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基 調 報 告 
 

 

はじめに 

  

小泉「改革」の本質は、「新自由主義」の諸政策であり、政策の柱は「官から民へ」の民活路線と

「規制緩和」政策にあります。これらの政策は、多国籍企業化した独占資本の要求であり、その先に

は憲法改悪、自衛隊の海外派兵など、「（戦争をする）普通の国家」作りがねらわれています。 

「たまねぎの皮むき」よろしく公共性や医療福祉を邪魔者として脱ぎ捨て、むき出しの競争がまか

り通る社会にしようとしています。 

政府の責任は回避され、社会的なリスクは個人と地方に転嫁されています。所得の格差はいま

や先進国の中でも有数であり、アメリカ張りの「強いものが 1人勝ちする社会」になりつつあります。 

医療福祉を目のかたきにし、「少子高齢化」、「持続可能な制度」などの言葉で本質を隠しながら、

リスクの個人への転嫁としての患者・利用者負担の引き上げや、競争原理の導入による医療提供

体制の淘汰・再編などで医療費の抑制を図ろうとしています。 

自治体立病院の場合には、そこに自治体合併や「（国と地方の財政の）三位一体改革」、医師不

足が加わり、経営困難の中で経営形態の変更や再編成の大波が襲い掛っています。 

 自治体病院部会は、昨年 11 月の交流集で３つの政策（①「自治体立病院に関する緊急要求と取

組み」、②「経営分析の手引き」、③「政策作りの手引き」）を提起し、自体体立病院をおそう病院再

編成との闘いを重点に、個別対策や対政府交渉などを行ってきました。 

 青森、秋田、岩手、宮城、和歌山、愛媛、高知などで地域医療、自治体立病院を守る大きな住民

運動が展開されました。 

 今回の交流集会では、活発な交流を行い運動の方向性を意思統一すると同時に、自治体立病

院「合理化」の１つの柱となりつつあるＰＦＩについて、高知医療センターの実情を詳しく調査し、部

会として見解をまとめることを目的としています。 

これらの政策を充分身につけ、日本医労連が提起する運動方針に結集し、関係団体との共同を

引き続き追求しながら、地域医療と自治体立病院の発展をめざす運動を全力で展開します。 

 

 

Ⅰ．情勢の特徴 

 

（１）医療・社会保障をめぐる情勢 

 

１．介護保険の改悪  



- 2 - 

介護保険法が改悪され、2005 年 10 月から介護 3 施設でホテルコスト（部屋代、食事代）が全額

利用者負担となります。これで、年間 3000 億円（利用者 1人年 40 万円）の国民負担増となります。

ホテルコスト分の介護報酬の引き下げ（引き下げ分を利用者に全額転嫁できない）、未収金の増大、

サービス利用の抑制が経営を圧迫し、賃下げ圧力となることが懸念されます。  

また、「負担の公平」を建前に医療の療養型にもホテルコスト負担の導入がねらわれています。 

更に、「予防重視型システムへの転換」ということで、2006 年 4 月から、現在の要支援や要介護１

という軽度の高齢者を対象に、筋肉トレーニングなどの新予防給付を提供する仕組みに変わります。

このねらいの１つは、軽度の人たちの介護サービスを切りすてて、介護給付費をいかに削減するか

にあります。これにより、利用者の７～８割、１６０万人が対象外となり、年間 1000 億円もの抑制にな

ります。 

各自治体では、「第３期の介護事業計画」の策定に入ります。改悪を許さず、充実を求める運動

の強化が重要です。 

 
２．２００６年医療制度改革 

 
 閣議決定された「骨太方針第５弾」（「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2005」は、「経

済成長率に連動した総額管理指標の導入」こそ見送ったものの、「医療費適正化の政策目標を

2005 年度中に設定」すると明記しています。 

2006 年の通常国会には医療改革関連法案が、提出される予定です。その主な中身は次のとお

りです。 

①保険者の再編・統合（国保を２次医療圏または県単位に統合。将来は政管健保も） 

②新たな高齢者医療制度の創設（75 才以上。独立した保険制度で保険料も徴収） 

③医療費の適正化（⇒終末期医療のあり方、保険給付の内容と範囲の見直し） 

④第５次医療法改正（□「医療計画」制度の見直し：ガン対策など事業ごとの医療連携体制。基準

病床の見直し＝参入規制の撤廃による病院の淘汰⇒質の向上の論議も。□認定法人制度の導

入） 
 介護保険や医療・介護報酬問題と結合した大運動の展開が求められます。 

 

