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はじめに 

 小泉「改革」の本質は、「新保守主義」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。これがもたらす競争の激化は、利潤の追求

をめざす資本一般の本質であると同時に、多国籍企業化した大資本の要求です。憲法の

改悪、自衛隊の海外派兵など、「（戦争をする）普通の国家」作りはこの延長線上にあり

ます。 

小泉「医療改革」も同じ本質を持っています。改悪の柱は、医療制度改革と医療提供

体制の再編成ですが、前者によって医療界はボディーブローを見舞われ、後者によって

大波にさらわれようとしています。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」が加わります。 

 自治体病院部会は、昨年６月の交流集会以降、運営体制を強化し、自体体立病院をお

そう病院再編成との闘いを重点に、政策作りや対策会議の開催などを行ってきました。 

 政策では、次の３つを提起します。 

 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」（「簡単経営分析」のＥＸＣＥＬシートと企業年鑑の４年分の資料含

む） 

 ③「政策作りの手引き」（「診療報酬の手引き」含む） 

今回の交流集会では、活発な交流を行うと同時に、これらの政策を充分身につけ、全

国で地域医療と自治体立病院を守り発展させる大運動を展開する必要があります。 

 日本医労連が提起する運動方針に結集し、自治労連医療部との共同も追及しながら

（共同アピール参照）、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。 

 

１．情勢の特徴 

 

 （１）全体情勢 
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１）小泉・自公政権の下、①雇用の不安、②生活の不安、③社会保障の不安、④平和の

不安が増しています。 

景気は回復しているといわれますが、雇用（増）なき“景気回復”であり、リストラ

と「中国特需」によるところが大きく、国民、特に地方には景気回復の兆しはないのが

実態です。 

民間給与は６年連続のマイナス、失業率も緩和したとはいえ高止まり状態が続いてい

ます（失業率 5％前後、完全失業者 300 万人超。就業者減＝就職をあきらめる人の増）。 

 10 月から厚生年金の保険料が引き上げられますが、早くも政府や与党内からは、財

政再建を「口実」に消費税率の引き上げ発言が活発になっています（谷垣財務相、与謝

野自民党政調会長等）。 

２）9月 27 日第２次小泉内閣が発足しましたが、小泉首相は内閣改造にあたり、ⅰ)「官

から民へ」「国から地方へ」の徹底、ⅱ)経済の活性化、ⅲ)暮らしの安心と安全の確保、

ⅳ)外交・安全保障・危機管理などの４項目にわたる基本方針を明らかにしました。特

に、「小泉構造改革」の推進では郵政民営化とともに医療保障制度の一体的見直しの推

進が盛り込まれているなど、社会保障制度の抜本見直しと新たな国民負担増を強力に推

し進めようとしています。 

 また、今回の閣僚の多くが、憲法議連に名を連ねるなど「改憲内閣」の色あいが強く、

国政選挙が当面ないなか、０７年の憲法改悪を一挙に推し進める危険性を持っています。 

 

 （２）医療をめぐる情勢 

  

社会保障改革の流れの今日的な特徴は、従来の費用抑制策と規制緩和路線が絡み合っ

ている点です。規制緩和路線は、内閣府、経済財政諮問会議、規制改革・民間開放推進

会議のラインですすめられています。 

 

１）ねらわれる医療における規制緩和 

 総合規制改革会議は 2003 年 12 月に「規制改革の推進に関する第３次答申」を出しま

したが、その中で示された「アクションプラン・１７の重点検討事項」には、①株式会

社等による医療機関経営の解禁、②「混合診療の解禁」、③労働者派遣業務の医療分野

への対象拡大が盛り込まれています。政府は、それを受けて 2004 年 3 月「規制改革・

民間開放推進３ヵ年計画」（「３ヵ年計画」）を策定しました。「構造改革特区」を設

けそこで規制緩和の実績を積み、やがて全体へ広げるという手法なども活用しています。

総合規制改革会議は、今年４月から民間有識者 13 名から構成される規制改革・民間開

放推進会議に衣替えされました。 

①株式会社の病院経営参入 
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改正特区法が 10 月１日から施行され、構造改革特別区域（特区）で株式会社による

