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第１ 外部監査の概要 

１ 外部監査の種類 

地方自治法第 252 条の 37 第 1 項の規定に基づく包括外部監査 

 

 

２ 選定した特定の事件（テーマ） 

(１) 外部監査対象 

札幌医科大学の財務事務及び経営管理 

• 札幌医科大学 

（事務局、解剖学第一講座、内科学第一講座、脳神経外科学講座、整形外科学講座） 

• 札幌医科大学医学部附属病院 

• 附属図書館 

• 北海道総務部 

 

(注) 括弧内は監査を実施した事業所等である。 

 

 

(２) 外部監査対象期間 

原則として平成 14 年度（必要に応じて平成 10 年度から平成 13 年度の執行分）とした。このため、本

報告書中の数値は、特に断りのない限り、平成 14 年度（末）のものである。 

 

 

(３) 監査を実施した事業所の選定基準 

監査目的を達成するため、事業内容を勘案して選定した。 
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３ 特定の事件（テーマ）を選定した理由 

平成 15 年度の包括外部監査のテーマは次のような観点から選定した。 

 

札幌医科大学は、昭和 25 年に旧道立女子医学専門学校を基礎に設置され、これまで多くの医療従

事者を輩出するとともに、医学、保健医療の発展と本道における福祉の向上に寄与してきた。 

同大学は、現在、医学部、保健医療学部及び大学院等を有し、教育・研究を行うとともに、札幌医科

大学医学部附属病院（以下、「附属病院」という）は、22 診療科・994 床を有し、高度先進医療や災害時

の受け入れ医療機関などとしても大きな役割を担っている。 

この附属病院については、特別会計を設け、毎年度一般会計からの繰出金を受け運営されてきてい

るが、収入の確保と経費の節減により運営の効率化を図ることを目的に、平成 10 年度から 14 年度まで

を期間とする「経営改善計画」に取り組んできたところであり、平成 15 年 3 月には、平成 15 年度を初年

度とする「新経営改善計画」を策定したところである。 

こうした中で、現在、国の構造改革においては、国立大学の独立行政法人化などによる大学改革、

少子高齢化や医療費の増加に対応した医療制度改革が進められようとしており、附属病院を有する公

立医科大学として、その経営に大きな影響が懸念されることから、これらを踏まえ、札幌医科大学の財務

事務と地方自治法第 2 条第 14 項及び第 15 項の趣旨を達成しているかについて監査を行うこととした。 

 

 

４ 外部監査の方法 

(１) 監査要点 

札幌医科大学について、財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理が法令、条例等に

準拠して実施され、病院事業が常に経済性を発揮するとともに、その本来の公共の福祉を増進するよう

運営されているか。また、将来とも適正な運営を維持していくことが可能か。 

 

 

(２) 監査手続 

監査要点に適合した監査手続を状況に応じて選択した。また、検証の方法は無作為抽出による試査

の方法で行った。 
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５ 外部監査の実施期間 

平成 15 年 7 月 14 日から平成 16 年 1 月 31 日 

 

 

６ 監査の実施体制 

(１) 包括外部監査人 

公 認 会 計 士 籏 本 道 男 

 

 

(２) 包括外部監査人補助者 

税 理 士 千 葉 寛 樹 

弁 護 士 青 木 豪 

公 認 会 計 士 齊 藤 寿 徳 

公 認 会 計 士 富 樫 正 浩 

公 認 会 計 士 五 十 嵐 康 彦 

公 認 会 計 士 富 永 誠 

 

 

７ 利害関係 

包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第 252 条の 29 の規定により記載すべき利害関

係はない。 

 

 

８ 金額単位 

本報告書では、特に断りのない限り、単位未満の金額は切り捨てて表示している。このため、本報告

書中の表は、合計欄の数値と内訳の合計値とが一致しない場合がある。 
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第２ 外部監査対象の概要 

 

１ 札幌医科大学の設置根拠 

札幌医科大学は、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）に基づき、医学及び保健医療に関する学理

と応用とを教授研究するため、札幌医科大学条例（昭和25年北海道条例第4号）により、札幌市に設置

された（その後、条例の全部改正により現に適用される条例は、昭和 31 年北海道条例第 48 号）。 

札幌医科大学学則では、条例を受けて、同大学の目的を「医学及び保健医療に関する学理と応用と

を教授し、その深奥を攻究するとともに、知的、道徳的及び応用的能力に富む人材を育成し、もって地

域社会の福祉の向上と人類の文化の進展に寄与すること」としている。 

 

 