３．H１６年度の経営状況と２００６年４月の医療・介護報酬改定の動向 

 

全日本病院協会が行った「Ｈ１６年度 病院経営調査報告」によると、Ｈ１６年度の医業収支率は

102.8％と前年度の 106.1％から悪化をしています。原因としては、Ｈ１６年度の診療報酬のマイナス

改定による影響、高齢者医療費定率 1 割負担、健保本人３割負担による受診抑制を挙げていま

す。 

 赤字病院の比率は、全体が 21.5％なのに対して「100 床～199 床」が 24.0％、「一般病床のみ」が

34.7％、「療養病床のみ」が 6.3%となっています。 

 一般病床特に 100 床代の中小病院の経営が経営困難な状況にあり、療養病床が比較的安定的

な経営となっています。しかし、ホテルコスト負担の導入で、中小病院とともに地域医療を底辺で支
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える療養型病院の経営悪化が懸念されます。 

財務省は来年度予算編成で 8,000 億円の社会保障費の当然増分のうち、2,200 億円の削減を

求めています。１％の診療報酬引き下げで約 700 億円の医療費予算減となります 

既に、内閣府は診療報酬の２～３％の引き下げを主張していますが、来年の改定から改定枠は

財務省が設定し、中医協はその枠内で具体的改定内容を協議する方式に変更されました。財政主

導で、より一層の定額化をはじめとする抑制策が打ち出されることが懸念されます。 

来年 4 月の医療、介護報酬の同時改定に当り、医療、介護の改悪を許さないたたかいと連動し

て、改悪の財政的なテコとなっている報酬制度の充実を求める国民的な運動の構築が求められて

います。 

２年前の診療報酬改定の際にも日医は、安全・安心のコスト＝人件費増を改定理由に挙げてお

り、患者国民、医療労働者、経営者の広範な共同の可能性があるといえます。 

 

４．深刻さ増す医師不足、看護師不足 

 
①平成15年度の厚労省の立ち入り検査結果によると、医師の適合率（医療法の配置基準を満たし

ている病院の割合）は、全国平均で81.3％と昨年より6.3ポイント改善したとはいえ依然深刻な状況

にあります。特に、北海道・東北地方は、57.2（対前年比 5.2 ポイントの改善）と依然深刻な上、全国

平均との格差も拡大しています。 

研修医のマッチング結果を見ると、2003 年度は大学病院と臨床研修病院の比率が 58.8%対

41.2%であったものが、2004 年度には 52.7%対 47.3%になっています。マッチング実施以前は、約 7

対 3 と言われており大学に残る研修医の数は急激に減少しています。これに、国立大学の独立行

政法人化が重なり、大学による医師の引き上げが、医師不足を深刻なものにしています。 

 また、近年は、病院の過酷な勤務を嫌い開業していく傾向が強くなっているといわれ、これも医師

不足に拍車をかける要因となっています。 

 医師不足の改善は国民的な緊急課題です。 

※医学部定員8,500。10％の定員削減計画で今年は8％達成で年間7,700。7,000人が国家試験に通る。しかし、現役

医師の死亡もあり、実際の増は年間5,000人。ところが、年間4,600人が開業していく。病院に医師が残らない。開業医志

向の背景：大都会志向、当直をはじめとする過重労働を嫌う、病院には重症患者しか残らない等々。（全自病協雑誌 05

年９月号 Ｐ222） 

※２００４年度の国立大学の決算状況を見ると経常収益の総額は２兆４４５４億円。国からの運営費交付金が最も多く、１ 

兆１６５５億円（４８％）、付属病院からの収益６２４５億円（２６％）、学生納付金３５６８億円（１５％）などとなっています。病院

収益は２６％を占め、独法後収支改善を求められる各大学法人にとって病院収益の動向は大きなカギを握っていることが、

医師特に中堅医師引き上げの１つの背景となっています。 

※2004 年５月、名古屋市で開催された日本麻酔科学会で報告された麻酔医の勤務実態調査によると、麻酔医の月の

平均残業時間は大学病院で108時間、一般病院で53時間。長時間手術の場合も終了まで１人で管理するのが原則とい

う病院が、大学、一般病院とも過半数を超える。手術によっては６時間以上になる例もあって、59％が「医療ミスをしないか

気にかかる」と不安を覚えていたといいます。 

また、長崎大学病院が 2004 年 3 月、長崎県内で小児救急を扱う 20 病院の 58 人の医師を対象に調査したところ、月



- 4 - 

10回以上の当直勤務の例が1割もあり、さらに、当直明けも通常と同じ勤務をしているのが９割、ひと月の間に休みゼロが

４割も占めました。 

 

