

というと、全県主義です。この目指すべき、徳島健生の目標について、やはり全県カバーなんで

すよ。 

近森会というのはどういうことかというと、病院があって、リハビリテーション病院があって、

精神科があって、在宅と、割と小さな範囲に集合しているんです。だから、カバーの範囲という

のはすごく限られているんです。 

地域の開業医を紹介するようなパンフレットも何回にもわたってお金をかけてつくっているし、

だから、そういう意味での地域連携というのは全県にわたっていますけれども、カバーする地理

的な範囲というのは限られています。 

ところが、徳島健生の場合は全県主義ですから、その点で大変曖昧になっている。そのもとに

は、やはり前衛主義というか、先駆者、医療の絶えずあるべき姿を自分たちが提示しているとい

うのがあるんではないかと思います。 

法人内完結と地域完結との結合 

次の検討課題としては、法人内完結と地域完結との結

合があります。私も、何回か寄せてもらって話をしてき

ました。これからは地域完結が必要だと。今日の学習会

に来るに当たって、いろいろ私なりに考えてみたんです

けれども、やはり医療生協という特色があるから、法人

内の完結も必要だと。それと同時に、地域完結、これを

どのようにミックスして結合させていくのかというこ

とが必要です。 

そういう点では、逆に果たして法人内の完結は充分できているのかどうかということですよね。

検討課題・私見

・法人内完結と地域完結との結合

法人内完結における集合性の効率性追及と
連携の具体化

地域完結の限定性と医療連携の戦略的位置
づけ（連携室の体制・機能の強化）

法人内機能分化と地域における機能分担

・普通の医療法人へ。全県カバー？の見直し。

医療資源の限界性。

対組合員：「医療生協の医療」が欠けても

坂出市民病院再建の教訓

①理念の確立

②理念達成のための到達可能な目標の設定

③目標を達成するための組織の確立

④院長のリーダーシップ

本人評：独裁型
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皆さん考えてもらったらわかると思うんですけれども、そこら辺が検討課題だと思われる。法人