医療機関経営が高度医療に限定してはいますが解禁されます。また、株式会社の医療法

人への出資（持分に応じた議決権有り）を認める方向で動いています。注１） 

②「混合診療」の推進 

小泉首相は９月 10 日の経済財政諮問会議で、「混合診療問題ではずいぶん議論してき

た。年内に、解禁の方向で結論を出してほしい」と金子規制改革相らに指示しました。 

規制改革・民間開放推進会議が10 月12 日にまとめた最終答申に向けた基本方針の中

で、「『一定の水準以上の病院』においては、包括的に全ての技術等について、患者の

選択に基づく当該病院の判断により、『混合診療』を解禁する」、「併せて、『一連の

診療行為の中で行う予防的措置、保険適用回数等に制限がある検査』『患者の価値観に

より左右される診療行為』『診療行為に付帯するサービス』や不妊治療など、医療現場

や患者のニーズが極めて高い分野の『混合診療』を直ちに解禁する」としています（日

本医労連の「声明」参照）。 

③医療分野への派遣拡大 

労働者派遣法本体では医師、看護師等の専門職の医療機関への派遣は原則禁止されて

います。ところが、省令改正により今年３月からは、「紹介予定派遣」に限定されてい

るとはいえ派遣が解禁となりました。注 2） 

④外国人医師・看護師による医療行為等の解禁 

この問題は、「３ヵ年計画（04年3月）」の医療・福祉分野の重点施策に挙げられてい

ます。日本の各国家試験に合格した外国人に対する就労については、医師、歯科医師に

ついては６年間、保健師・看護師等については４年間のみのなど制限を課しています。

ところがこれを、「就労地域、施設などの制限無く就労の期間の延長を認めるなど、就

労制限を緩和していく必要がある」としています。ＦＴＡ（自由貿易協定）事前協議に

おいて、交渉相手国から医療分野の人材の受入れの要望があったとして規制緩和に向け

た動きが活発となっています。日本経団連は、本年４月に「外国人受け入れ問題に関す

る提言」を出し、受け入れに向けた環境整備を提案しています（日本医労連の「声明」

参照）。 

 

２）深刻な医師不足 

平成 14 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 75.0％と昨年より 2.6 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、52.0（対前年比

0.7 ポイントの改善）と医師不足は深刻な上、全国平均との格差も拡大しています。 

 全国自治体病院協議会（「全自病協」）が、2003 年３月に行った「医師臨床研修制度

に関する緊急調査の結果について」（対象 1,024 病院・回答 694 病院）によると、24.2％

の病院で医師の引き揚げが行なわれ、その７割以上が 200 床未満の病院であり、31.8％
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の病院が医師確保に「対応困難」と窮状を訴えています（資料参照）。 

 医師不足問題は、慢性的な医師不足に加え、今年４月からの新医師研修制度の実施に

よる影響で深刻さを増しています。 

 2004 年度のマッチングの結果は、医師の西高東低傾向を若干緩和するような結果に

なっていますが、特に不足が深刻な地域の特別対策含めた抜本的な対策が求められます。 

  

３）診療報酬による機能再編と公的医療機関の縮小、医療・介護の改悪 

 厚労省は診療報酬を通じて医療提供体制の再編成を進めてきました。その中身は、機

能分担と機能連携です。 

 これは同時に公的医療機関の縮小・再編成、医療の市場化と密接に結びついています。 

 ①まず、機能分担では大きな枠組みとして 200 床以上の病院は急性期医療、入院中心

に、200 床未満の病院、診療所は慢性期医療、外来に再編をめざしています。問題は、

100 床代の中間型の病院の行方です。 

 今年４月の改定で亜急性期入院医療管理料が新設されたことにより、急性期、亜急性

期（急性期と亜急性期の混合型含む）、慢性期、介護の分化が今後促進されると思われ

ます。 

急性期は平均在院日数 14 日ないし 17 日以内。亜急性期は同 90 日以内。急性期病院

の後方機能と同時に慢性期病院、在宅の後方機能を担うものと思われます。回復期リハ

病棟は特定の疾患の急性期の後方機能を担いますが、在院日数制限は 180 日と亜急性期

よりも長くなっています。 

慢性期の扱いが 2006 年の医療、介護報酬の同時改定の焦点の一つです。医療型の療

養病床が介護保険に移されるのではないかという見方が出ています。医療、介護ととも

に必要な患者を扱う慢性期の機能をどう位置づけ、確立させるのかが課題です。  

急性期への DPC（疾病群別定額払い制）の拡大は必至とみなされていますが、亜急性

期入院医療管理料は定額払いであり、いずれ急性期医療にも定額払い制が拡大されるこ

とは確実です。 

②次に公的医療機関の縮小・再編ですが、国立医療機関は統廃合に続き今年４月から

独法化され、同時に労災病院も独法化されました。いま攻撃の矢面に立たされているの

が健康保険病院と厚生年金病院です。健保病院は財政再建 12 病院が指定され 17 年度ま

での３ヵ年の財政再建中ですが、その結果を見て民間売却を含む措置がとられることに

なっています。厚生年金病院は、「年金財源は年金事業以外には使わない」という方針

の下、来年 10 月に清算業務のための独法を立ち上げ、５年間かけて廃止・売却の措置

をとることになっています。 

 この流れの底流には、「官から民へ」の基本方針があり、やがて「株式会社の医療経

営算入」へと流れ込んでいくものです。 

③政府・与党は、高齢者からの新たな医療保険料の徴収や保険外負担の拡大、国保な
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どの運営主体を都道府県に移すなどの抜本改悪をすすめようとしています。 