②看護師の適合率は、2003 年度で全国平均が 98.8%ですが、関東 97.7%、北海道東北 98.5%、東

海 98.6%、近畿 98.7%と全国平均を下回っています。規模別では、150 床未満で全国平均を下回っ

ています。  

日本看護協会の「2004 年病院における看護職員需給状況調査」によると、看護職員の離職率

は11.6%。一般病棟入院基本料Ⅰ群１を算定し、かつ平均在院日数が14.0 日以下の病院では、離

職率は13.9%と平均より高くなっています。また、都道府県別にみると東京都(16.3%)、大阪府(15.3%)、

神奈川県(14.6%)と都市部で高くなっています。新卒者の離職率は9.3%となっています。 

 日本医労連の「2004年度夜勤実態調査」結果によると、平均夜勤回数は7.68回（03年7.53回）、

「８日以内」の割合は77.5％となっており、改善は遅々として進んでおらず、依然「９日以上」の夜勤

が４人に１人近くに及んでいる実態です。 

 看護師不足の改善、配置基準の引き上げは、医療の安全にとっても待ったなしであり、大幅増員

の運動が重要となっています。 

 

（２）自治体立病院をめぐる情勢 

   

１．深刻さ増す経営状況と規模別格差 

 

2003年度の自治体病院の経営状況は、経常赤字を出した病院事業の比率が60.8%と前年度より

2.7 ポイント減少し、経常損失額も前年の 1,220 億円から 932 億円に減少するなど改善傾向が見ら

れました。その原因としては、患者単価の上昇と医薬品費の減少が指摘されています。 

しかし、2004 年度の決算見込みを見ると経常赤字病院の比率は 61.8%から 63.3%へ増えており、

深刻さを増しています（病院数での比率であるため、事業数での比率と異なっている）。 

設立主体別で見ると指定都市が大幅な収支改善を見せる一方、組合立、町村立が収支を悪化

させています。規模別で見ると 200 床代、300 床代で悪化し、400 床代、500 床以上で改善しており、

規模別格差が明確になっています（入院日数の短縮等による急性期病院の経営収支向上が特

徴）。 

この背景には、診療報酬による誘導に加え深刻さを増す医師不足があり、地方の中小病院の医

療を守る運動の強化が求められます。 

 

２．経営形態の変更の現状 

 

経営形態の変更のねらいは、民間的「合理化」手法の導入や「官から民への丸投げ」による公的

責任の個人への転嫁にあります。これは自治体全体のリストラ、アウトソーシングの一環であり、財

政難を背景に医療・福祉・住民生活関連への財政支出を削減するとともに、その分野の市場化を
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図り、民間部門の市場を拡大しようとするものです。 