内完結をするに当たっては、やはり地域的な集合性というのは欠かせないと思うんですよ。かな

り分散していますよね。 

だから、石井病院の療養型と、健生協の一般病床との結合ができないんです。２０１０年の 

医療計画においては、やはりそこら辺も検討課題であるのではないかと。 

あと、地域完結の限定性。全県をカバーする全県主義というのは、再検討が必要ではないでし

ょうか。やはり医療生協の医療資源には限界性があると同時に、現在の医療法による、地域医療

計画による制約がある。だから、そういうことから言って、ある一定の限定性が必要ではないか

ということですね。 

それと同時に、医療連携の戦略的な位置づけ。これから、やはり地域医療連携室の体制と機能

を抜本的に強化して、ここを戦略的な部門として位置づけをするということですね。それが、法

人内の連携においてもそうだし、法人外との連携においてもそうだと思う。近森の医療連携室に

も調査に行ったんですけれども全然違います。今日は時間がないので話をしませんけれども。そ

ういう戦略的な位置づけが必要だということです。法人内の機能分化と地域における機能分化、

こういうものが必要ではないかということですね。 

医療生協の医療が欠けてはならないという思想 

全県カバーの見直しに当たって必要なのが、やはり

医療生協の組合員は全県にわたっているわけですよ。

そこで、やはり今までの考え方によると、生協組合員

のいる地域に医療生協の医療が欠けていたらまずいん

じゃないかという発想です。そうですね。 

組合員が出資しているわけですから、医療生協に期

待をしている。そういうところに具体的な医療生協と

しての医療サービスがないといけないという発想なん

です。だから、全県主義、全県にいろんな施設を配置していくというふうになるんです。しかし、

やっぱりそういう方向というのは限界性がある。  

医療資源の点でも、さっき言った地域医療計画の点でも限界性がある。だから、やはり限定性

を持たせるよう、検討していく必要があ

る。そうなれば、生協組合員に対するサ

ービスの中身、それは施設サービスだけ

ではないですよね、いろんなサービスが

あるわけで、そういう点でのサービスの

あり方も検討が必要でしょうし、組合員

自身に考え方を少し転換してもらうと

いうことも必要になってくるかもしれ

ません。 

理念中心の分母型経営へ 

あと、ここはちょっと、具体的な展望

医療構想・方針の具体化

・「健生協の経営再建と展望について」（案）の
具体化

・分母型か分子型か

民医連：分子型。「医療情勢は厳しく支出抑制型の経営となら

ざるを得ない」「収入増にのみ依存する経営体質の改善」（第
33期第2回評議員会方針）。展望なき我慢（抑制）は、組織の
活力を減退させ、悪循環に導く。

・役割の具体化：坂出市民病院の例

※生協組合員の受療動向も分析

分母型経営か、分子型経営か

事業収益事業収益

人件費

事業収益事業収益

人件費人件費

事業収益事業収益

分
母
型

分
子
型

リストラ・人員削減
臨時・パート化
不払い残業
定昇カット
人事考課・職能給

理念の確立
働きがいの創造
患者サービス向
上
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について書いていますが、これが、これから医療構想、方針を具体化していく上でのもとになっ

ていくんだと思います。その上で分子型か分母型かということです。分子型の経営というのは、

人件費率で見た場合、人件費率というのは「人件費÷医業収益」ですよね。経営をよくするため

には、人件費が６割近くなっているわけですから、人件費を例にとって言えば、これを削る必要

がある。これが分子なんです。分子の人件費を小さくして収支をよくしていく。リストラ、人員

削減、臨時パート化、不払い残業、定昇カット、人事考課・職能給の導入と、これが分子型の考

え方ですよね。 

ところが、分母型というのは、そうじゃなしに、事業収益を大きくして人件費率を下げて収益

構造を改善してこうじゃないかと。これは理念の確立、働きがいの創造、患者サービスの向上、

こういう形ですね。こういう２つがあるということです。 

だから、長期計画、再建計画自体も分母型にはなっているんですよ、増収構造ですから。それ

がうまくいくかどうか、具体策がとられているかどうかが問題なんですけれども、ところが、民

医連の方針には、必ずしもそうは書いていないんです。医療情勢は大変厳しくて、支出抑制型の

経営とならざるを得ないと、書いている。 

収入増にのみ依存する経営体質の改善、これが必要だということを言っているんですよね。だ

から、民医連全体としてはやはり支出削減で結局対応する方向になっている。その中の主なもの

は人件費の抑制ですよと。労組の言いなりで上げていたらだめですよと、厳しく枠をはめてやっ

ていくと、こういう方針なんです。 

展望なき抑制は悪循環を生む 

ところが、展望なき抑制というのは、組織の活力を減退させて悪循環に陥れる。減らすのも抑

制するのも、展望のための抑制だったらみんな我慢するでしょう。展望あっての我慢だったらい

いんです。本来、今度の０４年度、０５年度の一時金の削減というのは、展望を伴った削減であ

ったはずなんです。だから、みんな不満のあった人も全体としては合意できたわけですよね。と

ころが、今の段階になって展望のない我慢になりつつあるわけです、展望なき我慢に。我慢だけ

が残って展望が残らない。再建ができない。そこが問題なんです。だから、私たちとして、やは

りきちっとした理念に基づく積極的な適正な事業展開によって分母を大きくしていくということ

ですね。そういうことです。 

自法人の医療内容・水準の具体的分析を 

その中で、坂出市民病院が自分の病院の位置づけをどういうふうに確定していくかというと、

坂出市の患者動向、患者の流れを分析している

んです。丸亀市と一つひとつ比較しているんで

すけれども、坂出市から坂出市以外に流出して

いく市民の患者の割合、これが外来でいったら

２０何％、すごく高いんですよ。ところが、丸

亀市の場合は５％でした。ということは何かと

いうと、市民が坂出市の医療に満足していない

ということですね、民間も含めて。満足してい

ない。丸亀市の場合は、あそこに労災病院もあ

資料２４　再建計画（損益）
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ります。問題になっています麻田総合病院もあるんですけれども、ある一定満足しているわけで