来年度には介護保険制度の改悪を行おうとしています。検討内容としては、保険料の

引き上げや 20 歳からの徴収、利用料の引き上げや入所施設の部屋代、食費など（いわ

ゆるホテルコスト）の利用者負担化。要支援、要介護１など比較的軽度の被保険者の利

用制限、障害者支援費制度との統合などです。 

 

 （３）自治体立病院をめぐる情勢 

   

慢性的な経営困難（2002 年度決算で 64.4%の病院で経常赤字）、小泉医療改革や「三
位一体改革」、市町村合併、そして深刻な医師不足などを背景に、いま自治体立病院に

様々な「合理化」攻撃がかけられています。その主な柱は、経営形態の変更と広域再編

などです（詳細は、「緊急要求と取組み」を参照）。 
 

１）経営形態の変更の動き－民間的「合理化」手法の導入がねらい 

変更をめざす経営形態としては、①地方公営企業法の全部適用（「全適」）、②地方独

立行政法人化（「地方独法」。地方独立行政法人法は、2004 年 4 月 1 日施行）、③指定管

理者制度（地方自治法の一部改正が 2003 年 9 月 2 日施行。法第 244 条の 2 の第 3 項で

管理委託制度から指定管理者制度へと移行）、④民間移譲・売却があります。 

全自病協は、その発行する月刊誌（「全国自治体病院協議会雑誌」）2004 年 4 月号で

「全適」の特集を組み、「全適」の全面的導入を呼びかけています。 

しかし、「骨太方針２００４」では、指定管理者制度の積極的な活用、地方公営企業

の民営化・民間移譲・民間委託など地方行革の推進を強調しています。そのねらいは、

公的責任の縮小・放棄です。 

全自病協は「全適」で、「骨太方針」の流れを食い止めたい意向のようですが、経営

形態の変更の裏に民間的「合理化」手法の導入、公的責任の軽減あるいは放棄の思惑が

見え隠れするようでは、同じ流れの上の「泥舟」とならざるを得ません。 

自治体立病院の理念、役割の再構築と住民・患者の視点の再確認が、分水嶺です。 

 

２）広域再編－３省連絡会、県主導の上からの再編の動き強まる 

広域再編では、昨年の 11 月に総務、厚労、文科の３省による「地域医療に関する関

係省庁連絡会議」が持たれ、今年２月に「へき地を含む地域における医師確保等の推進

について」の通知を各県に出しています。その中で、医師確保のための「医療対策協議

会」の開催、自治体立病院の再編・ネットワーク化の推進のための協議会の設置を各県

に要請しています。 

医師不足を医療提供体制の再編成で乗り切ろうということですが、これを受け「地域
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医療の確保と自治体病院のあり方等に関する検討会」が本年５月に設置され、11 月には

「検討報告書」を取りまとめる段取りとなっています（10 月 22 日の第 4回会合で素案

が示されました）。山形（置賜医療圏）、青森（西北五医療圏）、岩手（県立病院再編）

など先行事例の検討を行い、２次医療圏ごとの現状分析を踏まえた具体的な再編・ネッ

トワーク化の導入手順の検討を行っています（総務省の諸資料を参照）。 

医師不足問題では、「医師確保対策検討委員会」を設置し、10 月 22 日に報告書の素案

を出しています。 

これら２つの検討委員会が呼応しながら、医師不足「解消」をテコとした本格的な広

域再編を、「全適」など経営形態の変更とも絡めながら国、県主導で行おうとしていま

す。 

 

３）再編成の枠組みを公的医療機関全体へ 

厚労省は９月に入り、自治体病院など公的病院の再編・統合を認める条件を大幅に緩

和することを決め、11 月には全国に通知するとしています。現行の医療法では、同じ

開設主体の医療機関同士しか統合できませんが、今回の規制緩和で自治体立病院や社会

保険病院などの公的病院に限った特例措置としながらも、統合によって病床数の合計が

少なくなる場合、開設主体が違う病院同士や病床数が過剰な地区の病院への統合も認め

るというものです。設立主体の違いを超えた再編成攻撃の危険性が出てきました。 

 