各自治体は状況により病院再編と併せて、これらの経営形態への変更を選択しようとしています。

経営形態変更のねらいを明らかにしながら、病院政策、地域医療政策を対置し、広範な住民運動

を展開することが求められています。（個々の経営形態の問題点については、昨年の基調報告を

参照のこと。） 

①全  適  

地方公営企業法を全部適用する事業所(病院)は、2003 年度は都道府県 12 事業（88 病院）、指

定都市 3 事業(7 病院)、市 27 事業（31 病院）、町村 12 事業(12 病院)、一部事務組合 2 事業(2 病

院)、合計 56 事業（140 病院）となり、前年度（49 事業、124 病院）と比べ 7 事業（12 病院）増えてい

ます。 

※「全部適用の病院は 181 に増えています。これは、自治体病院全体からすると 18%ですが、それでもこの 1 年間にず

いぶん増えています。」（2005年 4月 21日。全国自治体病院協議会常務理事会。全自病協雑誌第44巻第 7号、Ｐ159） 

②指定管理者制度 

指定管理者制度は、2003年9月に施行されました。従来、公共的団体にしか管理の委託は出来

ませんでしたが、民間の医療法人まで管理委託ができるようになりました。 

第１号は、横浜市立新港湾病院で日本赤十字社が指定管理者となりました。従来の公設民営の

施設は、法施行後３年以内に直営に戻すか指定管理者制度に移行するかを選択しなければなりま

せん。 

※「公設民営の施設は 54 ありますが、今年度だけで約 20 の自治体病院が公設民営になっています。」（2005 年 4 月

21 日。全国自治体病院協議会常務理事会。全自病協雑誌第 44 巻第 7号、Ｐ159） 

③地方独立行政法人 

医療機関の独立行政法人化では、国立病院、労災病院が 2004 年 4 月から移行を強行され、こ

のうち国立病院機構では独自の賃金体系に移行が強行され、労災病院でも成果主義賃金体系へ

の変更改悪がねらわれています。 

2004 年 4 月に地方独立行政法人法が施行されました。大阪府立の５病院が、2006 年 4 月から

独法化されようとしています。 

 岩手県では、県立大学が 2005 年４月から地方独法化したのに続き、県立病院についても 2007

年度中に独法化するのかどうかの方向性を確定することになっています。 

④PFI 方式 

高知の医療センターが 2005 年 3 月に PFI 方式を取り入れた全国初の病院として開院しました。

これに続き、近江八幡市民病院が２０１０年秋の開院を目指しＰＦＩ方式での病院新築を進めていま

す。 

 前者は「ＢＴＯ方式」（建設後すぐに施設譲渡を受ける）で契約期間３０年、総額２１３０億円、後者

は「ＢＯＴ方式」（最終的に施設譲渡を受ける）で契約期間３０年、総額６８２億円。 

 東京都は、2003年１月に策定した「都立病院改革実行プログラム」に基づき、府中病院を「多摩広

域基幹病院」（750 床）として、清瀬小児病院・八王子小児病院・梅ケ丘病院を移転、統合し、「小児

総合医療センター」（600床）として再編整備し、運営する手法としてＰＦＩ方式を進めています（ＢＴＯ

方式。運営期間は 2010 年３月から平成 2025 年３月３１日）。 



- 6 - 

この他にも１０数病院が、ＰＦＩ方式を検討中といわれます。 

⑤認定法人制度の検討すすむ 

厚労省は認定法人制度の導入を来年度の医療法改正の一つとして、省内に設けられた「医業

経営の非営利性等に関する検討会」を中心に検討しています。 

 これは、医療法人において非営利性をいかに担保するのかという論議の側面と同時に、自治体

立病院などの経営の受け皿、あるいは新たな公的医療の経営形態としての検討の側面を持ってい

ます。 

 

３．広域再編 

経営難や医師不足、自治体合併を背景にして、各地で自治体立病院の再編成が進んでいま

す。 

東京、福岡などの都道府県では、経営難を背景に民間への経営委託も含めた、再編成が進行し

ています。 

医師不足を主な背景とした急性期の基幹病院を中心としたサテライト型再編成は、山形県の置

賜地域を典型に青森県、岩手県、宮城県など東北地方で具体的な計画がすすんでいます。 

和歌山、愛媛などでは医師不足も絡んで自治体合併に伴う再編成が実施、計画されています。

新潟県でも市町村合併を背景にしながら、県立病院・市町村立病院に厚生連を含めた再編が計画

されています。 

再編成をより広範に進めるために、今年度から病床削減分の交付税削減を見送る措置がとられ

ていますし、民間含めた、また、県境を越えた再編成も可能とする措置がとられています。 

 中山間や過疎地では、まさに医療を受ける権利、生きる権利が侵害される事態となっています。

住民の生の声を対峙しながら、住民要求、住民参加による保健・医療・福祉のネットワーク作りの要

求と運動の展開が求められています。 

小泉内閣が市町村合併を強引に推し進めたことによって、2006 年 3 月 3１日には、市町村数は

1822 となり、1999 年 3月 31日と比べて、581件の合併により、1410 も減少することとなります。市町

村合併が、自治体立病院の再編・統廃合の１つの契機となっています。 

 

４．公務員制度改革、賃金体系の改悪 

「骨太方針第 5 弾」では、公務に関して、①市場化テストの本格導入による政府業務の民間開

放、②国・地方の徹底した行政改革、③公務員定数の純減などを通じた総人件費削減を明記して

います。小泉内閣は、国と地方の公務員数を 10 年間で 20％純減する方向を打ち出し、郵政の後

は、「公務員制度改革」だという姿勢を明確にしており、今後の大きな焦点となります。 

総務省の「地方公務員の給与あり方研究会」は、人事院勧告の「給与構造見直し」に呼応する形

で 8月 11 日、「地方公務員の給与構造の見直しに関する基本的方向性」を発表しました。 

「年功重視の給料表構造を転換」し「昇給や勤勉手当等における勤務実績をより的確に反映し

やすくする」必要があるとして、国と同様に「給与カーブのフラット化」と「級間の重なりの縮

減」を求めています。 

また、地域間格差については民間と比べ大差異があるわけではないとしながらも、民間賃金よ
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りも「画一的傾向」があり地域ごとの民間給与の状況を反映させるという観点から見ると「必ず