２ 札幌医科大学設置の歴史的背景 

札幌医科大学が設置されてから、既に 50 余年が経過しているが、ここで札幌医科大学の設置（昭和

25 年）に至る背景を遡ってみたい。現在、北海道内の医師養成機関としては、本学のほか国立北海道

大学医学部（大正 8 年設置）、国立旭川医科大学（昭和 48 年設置）の計 3 大学がある。 

これらの大学設置以前においては、明治政府による開拓使医学校等で医育が行われた記録がある

が、いずれも組織的・継続的には行われていなかったようである。その間、北海道への移住者の増加は、

医師不足の認識を強くしていく。 

北海道の取組みとしては、明治１７年の道費（当時は札幌県）による他府県医学校への医師養成委

託制度、明治 30 年の札幌医学校創設計画、明治 38 年の道議会における北海道帝国大学設立建議な

どがあったが、なかなか陽の目を見ず、北海道に念願の医学部ができるのは大正時代の北海道帝国大

学医学部設置まで待たねばならなかった。 

その後、第二次世界大戦による医師の応召、国内の医療事情の悪化に伴い、昭和 20 年に北海道庁

立女子医学専門学校（昭和 26 年廃校）が設立されるが、卒業生を出さぬまま敗戦を迎え、GHQ による

医学教育改革、旭川市との医大設置競争などの混乱が続く。そのような環境の中、北海道の発展を考

えると、保健衛生の確保のためには、北海道における保健医療を担う優秀な医師の養成が不可欠であ

るという認識が各方面に高まり、難産の末、昭和 25 年札幌医科大学が誕生することになった。「地域社

会への貢献」を強調する設立趣旨は、今日の札幌医科大学を考えるうえでも極めて重要である。 
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３ 札幌医科大学の北海道医療における位置付け 

厚生労働省の統計によれば、平成 12 年度の医療機関医療費は全国計で 29 兆 4,333 億円に達し、

うち北海道は 1 兆 6,472 億円（全国比 5.6％、都道府県別では東京都、大阪府に次いで第 3 位）を占め

ている。また、一人当たり実績医療費では、全国平均 369 千円のところ、北海道は 490 千円（山口県に

次いで第２位）となっている。改めて確認するまでもなく、北海道において医療は極めて重要な位置を占

めている。 

北海道における医療の特徴としては、依然として「地域格差」の問題が挙げられる。例えば平成 12 年

度における人口 10 万人当たりの医師数は 203 名（全国平均201 名。道内医師総数は 11,540 名）となっ

ており、東京都以北では最も多いが、札幌市の281名に対して、札幌市以外では166名と道内において

大きな隔たりがある(【表 2-1】参照)。特に、根室管内においては、84 名となっている。医師数に限らず、

医療施設など他の指標でも格差は明確であり、特に高度医療・特殊医療ではその傾向が顕著である。 

このような環境のなか、北海道における医療の教育、診療、研究における札幌医科大学の位置付け

は次のとおりである。 

教育では、2 学部 2 大学院を擁する医科系総合大学として、保健・医療・福祉の連携を担う人材を育

成している。例えば、札幌医科大学卒業医師は、平成 14 年 9 月現在合計 3,859 名で、うち 3,186 名が

道内の 126 市町村に勤務している。道内の医師数に占める比率は 27.6％に達する。全国他大学の医

学部出身者に比較して地元定着率が高いとされているが、札幌市に 2,060 名（うち札幌医科大学に 980

名）が勤務しているという道内での地域偏在には留意しておく必要がある（【表 2-1】参照）。 

診療では、附属病院が道内の医療機関の中核的な存在である。22 の診療科からなり、病床数は 994

床を数えている。特定機能病院としての高度先進医療の開発・提供、ロシアへの国際的な医療支援な

ど広く道民に知られている活動も多い。 

研究は、教育や診療に比較して、道民に馴染みが薄いが、平成 15 年 3 月発行の「札幌医科大学自

己点検・評価報告書」によると、文部科学省科学研究費の採択による取得額は、国公私立医科単科大

学では常にトップクラスである。 

北海道の策定した「北海道保健医療福祉計画」においても、札幌医科大学は重要な位置にある。特

に地域医療確保のための役割は、解決の難しい課題であるが重要である。医療の地域格差、地域偏在

は、最近の医師派遣を巡る諸々の問題の背景ともなっており、道民の関心も高いと言える。地域性を格

段に強調する必要もないが、やはり道立大学としての存在意義が問われている。 
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【表 2-1】医師の分布にみる地域間格差 

札幌市 札幌市以外の道内 北海道合計 項目 
人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 

人口 1,822,300 32％ 3,860,650 68％ 5,682,950 100％ 

医師数 5,117 44％ 6,423 56％ 11,540 100％ 
人口 10 万人 

当たりの医師数 
281 － 166 － 203 － 

札幌医科大学 
出身医師数 

2,060 65％ 1,126 35％ 3,186 100％ 

（資料元）人 口：平成 12 年度国勢調査 

医師数：「北海道保健医療福祉計画改訂版」より平成 12 年末のデータ 

札幌医科大学出身医師数：札幌医科大学事務局提出資料より平成 14 年 9 月 18 日現在のデータ 

 