４）自治体合併による自治体立病院の再編－05年 4月以降も新法成立で予断許さず 

市町村合併は、来年３月末の合併特例期限をめざしすすめられてきましたが、今年５

月に合併新法（市町村の合併の特例等に関する法律）、改正現行合併特例法（市町村の

合併の特例に関する法律の一部を改正する法律）、改正地方自治法（地方自治法の一部

を改正する法律）の「合併三法」が公布されました。これは、来年３月末以降の新たな

合併の枠組みを定めるものですが、都道府県知事の勧告・斡旋による合併協議会設置や

都道府県の境界をまたぐ合併、都道府県の合併にまで踏み込む内容となっており、自治

体合併に伴う自治体立病院の再編の動きは今後ますます予断を許しません（合併の状況

は資料参照）。 

 

５）地方自治体の将来像ぬきに語れない自治体立病院のあり方 

「骨太方針 2004」では、地方への税源移譲額は概ね３兆円と明記されたものの、地

方交付税に関しては、引き続き「地方の歳出を見直し、抑制する」として更なる削減を

めざしています。 

 全国知事会など地方 6団体は、「（国庫補助金、地方交付税、税源移譲の）三位一体改

革」に関連して 3.2 兆円（社会保障関係 9,444 億円含む）の国庫補助金を削減し、税源

移譲を求める案を小泉首相に提出しました。地方 6団体側は税源移譲を伴う地方分権の
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推進をめざしていますが、税源移譲自体不確かな上に、政府は交付税の財源保障機能の

縮小をねらっており、その延長線上に「強い自治体」作りとしての市町村合併が位置づ

けられています。 

 10 月 12日に行われた政府と地方 6団体の協議で、厚労省は国民健康保険、生活保護、

児童扶養手当の補助率引下げで対応するという対案を出しました。 

 中央（政府）と地方（政府）との役割分担、地方自治体、地方分権の将来像をどう描

くのか抜きに自治体立病院の将来も展望できない時代にさしかかっています（「三位一

体改革についての厚労省としての対応」、日本医労連「声明」参照）。 

 

６）公務員制度改革、賃金体系の改悪 

①政府・与党は秋の臨時国会へ法案提出は断念したと報道されていますが、「公務員

制度改革関連法案」の成立へ活発な動きをやめていません。５月には、ⅰ）人事管理へ

の能力・成績主義の導入、ⅱ）特殊法人などを含めた天下りの規制、ⅲ）官民交流のい

っそうの推進を柱にした「法案要綱」を策定しました。また、連合との「政労協議」で、

「労働基本権」問題を暖昧にした形で、関違法案の準備を進めようとしています（ILO

理事会は、2002 年 11 月に日本の公務員制度が IL087 号、98 号条約等が規定する結社の

自由原則に違反していると承認しました）。 

 ②人事院は 8月 6 日、2004 年度の人事院勧告を発表しました。「官民給与はほぼ均衡」

として給与改定ならびに一時金の改定を行わないというものです。結果として３年連続

の引き下げは阻止しました。これは、賃下げ阻止、生活改善を求める運動の反映ですが、

一方では能力給・業績給の推進、地域給の導入（本俸を 20％引き下げた上で地域手当

等で調整）の方向を打ち出しています。 

 

２．運動の重点 

 

（１） 基本的な視点と姿勢 

 
１）医療機能の分担と連携について 

 医療機能の分担と連携は、大枠としては自己完結型の医療から地域完結型の医療への

転換をめざすものであり、機能分担によるより高度な医療の提供、医療連携による面と

しての安全・安心の医療体制の確立という点で一つの発展方向であるといえます。 

 しかし、入院日数の長短に基づく急性期、慢性期、医療と介護の区分は、「必要な医

療が受けられない」、「患者の追い出し」、「たらい回し」等の深刻なひずみを生み出して
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います。 