しも十分でない」と見直しが必要としています。 

「全体の奉仕者」として、誇りを持って働き続けられる自治体職場の実現、より良い住民サービス

の提供をめざして、積極的な要求をかかげ運動を展開することが求められています。 

 

 

Ⅱ．基本政策と考え方 

 

昨年発表した「政策活動の手引き」で提起した自治体立病院のあり方、地域医療における役割

につての政策を再整理すると同時に、当面する医師不足対策についての部会としての基本的な考

え方を問題提起的に明らかにします。 

 

（１）私たちがめざす、病院像、地域医療のあり方 

 

１．自治体立病院はこんな風にあるべき、こんな役割を持っている 

 

１）自治体立病院の理念と存立理由を明確にすべき 

①自治体立病院において法令違反があってはならない（医療関係法規は勿論、労基法等の労働

関連法規違反）。 

更に、規範的でなければならない。医療の安全、質の点は勿論、労働条件の確保の点でも規

範となるべきで、それらを支えるシステムや適切な人員体制の確保をはかるべきである。 

②存在理念が明確でなければならない。 

自治体は、何のために何を目的として病院を設置・運営しているのか。 

自治体立病院はその目的実現のために、どのような医療を提供すべきなのか。 

そこで働く職員は、どうあらねばならないのか。 

これらが、理念として明確でなければならない。 

③理念中心型、分母型（目先の経費節減ではなく、医療ニーズに応える積極的）経営をめざすべき

である。 

患者中心、患者の生命の安全を理念の第一にすえながら、理念に基づきながら患者、住民要

求の実現をめざす積極的な経営をするべきである。 

④自治体立病院にふさわしい運営形態でなければならない（利害関係者＝ステイクホールダーの

意見が反映するような運営形態）。         

議会を通じた住民意見の反映、チェック体制に加え、住民参加と職員参加の病院運営を具体

化するべきである。 

その上で更に、具体的な政策決定、実施に当たっては、より幅広い利害関係者とのフィードバ

ックを重ねるべきである。 
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２）自治体立病院は自分の病院のことだけ考えていてはダメだ！地域医療のコーディネー

ター役をになうべき 

①地域完結型医療実現の「核」、コーディネーターにならねばならない。 

②中小病院にあっては、地域包括医療、地域医療連携の推進、中核を担うべきである。 

都市型・急性期病院にあっては、医療の一貫した流れ・患者の安心感を担保できる地域医療

連携の構築の上に、急性期病院としての自己実現をめざすべきである。 

③そのために、地域医療連携室の戦略的な位置づけが必要である。 

また、関係自治体、関係住民、医師会、医療機関等々との話し合い、協議の場を主体的に構

築する役割を担うべきである。 

④症例研究や研修会の開催など、開業医の研修意欲に応える場を提供すべきである。 

 

２．私たちがえがく地域医療のあり方 

 昨年の「政策活動の手引き」でサテライト型の再編成には反対の立場を明確にし、その上で住民

要求、住民参加による「保健・医療・福祉のネットワーク」作りを提起しました。ここでは、国公立公的

医療機関と民間医療機関、急性期病院と中小病院との関係という形で、医療連携のあり方につい

て提起をします。 

１）国公立公的病院と民間病院との協力・連携の強化について 

①自己完結型医療から地域完結型医療への転換をはかる。 

②地域完結型医療のコーディネーター役として、国公立公的医療機関の役割を発揮する。 

③地域医療における役割分担の推進・明確化とその上での連携強化をはかる。 

④医療資源の有効活用による医療費抑制をはかる。 

国公立公的医療機関の医療機器・ベッドの開放化を推進する。 

２）急性期病院と地域の中小病院等との協力・連携の強化について 

①急性期、亜急性期、慢性期がそれぞれの機能、特徴を分担・発揮した上で連携を強化する。 

急性期基幹病院中心とした広域再編＝サテライト型再編には反対である。 

※１市２町の合併で誕生した新備前市は、合併前３病院の再編統合ではなく、各病院の立地と

特色を生かした将来方向を打ち出している（「社会保険旬報」05.9.11 号）。 

②中小病院の存立基盤の確立を進める。 

短期入院類型でない一般病床のあり方の承認と診療報酬上の保障を行なう。 

慢性期医療の質の向上と経営の安定が図れる診療報酬上の保障を行なう。 

③医療の一貫性の確保、患者の安心感の担保をはかる。 

紹介・逆紹介の推進と「患者のカルテ（共通カルテ）」の実施による医療の一貫性の確保をは

かる。 

セカンド・オピニオンを推進する。 
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（２）医師不足対策 

 