すね。だから、医療生協の組合員の受診動向を分析する必要がある。普通の病気だったら、自分

も組合員だから医療生協にかかるだろうと。ちょっと難しい高度なやつだったら生協病院に行か

ずに市民病院に行ったりするわけですよ。そうなっていないかどうか、そこら辺の分析もきちっ

とする必要がある。 

あと、塩谷先生がやっているのは、坂出市民

病院が優位な医療はどこかということを民間

病院と比較している。優位なところはどこかと、

同等のところはどこかと、民間が優位なところ

はどこかと、そういうふうな比較をして、自分

たちの医療資源の水準というか、そういうもの

を確定していかないと正しい方針は出てこな

いんじゃないかということです。 

資料２４、２５が、再建計画ですね。さっき

言ったように、右肩上がりの計画になっていま

す。ところが、収益が伸びず、今年度が既に修正

されているわけでしょう。 

２００５年度が下がると、その次も収益が下が

るようになるということですね。再建計画は、右

肩上がりの伸びを予測していますが。 

この次に、医療生協の組合員さんの動向です

（資料２６）。組合員数とか班会の開催状況とか、

出資金の増やしの状況、それを見ていただいたら

わかるんですけれども。やはり出資金がいくら集まるかというのも１つの指標でしょう。いかに

医療生協が組合員に信頼されているのかという指標なわけですよね。やはりそこの指標が上がっ

ていかないことにはだめなんです。そういう点で見ていただきたいなということです。 

 

３．労働組合の経営参加の視点 

 

企業風土の一部としての労働組合のパラダイムシフトを 

企業風土のところでも言いましたけれども、経営者を批判するのはたやすいんです。たやすい

ですよね、経営者を批判するのは。しかし、そういう経営者というのは、そういう人がぽかっと

出てくるわけじゃない。企業風土の中で出てくるわけです。企業風土の中には労働組合も入って

いるわけです。そしたら、健生協の労組がどういう方向を目指しているのかということなんです。  

医労連には綱領があります。医労連の３つの綱領、あるんですよ。資本からの独立とか、経営

からの独立とか、政党からの独立、などあるんです。しかし、運動の具体的な方向性は書かれて

いない。そこで、私が独自につくったのは、高知県医労連の運動理念です。「労働運動を通じて

資料２５　　再建計画・損益の推移（04年度＝０）
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資料２６ 組合員活動の推移

4,2134,5104,1386,7577,525延班会参加者数

240278258344330班数

25,56225,66725,79925,81525,556一人平均出資金額

9,11910,43822,93034,503－同上年増加額

982,928973,809963,371940,441905,938出資金額（千円）

509599911981－同上年増加数

38,44937,94037,34136,43035,449組合員数
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社会に貢献しよう。そのために患者中心の医療の実現、