 入院日数による単純な機能分化に反対するとともに、患者の状態に対応した機能分担

のあり方を提案していきます。 注３） 四病協が提起する「地域一般病棟」は、その一つの方向

であると思われます。「厚生労働省『医療提供体制の改革の基本方向』に対する意見」参照。 

 私たちは、理念なき（点数アップ、収支第一主義に基づく）機能分担・機能の特化に

は、断固反対です。しっかりした医療理念、社会的使命に基づき、自病院の医療資源、

地域の医療ニーズを勘案した上で、自病院の将来方向を確定することが重要であると考

えます。 

 地域の医療連携は、急性期病院中心型ではなく、それぞれの病院の理念と特徴を生か

した病院作りを前提としたものであるべきです。 

 私たちは、医療連携のための自病院内でのしっかりしたシステムの構築、地域での連

携システムの構築を求めていきます。 

 
２）急性期病院における機能連携のあり方 

 医療機能の分担の流れの中で、急性期病院は入院日数の短縮、外来紹介率の引き上げ

を通じて、各種加算点数の取得をめざす傾向にあります。その終局として地域医療支援

病院をめざす病院も増えてきました。 

 入院日数の短縮は、「患者追い出し」問題を深刻にしています。この問題とも関連し

て急性期病院における医療連携問題についての要求を次のように整理したいと考えま

す。 

①高点数化のための入院日数短縮、外来紹介率の引き上げは見直すこと。 

②地域の医療連携作りの実績を先行させること。 

  外来患者の「拒否」、「追い返し」、入院患者の「追い出し」につながらないよう、

また、単なる「紹介」に終わらせないよう、医療機関間の連携の質を高め、一貫した

医療の流れや質が保たれ、患者に安心感を与えられるような実態的な関係作りを先行

させること。 

③自院と直接関係する前方、後方の医療機関との関係だけでなく、地域全体の医療・福

祉の連携のあり方をコーディーネートし、中心的な役割を果たすこと。 

  医療と介護を同時にしかも長期に必要とする患者のホローなど。 

④地域医療連携室の強化を図ること。その際、ＭＳＷの機能を包含すること。 

  現在多くの病院で紹介の受け入れの機能を地域医療連携室が行い、患者の「退院先

探し・紹介」の機能をＭＳＷが行い、両者の機能が分離されているのが現状である。 

両機能を統一し、実態的な関係強化に基づく、患者医療の一貫した確保ができるよ

うにすること。 

⑤クリニカルパス等による機械的な退院判定は行なわないこと。患者の個別症状に応じ

た対応を行うための判定チームを設置すること。 
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３）医師不足問題について 

 医師不足問題は、一医療機関の問題ではなく、社会的な問題であり、行政の失策によ

るものです。市場原理に任せるのでは解決しない問題であり、行政としての抜本的な施

策が必要です。同時に、各位医療機関の努力も必要です。次の基本的観点で臨みます。 
＊今回まとめた諸資料で東北地方を分析すると、病院病床（1万）に対する医学部 1学年定員数が少

ないことが分かります（33.7。全国平均 41.8）。しかも、H15 年度のマッチング結果を分析すると地域

内への残留率が 64.7％と低く、地域への流入・流出比率も 78.3％と流出が上回っています。これが、

医師不足の主要な原因と思われます。 

政府が取ってきた、「1県１医科大学」といった単純な医師養成の方針が、矛盾を深刻にしています。 

都道府県人口の格差が大きいにもかかわらず、１学年定員は 90 名前後となっています。最低基準と

しての意義はあったとしても、それが達成された現在、しかも欧米諸国と比較して依然人口対比の医

師数が格段に少ない現状を踏まえ、地域事情に応じて定員数を上積みすることが必要です。 

また、東北地方は人口密度が低く、その分地域医療を確保するためには病院数や病床数が人口対比

では多くなる傾向にあります。その結果、病床に対する医学部１学年定員や医師数が少なくなってい

ます。深刻な医師不足に対応した柔軟な医師養成計画が必要です。 

 また、残留率の低さ、流出傾向については、医師の大病院志向（根底に医局講座制やその上に立っ

た研修システムの問題あり）や生涯設計（生活・文化上の問題、子弟の教育の問題等）の背景があり、

それに対応した施策が必要です。また、医学部への地元出身者の入学比率の問題もあります。 

    ＊H15 年度のマッチングの結果を見ると、従来大学と民間病院との研修医の獲得比率は７：３で

したが、それが６：４になっています。更に、研修終了後の進路は未知数です。医局の教授の支配力

と権威による派遣は、弱まっていくものと思われます。 

また、スパーローテート方式による研修でプライマリケアをめざす医師がどれほど生まれるかは予

測できませんが、大病院志向だけではない複線型の志向が強まるものと思われます。それぞれの病院

の理念と特色を生かした病院作り、魅力ある研修プログラムの提示が重要になっていきます。その魅

力を作り出していくためにも地域での医療連携が重要です。 

①医療機関の再編論議と絡めず、それ自体として抜本的な対策を取ること 

・深刻な医師不足に対応した養成計画の推進（医師不足が深刻な地域の医学部入学

定員の上積み等） 

・特に不足が深刻な地域への特別措置の実施（医学部入学定員への地元枠の設定・

拡大等） 

 ②県単位での医師確保対策の確立（公立、民間含めた） 

  ・県独自の奨学金制度の確立 
  ・医師のライフステージ・研修意欲に沿った人事政策の確立 
  ・新医師研修制度の整備の援助と中堅医師に対する後期研修制度の確立 
  ・地域医療を確保する観点での大学側への窓口一本化の働きかけ 
  ・医師確保のための統一した機関の設置 
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 ③各医療機関独自の努力 