１．医師の需給に関する検討会「中間報告」の評価 

１）全自病協と開設者協議会は、深刻化する医師不足を前に「医師確保対策等検討委員会」を設

置し、2004年11 月「報告書」をまとめました。更に、2005年6月には、「医師不足・偏在の是正に関

する決議」を採択し関係大臣に要請すると同時に、「自治体病院医師確保対策（緊急対策）」を発

表しました。 

全自病協などの動きもあり、厚労省は「医師の需給に関する検討会」を設置し、2005年7月に「中

間報告」を発表しました。 

 ２）今回の中間報告は、当面する地域や診療科による医師の偏在という喫緊の課題について最終

報告を待たず取りまとめられたものです。 

 その点では制約のあるものですが、当面の対応策としては積極的な内容を含んでいます。 

 また、医師の需給に関する現状認識について、偏在問題だけではなく、「現状では充足感がなく、

むしろ、患者及び医師の双方から見て、医師は不足していると感じられる場面が多い」と議論経過

を述べています。 

これは、従来の「医師過剰」、「医学部定員の削減」方針の明確な転換にまでは行っていないに

しろ、見直しに踏み込んだものと受け取ることが出来ます。 

 今後、深刻な現状を踏まえ、従来方針の転換を求める運動の強化が重要です。 

 

２．医師不足解消の具体的な施策 

 

１）医師養成増への政策転換を行う 

欧米と比べて貧困な医師数からしても、医師の過酷な勤務実態からしても従来の抑制方針

を医師の養成増へ転換し、医療の質の向上、医師の勤務条件の改善を図るべきです（人口当

たり医師数は OECD 加盟 30 ヵ国中 27 位）。 

中間報告でも指摘している、インホームド・コンセント、専門医療志向など医療要求の高

まり、高齢化による疾病構造の変化、チーム医療など医療のあり方の変化に充分対応するに

は、医師の大幅な増員が必要です。 

また、診療科による勤務実態の違いはあるにしても、医師全体の置かれた勤務実態は過酷

であり、その改善は全体の増員を置いてありません。また、女性医師の増加（医師免許取得

者の 3割は女性）が、出産・育児等から総診療時間を抑制しているとしても、その解決策も

同様です。 

地域、診療科偏在を考慮しながらも全体としての医師の養成増へ明確に方針転換をすべき

です。 

２）地域偏在の解消について 

①単純な「1 県 1 医大」方針の転換。医学部定員の配分基準見直しをはかる（人口比、病院・病床

比、適合率比等）。 
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②地元への定着対策をすすめる。 

・医学部入学定員の地元枠の設定（推薦枠を使った）：岩手医科大学（５人）、福島県立医大（8

人）、弘前大学（15 人）、秋田大学（５人）など。17 年度で国立３大学、公立３大学、私立１大学

計７大学。１８年度新たに実施予定が国立６大学。 

・地元中山間地出身者枠の設定（鹿児島大学） 

・地元への一定期間の勤務を義務付けた県独自の奨学金制度（長崎県、岩手県等） 

③医師のライフスタイル、研修意欲に適合した研修システムを構築する。 

・一括採用システム（島根県、長崎県） 

・民間含めた研修システムの構築 

３）診療科偏在の解消について 

①産科、小児科、麻酔科など医師不足の診療科が成り立つような診療報酬上の措置を行なう。 

②患者、住民合意を前提に、病院・診療所間の連携による救急体制を中心にした機能の集中化と

後方支援体制の確立をはかる（病院全体の急性期基幹病院を中心とした再編とは異なる）。 

麻酔科医師の登録、派遣システムの構築をはかる。 

③入学定員、医局配置における診療科毎の一定の最低枠の設定を検討する。 

４）その他の施策について 

①各県に医師確保・配置の関係者協議機関を設置する。 

 ※この機関で民間も含めた生涯研修システムの構築についても検討を行なう。 

②大学医学部の医師派遣の窓口一本化を行なう。 

③自治医科大学の入学定員の増と各県枠の再検討を行なう（適合率などを考慮。費用負担につい

ては、自治体の過度の負担にならないよう検討）。 

④県行政として研修指定病院認定への援助を行なう 

特に、中小の自治体立病院については、病院群型での認定へ向けて関係自治体間の調整を

含めた援助を行なう。 

⑤全国的な医師の登録・紹介システムを行政の責任で構築する。 

５）魅力ある病院作りの努力について 

①理念中心の積極経営で働きたくなるような病院作りをすすめる。 

②研修指定病院の取得、魅力ある研修プログラム（後期研修含め）、指導体制で研修を受けたくな

る病院作りをすすめる。 

③権威主義の打破と民主的職場環境の構築をすすめる。 

 