患者中心の病院づくりを目指していこう。患者中心の

医療の実現、理念に基づく分母型の経営の提言をやっ

ていこう。それによって、働きがいのある職場、働き

やすい職場をつくる。医療や社会保障制度、政治のこ

とについてもっと関心を持とう。自分自身、自分たち

で考え実行し、社会や職場の主人公になろう」こうい

うことを労働組合の理念として打ち出して、まだ十分

論議はできていないんですけれども、やはり組合自体が組合自体の理念を持つということが必要

だと思います。多くの組合では理念が不在であったり、あまりにも自明であるためにかえって不

明確になったりしているんじゃないでしょうか。 

生活の入りと出のコントロールを 

これまで労働組合は、団体交渉で高い賃金をとるということを目指してきた。いかに賃金をと

って入りを増やしていくかということをやってきたんです。しかし、考えてみたら入りと出があ

る。出の方は、組合としてあまり関知しない。出の方はすごくザルに水のような生活をしている

人もいるでしょう。それと、賃金だけで生活している

わけじゃないんです。社会保障によっても生活を支え

ている。病気になったら現金で全部１０割払うわけじ

ゃないでしょう。社会保障の問題もある。それと同時

に、月々の月例の賃金だけじゃカバーできないものも

ある。例えば子どもが大学に行く。これは、月例賃金

だけじゃカバーできない。だから、早いときから、子

どもが生まれたら何年に大学に入るということがわか

るわけですから、そのために学資保険を掛けるとか、

そういう出のところもやはり管理していかなきゃだめです。そこにやはり労働組合が関与してい

く。だから、出と入り、その中で、自分自身が自分自身の生活の主人公になってコントロールし

ていく、ということを組合が視野に入れて活動をしていくことが必要になっている。 

パラダイムシフトとしての経営参加 

経営についても自分たちがそれに関与して、決定ま

で関与していくのかどうか、これはこれからの議論で

すけれども、そういう職場自体の主人公に自分たちが

なっていく。そのための運動を組合員がやっていこう

というそういう理念の確立が必要です。それが労働組

合のパラダイムシフトだということです。 

右の資料にあるとおり、経営参加は社会の主人公に

なることと対をなすものだと考えます。代議制民主主義や新たな社会統合のシステムを作り、労

働組合が社会の政策決定と執行に社会の主人公の一人として深く関与していく。それと呼応する

形で企業内での経営参加を位置づける。経営参加によって、企業内の主人公になっていくという

高知県医労連の運動理念

■労働運動を通じて社会に貢献しよう。
そのために「患者中心の医療」の実現、「患者中心の病院」
作りをすすめよう。

■「患者中心」の理念の実現、理念に基づく分母型経営の提言
をすすめ、働きがいのある職場」、「働きやすい職場」を作ろう。

■医療や社会保障制度、政治のことにもっと関心を持とう。
職場や生活の出来事とそれらを結びつけて考えよう。

■自分自身、自分たちで考え、実行し、社会や職場の主役にな
ろう。
「主役の立場」で考え、提言し、実行しよう。

■小さなことでもいいから、みんなで決めてみんなで実行しよう。

労働組合の理念の確立

・スウェーデン社民党の思想の深さに学ぶ

・賃金：配分交渉から計画的な創造へ（水準と
安定）。入りの拡大だけでなく出の管理を。

・階級意識（敵愾心）による組合員教育からの
脱却

・普通の人権意識

・民主的人間としての自立（律）性

・ステイクホールダーとしての協同

労働運動の将来的位相
社会統合＝政策決定への新たな接近

■社会統合

①代議制民主主義

②社会統合→政策決定への直接参加

（政・労・使委員会）

政府

労組 使用者

■企業内における経営参加

①団体交渉

②労使協議会等→政策決定への直接参加

＊情報開示、労使の信頼・誠実な関係を前提

＊「合理化」、賃下げ攻撃には、提案型では対抗できない
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位置づけです。 