・「行きたくなる」、「研修したくなる」、「働きがいのある」魅力ある病院作り 

  ・研修含めた他の医療機関との連携強化 

・理念に基づく大学への派遣要請の姿勢（大学側への窓口一本化の働きかけ含む） 

  ・多様な医師確保の方策の検討（研修指定病院の取得、公募制等） 

 ④医師確保問題を検討するための開かれた、民主的な組織の設置 

   関係省庁連絡会は、県ごとに対策協議会を設置する方針です。まったく問題なし

とはしませんが、医師不足問題を検討する機関はとにかく必要です。その場合に、

病院の再編成を前提としない、住民患者代表、関係労働組合にも門戸を開く、多数

決でゴリ押ししない等の位置づけをさせることが必要です。 

 
４）広域再編について 

 現存する医療機関間の連携は、勿論強化するべきものですが、問題はサテライト型の

広域再編に対する対応です。 
私たちは、サテライト型再編は大きな問題点を持っていると考えます。それは、急性

期病院中心の連携だということです。地域の医療連携は地域の実情に応じた多様な形態

があるものであり、それぞれの病院の理念と特徴を生かすものでなければなりません。 
 ところがサテライト方式は、急性期病院中心であり、他はその出先的な位置づけに過

ぎません。急性期医療中心の考え方に基づくものであり、その根底にあるものは、入院

日数の長短による医療機関の機械的な区分けです。 
医療と介護を同時に、しかも長期に必要とする患者の処遇の問題が残りますし、医師

確保の点でも急性期志向の強い医師のみを対象とすることになり、新医師研修制度がめ

ざす多様な医師の確保の方向とも逆行します（「医師確保対策等検討委員会」報告書素

案でも、「再編・ネットワーク化が進めば必ず充分な医師確保が可能となるというもの

ではない」と認めています。山形県置賜地域の例でもサテライト施設への医師派遣の困

難さが報告されています－「山形県医師会報」H16年 3月号）。 
また、いま広域再編の焦点になっている東北地方を資料から分析すると、面積あたり

の病院数、病床数が全国平均と比べきわめて少ないことが分かります。このような地域

で強引に再編･集中を進めれば、患者の利便性はますます悪くなり、受療権の侵害にも

つながりかねません。 
更に資料から東北地方は、200床以上の病院、病床の構成比率が、全国平均よりも高

いことが分かります。サテライト型再編により病院の集中化を進めなければならない特

段の理由はないといえます。 
しかし、運動をすすめるにあたっては、「とにかく反対」とう立場は取りません。労

働組合として具体的抜本的な医師確保対策を別途提起すると同時に、計画については次

の基準を提起し、患者の利便性、地域医療の質の向上、財政効果、計画立案・提案・実
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施における民主的な手続き等の点で点検、評価し、住民運動を展開します。 
①基本的に医師不足問題と絡めないこと（医師不足解消のための抜本的な対策の検討を

せずに、とにかくサテライト方式でしか解決しない式の論議の仕方はしない）。 

②地域連携のあり方としてサテライト方式のみを前提としないこと。 

③地域の医療提供体制の問題点、地域の医療ニーズ、医療の質の向上など、医療提供体

制のあり方の観点から論議すること 

   その際、行政、自治体立病院の果たすべき役割を明確にすること。 

③計画立案の初期の段階から住民参加、労働組合の参加を保障し、患者・住民アンケート

等アセスメントを充分行いながら、計画を具体化すること。 

   患者・住民の利便性、医療の質の向上、財政負担などのメリット、デメリットを充分比較

検討し、民主的に論議をすすめること。 

④労働条件に関わる問題は、別途労働組合と充分協議し、合意を得ること。 

 
５）運動の視点 

 私たちは、医療分野の規制緩和には、医療の公共性、安全・安心の体制を守る立場か

ら反対です。 

日本医師会は、国民皆保険制度を守る、特に、当面は混合診療の解禁、あるいは株式

会社の医療経営参入を防ぐというキャンペーンを11月下旬から12月にかけて全国で実

施するとしています。混合診療問題等に関しては四病協も同じスタンスです。 

厚労省も今のところ、医療経営などへの株式会社の参入など規制緩和には基本的に反

対の姿勢をとっています。 

私たちは、労組としての医療制度、医療提供体制の将来ビジョンを明らかにしながら、

懇談活動・病院訪問などを通じて医師会はじめ広範な諸団体との共同の追求、世論喚起

を進めて行きます。 

 

（２） 具体的な闘いの展開 

 
１）３つの政策を前面にした活動 

①３つの政策の学習を全組合で行います。 

   今回部会がまとめた「政策集」と本集会の「基調報告」とを全組合で学習し、自

治体立病院がおかれた情勢と運動の基本方向、具体的な取組みについて意思統一を

行います。 
②「緊急要求と取組み」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「政策集」に添付しています。それも活用しながら、開設