 

Ⅲ．具体的な闘いの展開 

 
１．地域医療を守る取組み 

 

１）病院政策の提言活動をおこないます。 
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①自治体病院部会の「政策活動の手引き」（２００４年版）の学習と活用をすすめ、病院のあり方、将

来方向について提言を行ないます。 

②自病院の経営分析をすすめます（「自治体立病院簡単経営分析 CD」０３年度資料収載の最新

版を活用）。 

③当局に決算と予算の説明を求めます。 

将来的には、３月の予算議会前に予算の説明を受け、９月議会後には決算の説明を受け、

病院のあり方についての協議を行なうようにします。 

２）「要請書モデル」に基づく開設者、当局との話し合いを早急に行います。 

「要請書」のひな形を活用しながら、開設者、病院当局との話し合いを早急に持ちます。 

賃金･労働条件要求での交渉とは別に、医療情勢、病院の将来方向について開設者、病院当局

と胸襟を開いて話し合う機会を持つことが大変重要です。 

できれば、定期的、恒常的に話し合いが持てる関係を築くことをめざします。 

３）「政策」に基づく開設者、当局、議会、患者・住民との話し合いを行います。 

「政策」、「提言」をまとめたらそれをいかに活用するかが重要です。１回限りの「提出のセレモニ

ー」で終わらせないためには、開設者、当局、議会、患者・住民等との話し合いの場の設定、協議

の継続が重要です。 

宣伝活動と同時に、さまざまな協議の場を通じての政策の粘り強い実現の働きかけが大切となり

ます。 

４）地域医療懇談会、学習会、シンポジウム等の開催、地域医療を守る会の結成をすすめ

ます 

病院当局は、意外と地域とのつながりがないものです。病院自体の役割として、地域との連携が

希薄な場合にはなおさらです。最初は困難ですが、そういう状況であればあるほど、地域とのつな

がりを作り出していくのが労働組合の重要な役割となります。 

健康教室（栄養相談、腰痛体操など自分たちの資格を活かした活動）など多様な形態を状況に

応じて工夫しながら、地域の方たちとのつながりを深め、理解を得る中で「地域医療を守る会」、「考

える会」などの結成をめざします。 

その場合、「○○病院を守る会」と狭くしないことが重要です。情勢の中でも強調したように、自己

完結型の医療から地域完結型の医療へと変化しています。自治体立病院の役割も医療連携のコ

ーディネーターとしての役割が増しています。それにあわせ、「○○地域の医療を守る」、「○○地

域の医療を考える」とした方が運動の性格を正しく示すことができます。 

５）国公立公的病院部会に結集して地域医療、自治体立病院の充実発展を求める運動を

展開します。 

具体的には、自治体立病院訪問や自治体首長との懇談、地域の医療問題学習会・シンポジウム

の開催などをすすめます。 

 

２．賃金・労働条件改善、大幅増員で安全・安心の医療実現 

 

１）「能力・成果主義」賃金、地域給の導入など賃金体系の改悪反対、公務員制度改悪反
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対のたたかいをすすめます。 