 

４ 札幌医科大学の沿革 

札幌医科大学の主な沿革は【表 2-2】のとおりとなっている。 

 

【表 2-2】札幌医科大学及び附属病院の沿革 

年月 札幌医科大学 附属病院 

昭和 7 年 3 月  （財団法人北海道社会事業協会附属札幌

病院として開院する。） 

昭和 20 年 4 月 （北海道庁立女子医学専門学校設置） （北海道に移管され北海道庁立女子医学

専門学校附属医院となる。） 

昭和 25 年 2 月 設置認可  

昭和 25 年 3 月 条例公布  

昭和 25 年 4 月 開学 札幌医科大学附属病院に名称変更 

昭和 30 年 9 月 附属がん研究所設置  

昭和 31 年 3 月 大学院医学研究科設置  

昭和 43 年 9 月 附属臨海医学研究所設置  

昭和 58 年 7 月  附属病院新棟第１期工事（病棟、中央部

門、管理部門）落成 

昭和 60 年 7 月  附属病院新棟第２期工事（外来診療棟、救

急部門、リハビリ・麻酔病棟）落成 

平成 5 年 4 月 保健医療学部開設 札幌医科大学医学部附属病院に名称変更 

平成 8 年 4 月  特定機能病院承認 

平成 10 年 4 月 大学院保健医療学研究科開設  

平成 11 年 4 月 附属情報センター設置  

平成 14 年 10 月  高度救命救急センター設置 

（資料元） 「平成 14 年度札幌医科大学要覧」 
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５ 札幌医科大学の概要 

(１) 札幌医科大学の概要 

学部及び学科 

学部名 学科名 修業年限 入学定員 収容定員 

医学部 医学科 6 年 100 名 600 名 

保健医療学部 看護学科 4 年 50 名 200 名 

 理学療法学科 4 年 20 名 80 名 

 作業療法学科 4 年 20 名 80 名 

 

大学院 

研究科名 修業年限 入学定員 収容定員 

医学研究科 4 年 50 名 200 名 

保健医療学研究科 2 年・3 年 30 名 66 名 

 

医学部入学者の状況 

年度 入学者数 うち道内出身者数 道内出身者割合 

平成 10 年度 100 名 76 名 76.0％ 

平成 11 年度 100 名 72 名 72.0％ 

平成 12 年度 100 名 58 名 58.0％ 

平成 13 年度 100 名 64 名 64.0％ 

平成 14 年度 100 名 71 名 71.0％ 

平成 15 年度 100 名 61 名 61.0％ 

（注）北海道内所在の高等学校の卒業生について、平成 13 年度までは 10 名、平成 14 年度以降 20 名

の推薦入学制度がある。 

 

医学部卒業者の状況 

年度 卒業者数 うち道内就職者数 道内就職割合 

平成 10 年度 100 名 82 名 82.0％ 

平成 11 年度 102 名 89 名 87.3％ 

平成 12 年度 100 名 77 名 77.0％ 

平成 13 年度 109 名 98 名 90.0％ 

平成 14 年度 99 名 81 名 81.8％ 

（注）卒業直後は、研修のため母校もしくは周辺の医療機関に在籍するのが一般的であることに留意する
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必要がある。 

 

医師国家試験合格率 

年度 受験者数 合格者数 合格率 全国順位 

平成 10 年度 105 名 101 名 96.2％ 10 位 

平成 11 年度 106 名 97 名 91.5％ 12 位 

平成 12 年度 108 名 97 名 89.8％  7 位 

平成 13 年度 117 名 110 名 94.0％ 24 位 

平成 14 年度 108 名 107 名 99.1％  2 位 

 

 