者、病院当局との話し合いを早急に持ちます。 
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  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「経営分析」と個別「病院政策」作りを「手引き」を使ってすすめます。 

     「CD」の中に全国の自治体立病院の4年間（99年度～02年度）の全データーと「簡単

自治体立病院経営分析」の EXCEL シートが収められています。自分の病院、比較病院

のデーターをコピーしてドロップするだけで分析用の表とグラフができるようになっていま

す。1 時間程度の作業です。全組合で作成し、「政策集」を手引きにして分析を行います。

分析については、部会としての援助も勿論行います。 

   経営分析は、「過去の分析」です。問題点を明確にすると同時に、将来に向けて

の提言を行うのが「病院政策」の提言です。現在問題になっている経営形態問題、

広域再編問題について、「政策集」、「基調報告」で見解を明らかにしています。自

病院、地域の分析を独自にすすめ、「個別政策のモデル（案）」も活用し、政策作り

をすすめます。 
患者アンケート、地域アンケート、地域の開業医への聞き取り調査等を行い、そ

の結果を加味すれば政策の厚みが増すでしょう。 
④「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」をまとめたらそれをいかに活用するかが重要です。１回の「提言のセレ

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。 
⑤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。 
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⑥自治労連医療部会とも共同して地域医療、自治体立病院の充実発展を求める大運動を

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、共同の学習会の

開催などをすすめます。 

   日本医労連、自治労連両委員長名のアピールも出され、両組織の部会間の交流・

連携も深まりつつあります。すでに、先行するいくつかの地方で具体的な運動が進

んでいます。地域医療を守る、自治体立病院を守り発展させる共同の運動を推進し

ます。その場合、話し合いは県医労連と自治労連の県組織を窓口としてすすめます。 
⑦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。 
 
２）賃金・労働条件、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、公務員制度改悪反対

のたたかいをすすめます。 

②安全・安心の病院作りの提案運動に取り組みます。 

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（第 1次ゾーン 10月 22日～27日、第 2次ゾーン 11月 12日～

17 日）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。 

②2006 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。 

③憲法 9条の改悪を許さない国民的大運動を展開します。 
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注 1） 高度な医療に関する指針は高度な医療について、(1)特殊な放射性同位元素を用

いて行う陽電子放射断層撮影装置等による画像診断(2)脊髄損傷の患者に対する神経細

胞の再生および移植による再生医療(3)肺がんおよび先天性免疫不全症侯群の患者に対

する遺伝子治療(4)高度な技術を用いて行う美容外科医療(5)提供精子による体外受精

(6)その他前各号に掲げる医療に類する医療－としています。 

 

注２）紹介予定派遣とは、派遣期間満了時に派遣先･派遣労働者双方が合意した場合には、

その派遣労働者を派遣先が雇い入れることを派遣開始時に約束して行う派遣のことで

す。一般の派遣では、派遣先による事前の面接や履歴書の送付を受けることは禁止され

ていますが、紹介予定派遣の場合は認められます。紹介予定派遣での派遣期間は６か月

以下となっています。 

 
注３） 

厚生労働省『医療提供体制の改革の基本方向』に対する意見 

 
四病協 2002.8 

「全日病ニュース」2003年 4月 1日 
 
■一般病床に含まれる亜急性病棟は「地域一般病棟」が中心   

 
地域一般病棟（病棟機能分化を中心に）   

  
＜病床区分の届出＞   

・医療法改正により平成 15 年８月までに、「一般病床」と「療養病床」の区分を届出なけ
ればならない。 
「一般病床」とは、精神・結核・感染症・療養各病床以外の病床と定義されており、急性

期病床のみを指すものではない。   
・本資料においては、今後の入院医療が病棟単位で機能分化することを基本と考える。   
  
＜急性期入院医療と亜急性入院医療＞   

・急性期病棟の対応する入院医療は急性疾患だけではない。重度の急性疾患（心筋梗塞、

脳動脈瘤破裂、等）はもちろんであるが、悪性腫瘍、高度な専門的手術・治療等も、急性

期病棟の提供する入院医療である。   
 急性期病棟は、重点的かつ高密度な入院医療を提供する病棟であり、基本的には短期入院
である。   
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・それに対し亜急性入院医療は、急性期を過ぎた後なお入院医療を必要とする状態のみな

らず、疾患の程度により急性期初期からの入院医療にも対応できる病棟である。   
 亜急性病棟は、重点的・高密度な医療ではないが、適切な入院医療を提供する病棟である。   
・療養病床は、長期にわたり慢性期の入院医療を提供する病棟である。   
一般病床には、急性期病棟および亜急性病棟が含まれる。   