能力主義、成果主義のねらいと弊害を明らかにし、医療の職場、公務の職場にはなじまないとの

認識を広げます。 

公務員制度改革のねらいを明らかにすると同時に、公務労働、医療労働のあり方や働き方につ

いての見直しを進め、住民・患者理解を広げ、新たな協働のあり方、税金の使い道、地方自治体の

役割についての共通理解を確立します。 

２）大幅増員、安全・安心の病院作りの提案運動に取り組みます。 

看護職員労働実態調査、退勤時間調査などを基に、大幅増員の取組みを職場段階からすすめ

ます。 

医療の安全を病院理念、病院運営の第 1 価値に位置づけさせます。安全・安心の病院作りの提

言を行います。 

３）不払い残業の根絶、違法な宿日直の改善、安全衛生委員会活動の抜本的強化 

 退勤調査の実施とそれを基にした当局との交渉、労働基準局（監督署）への申入れを行います。 

 
３．医療社会保障、平和を守る共同の先頭に 

①「医療・介護労働署名」、②「医療・社会保障署名」、③「憲法署名」の３つの署名を推進しま

す。 

１）医療保険、介護保険制度の改悪反対、充実を求める運動をすすめます。 

全ての組合員に用紙を届け、街頭・病院前等での定期的な署名・宣伝行動を実施するとともに、

外来署名コーナーの設置なども追求します。労組・民主団体、患者・住民組織などにも協力を要請

します。組合員 1人 10 筆（150 万筆）を目標に取り組みます。 

「医療・社会保障制度の拡充」などの課題での広範な団体との共同集会を10月27日（日比谷野

外音楽堂）に開催します。また、11 月 17 日には対政府交渉を開催します。 

第 1 に地域・病院前の宣伝・署名行動を展開し、世論喚起をはかります。第 2 に、自治体訪問、

医療・患者団体、地方議員、労働組合・住民団体との懇談を実施します。第 3 に、地元選出国会議

員への要請・懇談を重視し、現場の実態を知らせ、紹介議員を依頼します。第 4 に、住民との懇談

会・ヒヤリング・アンケートなどにも創意的に取り組みます。 

２）2006 年の医療・介護報酬の同時改訂へ向け、診療報酬・医療介護の提供体制に関す

る政策を確立し、世論の形成と運動の構築を図ります。 

 各自治体をはじめ、医師会、病院、施設訪問活動を行い、医療・介護報酬改定の団体署名を広

げ、世論構築を図ります。 

 中医協委員宛のはがき要請行動を行います。 

３）憲法 9条の改悪、国民投票法案の成立を許さない国民的大運動を展開します。 

 憲法改正の真のねらいは「９条の改悪」です。憲法改正に賛成でも 9 条改正には反対する多くの

人たちとの共同を大切にしながら、「戦争する普通の国家」作りへの道を阻止します。当面する国民

投票法案の阻止をめざします。 
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４．組織の拡大と労組の執行体制、組織、運動の確立を行います。 

職場、地域に見える、存在感を示せる組合運動の展開が求められています。政策提言型の運動

を進める基本も、しっかりした組織と組織運営です。 

当面組合員の 1割拡大、執行委員会の定例化と３つの政策に基づく運動の展開を行います。 

 

５．総学習運動をすすめます。 

 行動の源は、学習にあります。医療情勢や公務員制度をめぐる動き、自治体立病院の経営状況

や再編成・経営形態変更のねらい、医労連の方針などについて全組合員の総学習をすすめます。 
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200５年 月  日 

殿 

○○○県医労連 

○○○労働組合 

 

要請書 

  

患者・地域住民のいのちと健康を守るため奮闘されていることに敬意を表します。 

自治体立病院の経営状況は経常収支で 64％を越す病院が赤字を計上しするなど、引き続き厳

しい状況となっています。しかも、2004年度決算の予測では、急性期型病院でこそ収支改善が見ら

れるものの医師不足ともあいまって地方の中小自治体立病院は、より一層の苦境に立たされていま

す。 

これらの状況の打開策として、今全国の自治体立病院では、経営形態の変更や広域再編の動き

が活発になっています。 

しかし、これらの動きは自治体財政、自治体立病院の経営困難を民間的「合理化」手法の徹底、

「民間への丸投げ」により乗り切ろうとするものであります。 

私たちは、住民要求、住民参加による自治体立病院の理念の再構築とそれを土台にした魅力あ

る病院作りと地域の医療連携、自治体の責任を明確にした保健・医療・福祉の地域ネットワークの

確立と、医師養成増への政策転換をはじめとする抜本的な医師不足対策こそが必要であると考え

ております。 

つきましてはそういう観点から、いくつか要望をさせていただきます。自治体行政に反映していた

だけますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 国・政府、県に対して、自治体立病院が住民の命と健康を守る地域医療の中核的役割を担い

続けていくために必要な施策と財政措置を行うよう要請すること。 

２ 自治体行政における自治体立病院の位置付け、役割を明確にすること。 

それを基に自治体立病院に対する繰り出しルールを明確にすること。 

３ 財政効率、市町村合併優先の自治体立病院の統廃合・再編成は行わないこと。 

４ 保健・医療・福祉の包括医療の推進を図るとともに、その中での自治体立病院の果たすべき

理念、役割を明確にして整備を図ること。 

５ 周辺の自治体、医療機関等と連携・協力し、広域的な保健・医療・福祉のネットワークづくりを

住民要求に基づき住民参加ですすめること。 

６ 自治体立病院の民間移譲・売却、指定管理者制度の導入、地方独立行政法人化は行わな

いこと。経営効率最優先の「合理化」を目的とする地方公営企業法の全部適用は行わないこ

と。  

    以  上 


