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地方公営企業法全部適用の効果について

発 表 者 平塚 孝三 （鹿児島県：枕崎市立病院）

共同研究者 神山 芳文、立石 秀和、中山 俊吾、福元 由利果、柳田 浩子、片平 紗妃、
園田 勝美
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当院は平成２１年４月から地方公営企業法の当

然財務適用から全部適用へと経営形態を移行

し、多くの権限が管理者へ委譲されました。
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公立病院の主な経営形態は、法の当然財務適

用、法の全部適用、地方独立行政法人、公設民

営型で、右に行くほど機動的、弾力的な運営が

可能になるといわれます。
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法の全部適用以後は事業管理者に人事権、契

約権、使用料等の徴収などの権限が委譲されま

した。
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今回その委譲された権限のうち、人事権及び

契約権の効果を検証しました。
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方法です。全部適用前後の職員採用までに要

した期間、採用者数。

市長部局と協議しなければならない医療機器

等の購入に係る契約文書数を比較しました。
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このグラフは、１０年度から２０年度までの職員

採用数を示しています。

この期間、人事権は市長部局の管理下にあり、

病院経営の状況や市職員定数削減方針により、

１２年度から１７年度までは新規採用や退職者の補

充もできない状況でありました。
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そのような状況の中、平成１８年の診療報酬改

定で、看護師の１人当たりの平均夜勤時間７２時

間以内という要件が追加されました。新規採用

はできないため、結局、基本点数が低い算定と

せざるを得ない状況となりました。特別入院基

本料と１５：１とを比較すると年間２，７００万円の収

入減となる試算となりました。
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市長部局との協議を重ね１８年９月にようやく

看護師２名を採用し、１５：１の算定が可能とな

り、１９年１月には看護師を療養病棟から一般病

棟へ配置換え１０：１の算定が可能となりまし

た。

仮に５月に増員できていたら、その４か月間

で１，１００万円の収入増、人件費の３００万円支出増

で、差し引き約８００万円の収益があったと見込ま

れます。
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人事権委譲の結果です。

法の全部適用以後４年間で採用者数１７名、採

用までの期間は平均５３日となっており、必要に

応じ柔軟かつ迅速な対応が可能となり、併せて、

医療従事者不足による医療の質・量の低下防止

にもつながったと考えられます。
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次に契約権の委譲です。

法の一部適用時は、一定額を超える契約につ

いては病院内部のみでは決定できず、市長部局

との協議に時間を要し、迅速な対応ができない

状況でありました。法の全部適用以後は、すべ

て病院内での決定が可能となっています。
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法の全部適用以前はその購入の必要性の説明

や指名業者選定を行うため、市長部局との日程

調整をしなければなりません。さらに、契約ま

での決裁についても本庁まで出向き処理しなけ

ればなりませんでした。

法の全部適用以後は手続き全てにおいて市長

部局との日程調整も不要となり、意思決定の迅

速化と事務処理の効率化が図られているといえ

ます。

―８７５―
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医療機器等の購入契約は２１年度から２４年度ま

での４年間で３２件のうち９件が法の全部適用以

前であれば市長部局との協議が必要でありまし

た。しかし、先ほど説明したように、すべてが

事業管理者の下、購入決定がなされています。

その影響もあってか、法の全部適用以後は高

額な医療機器の購入が増えています。
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結論です。

当院は法の全部適用後、医療従事者確保など

による診療報酬改定等への柔軟かつ迅速な対応

と、事務処理のスピード化がなされており、そ

のことからも今回の法の全部適用への移行の目

的は達成できていると思われます。

これは、市長との信頼関係があること、事業

管理者が委譲された権限を十二分に行使してい

る結果と思われる。
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