  
＜地域医療・介護のネットワーク＞   

・高齢者の増加に伴い、地域（一次医療圏もしくは生活圏）においてプライマリーケア・

在宅医療の後方支援、介護施設との連携を主体とする一般病床がより重要となる。この場

合、全人的かつ効率的な入院医療の提供が求められる。   
・このような機能を持つ病棟が、四病院団体協議会の提唱する「地域一般病棟」である。   
「地域一般病棟」は、地域に特化した医療・介護のネットワーク機能を主体とする。   
  
＜今後の入院医療提供体制＞   

・急性期病棟は、重点的かつ高密度な入院医療を提供するため大規模病院（二次医療圏を

主体に整備）、および専門病院（整形外科・脳外科・眼科・耳鼻科等）が主体となる。   
 亜急性病棟は「地域一般病棟」が中心となる。   
・医療法においては、特定機能病院と地域医療支援病院が定められている。   
・移殖医療・稀な悪性腫瘍・遺伝子治療等に代表される高度先進医療は、特定機能病棟が

提供することが望ましい。その場合、現行特定機能病院の一部が特定機能病棟に機能分化

し、他の病棟は急性期病棟に分類される。   
・地域医療支援病院は、複数の急性期病棟により構成される。   
・医療療養病棟は、遷延化した意識障害・重度身体障害・慢性呼吸不全・肝硬変・神経難

病等、医療必要度が高く介護保険施設では対応できない慢性疾患に対応する。   
  
＜地域一般病棟の役割＞   

・地域ケア・在宅ケアを中心とし、利用者の状態を考慮した医療を提供する。   
・急性期病棟からの受け入れ、地域・在宅医療の後方支援を行う。   
  
＜地域一般病棟の機能＞   

・リハビリテーション機能、ケアマネージメント機能を必須とし、24 時間体制で診療を行
う。   
  
＜地域一般病棟の入院対応疾患＞   

・軽～中等度の脳梗塞、肺炎、骨折、脱水等の急性疾患   
・在宅患者の終末期   
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・脳血管疾患・術後等の回復期リハビリテーション   
・その他、亜急性病棟としての対応   
  
＜地域一般病棟の人員基準＞   

・急性期病棟は、現行一般病床の基準を大幅に上回る人員（１：１もしくは１：1.5看護等）
が必要である。   
・地域一般病棟は、急性期病棟からの患者の受け入れ、医療・介護連携における急性期疾

患の受け入れ、リハビリテーション、ケアマネージメントを必須とするため、下記の人員

を必要とする。   
医師・看護要員は現行の一般病床基準以上とする。   
ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等リハビリテーションスタッフ、医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）を

配置する。   
 ＜診療報酬支払い方式＞   

・急性期・亜急性病棟における入院医療は、疾患別・重症度別に入院期間が予測可能であ

る。従って、疾患別・重症度別包括支払い方式（１入院単位）が望ましい。   
「地域一般病棟」の診療報酬は、疾患別・重症度別支払い方式が望ましい。   
・医療療養病棟における入院医療は、状態別分類（医療・看護・リハビリテーション等の

必要度）を用いた定額支払い方式（１日定額）が適する。   
・ただし、このような支払い方式を実現するためには、   
●ケースミックス分類を用いた患者分類（疾患別・重症度別分類、状態別分類、等）   
●コストデータの集積   
●医療の質の評価、アウトカム評価   
等、データに基づいた診療報酬制度の構築が必要である。   
  
＜地域一般病棟の整備による医療の変化＞   

・今後、急性期病棟（重点的かつ高密度な入院医療提供）の整備も重要であるが、地域一

般病棟で対応でき得る入院医療は高齢者の増加とともに増大する。また、過去日本の入院

医療提供体制で大きな役割を担ってきた中小民間病院や、大規模病院の一部病棟が地域一

般病棟になることは、病院施設整備費用・国民入院医療費から見ても効率的である。   
地域一般病棟の整備は、効率的な入院医療の提供に役立つ。   
・次項に、医療密度および入院期間から見た病棟機能分化および地域一般病棟を中心とし

た医療・介護連携を示す。   
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 （図）病棟機能別 医療密度・入院期間  
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プライマリケア外来

一 般 病 床 
・特定機能病棟 

 ・急性期病棟 

療  養  病  床 

・回復期リハ病棟 
・特殊疾患療養病棟 
・緩和ケア病棟

介

 

24 時間、365 日  トータル 

地域支援      ケアサービス 

地域一般病棟 
   （一般病床） 
   ケアマネジメント 

在宅介護サービス
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介 護

保 険 施

療養病

トワーク） 

在 宅 医 療 

  護  施  設 

・介護療養施設 
・介護老人保健施設 
・介護福祉施設 