このように労働組合の理念自体を変え

ていく。単に経営が危機になったので、

管理部だけに任せていたら危ういので自

分たちも入ってやろうかという、そうい

う小手先の問題だけじゃない。自分たち

労働組合の存立基盤自体を変えていくよ

うな運動にしていくべきではないかなと

いうのが私の考です。 

運動の方法としては、従来型の団体交

渉などと並んで、提言、協議、決定への

参加が必要になってくる。これまで、話をするときには提言、協議までしか言ってこなかったん

ですけれども、やはり民主的な経営の実質化のためには、労働組合が決定に参加をするところま

でいかないといけないと、このごろ考えるようになってきました。 

ステイクホールダーとしての組合員教育 

こうなったら、組合運動のあり方だけではなく、組合員教育のあり方もすごく変わってくるん

ではないかと思います。団体交渉も、皆さんのところも集団交渉でしょう。集団交渉の中で、ど

ちらかというと、経営者がまずい発言をしたらめっけもので、それによって、経営者に対する敵

愾心（てきがいしん）がわいてきて、これが階級意識を高めていく。組合員教育になるという側

面があるんです。 

ところが、それが参加型になったら、集団交渉というより政策、提案、労使協議の比重が増し、

どちらかというと幹部中心になりがちなんです。勿論、労使交渉の場だけではなく、そういう活

動により多くの組合員の参加を目指していく、その実践の中で自覚を高めてもらうことは大切で

す。 

それをめざしつつ、一般組合員をどういう理念で教育するのかということも一つの課題になっ

てくる。そこでは、階級意識を高める教育というより、普通の人権意識、民主的人間としての自

律性、ステイクホールダー（利害関係者）としての協働という観点での教育が課題になってくる

んじゃないかと思います。利害関係者には患者さんもいますよね、納入業者もいる。職員もいる。

地域社会もある。そういう人たちとの、資本の所有、非所有の関係だけじゃなしに、ステイクホ

ールダーとして協働していく。やはりそういうことが必要なんじゃないか。こういう価値観で組

合員教育をしていく。これは階級的な教育とはちょっと違う側面を持つ。こういう観点も必要じ

ゃないかなということですね。 

だから、私の考え方というのは、従来の組合の考え方とは少し違う。どちらかというとヨーロ

ッパモデルの社会民主主義的な考え方に近い。こういうことも個人的な意見としては必要である

なというふうに考えています。 

 

 

提案・参加型運動の要素

政策内容の要素

①経営分析

②理念・

病院政策

運動の方法

①提言

②協議

③決定への参加

交渉力、団結力、行動力（組織力）、政策力など総合力が問われる
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さいごに 
 

法人と個人のロイヤリティーと満足度の向上を 

最後に、これが塩谷先生の言っている結論なんですけれども（資料は、「もっと病院変わらな

くっちゃマニュアル」P244、塩谷泰一著）、この中に書いてあるんですが、病院の運営に一番必

要なのは何かというと患者の価値尊重。坂出市民病院として、市立病院としてどういうサービス

を患者さんに提供するのか。一般の病院は税金を払いながら運営をしている。自治体立病院とい

うのは税金をもらいながら、交付税をもらいながら、繰入金をもらいながら運営している。当然、

サービスの中身に違いがないと市民は納得しないでしょう。 

医療生協が、普通の民間の医療機関と違うのであれば、どういう独特のサービスを提供してい

るのか、そういうものを、再度検証し直す。それによって、患者の満足度を上げていく。患者さ

んによる、病院に対する信頼度を上げていく。それが患者増につながって病院の利益につながる。

病院の利益につながったら、それを再投資して、それがさらに高い価値創造につながっていく。

このサイクルですよね、これが必要だということです。 

それと同時に、職員の満足度を高めていくことが必要です。この病院で働いてよかったと、生

きがいがあるというような、そうい

う価値創造をしていく。職員が、自

分は生協病院に勤めていますと言う

ときに、誇りを持って誇らしく言う

のか、何かちょっと言うのをためら

うように言うのか、そこの違いがあ

るんです。やはりこの生協病院で働

いていることを誇りに思えるような

価値創造、こういうものをしていく。

それによって職員の生産性が上がる。

生産性が上がれば、さらに高い価値

創造につながる。この２つの循環、

これが必要だということですね。 

だから、こういうものを目指していく必要がある。そのために労働組合がどのような役割を果

たしていくのかということが今問われていると思うんです。最初に戻りますけれども、やはり新

しい挑戦ですから、絶えず困難はあると思いますけれども、一緒に頑張っていきたいということ

を申し上げて話を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

（ 拍手） 

－了－  

 

循環型病院運営をめざして