(２) 札幌医科大学医学部附属病院の概要 

主なデータ（平成 13 年度） 

診療科 22 科（第１内科、第２内科、第３内科、第４内科、神経内科、第１外科、第２

外科、整形外科、脳神経外科、婦人科、産科周産期科、小児科、眼科、皮

膚科、形成外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、神経精神科、放射線科、麻酔

科、総合診療科、歯科・口腔外科） 

病床数 994 床（一般 938 床、精神 50 床、結核 6 床）・273 室 

手術室 13 室 

建物 敷地 23,718 ㎡、中央診療棟・病棟 50,762 ㎡、外来診療棟 13,761 ㎡ 

人員 医師数 214 名、薬剤部門 25 名、看護部門 623 名、検査部門 48 名、放射線

部門 40 名、リハビリ部門10 名、その他職員及び非常勤職員を含めて合計

1,272 名 

患者数等 入院患者延数 310 千名、外来患者延数 477 千名、救急患者延数 9 千名、

病理解剖 55 件、手術件数 5 千件 

患者紹介率 医療法 60.1％、保険法 42.5％（※） 

院外処方箋 外来処方枚数 238 千枚、うち院外 215 千枚、発行率 90.2％ 

その他 特定機能病院、エイズブロック拠点病院、高度救命救急センターなど 

（資料元） 「札幌医科大学自己点検・評価報告書（平成 15 年 3 月）」より要約。 

(※)患者紹介率については、医療法と保険法において定義が異なっているため、両者で計算結果が異

なる。 
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６ 札幌医科大学の会計 

札幌医科大学の会計は、一般会計と附属病院特別会計から構成される。各会計の決算についての

詳細は、別途後述するが、ここでは北海道の財政における札幌医科大学の位置付けを簡単に述べる。 

 

(１) 一般会計 

札幌医科大学のうち大学部分については、北海道の一般会計の中で管理されている。一般会計に

は、北海道の財政のうち特別会計を除く全ての予算が計上されている。このため、大学の収支を把握す

るためには、一般会計の中から、札幌医科大学に関連する勘定科目を抽出しなければならない。 

大学独自の収入については、款「使用料及び手数料」、項「使用料」、目「総務使用料」の中に、節と

して「大学授業料」等が計上されている。 

支出については、款「総務費」の中に「札幌医科大学費」という項が設けられており、物件費について

はこの中で整理される支出がほぼ札幌医科大学関連の支出と捉えることができるが、人件費は款「総務

費」、項「総務管理費」、目「一般管理費」において、節「給料」、「職員手当」及び「共済費」として一括計

上されている(なお、勘定科目体系については下記(3)参照)。 

支出のうち、大学独自の収入で賄えない部分については道の一般財源が充当されるが、一般財源は

支出と対応して管理されるものではないため、札幌医科大学に充当される一般財源の内訳は明示でき

ない。一般財源のうち、道債については起債目的が明示されているため、起債時点における札幌医科

大学関連分を区分することはできるが、償還額の管理は他の道債と一括して行われているため、各年度

における個別の償還額については把握することができない。 

 

(２) 特別会計 

札幌医科大学のうち附属病院部分については、「北海道札幌医科大学医学部附属病院特別会計」

（以下、「特別会計」又は「附属病院特別会計」という）として管理されている。特別会計は、それ自体が

独立した予算及び決算となっているため、特別会計に集計されている収支をもって直接、附属病院の収

支を把握することができる。 

但し、上記(1)にも関連するが、道の特定事業として行われる改良工事等については、札幌医科大学

及び附属病院に関連するものであっても、「札幌医科大学費」及び「附属病院特別会計」には含まれて

いないため、「札幌医科大学費」及び「附属病院特別会計」に集計されている支出をもって札幌医科大

学及び附属病院の支出の全容を示しているとはいえないので注意が必要である。 

例えば、平成14年度については、「すべての人にやさしいまちづくり推進事業」として、大学及び附属

病院の建物について一部改修が行われているが、その支出である 79 百万円は一般会計の款「保健福

祉費」、項「地域福祉費」として計上されており、一般会計の「札幌医科大学費」及び「附属病院特別会

計」には含まれていない。このため、札幌医科大学に係る全ての歳出を網羅するためには、一般会計に
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おいて他費目で計上されている関連支出も別途把握する必要がある。 

 

(３) 勘定科目 

一般会計、特別会計のいずれについても、地方自治法に基づいた「官庁会計」が用いられている。

「官庁会計」では、企業会計にはない独特の勘定科目体系を用いており、札幌医科大学の財務内容の

理解のためにはその内容について把握する必要があるため、勘定科目体系及び代表的な勘定科目に

ついて以下で解説する。 

a . 勘定科目体系について 

地方自治法では、勘定科目を「款」、「項」、「目」及び「節」の 4 つの階層に分けて定めている(地方自

治法施行規則第 15 条)。このうち、「款」、「項」及び「目」については、個々の自治体の特殊性を反映し

て基準とは異なる区分が認められているのに対して、「節」については、28 節からなる区分を基準どおり

に適用しなければならないことになっている。 

北海道における各階層の支出における科目区分は以下のようになっている。 

「款」については、主として道の部局毎に、議会費、総務費等 14 の款に分けられている。 

「項」については、主として各部局内での担当分野毎に定められている。 

「目」については、主として担当分野別の個別政策毎に定められている。 

このように定められた「目」毎に「節」が設けられ、｢節｣については地方自治法施行規則で定められた

28 科目に限定されているので、逆に「節」の科目を基準に各「目」の合計額を把握することも可能であり、

この方法で集計を行うと、企業会計における損益計算書と非常に近い形式となる。 

上記を企業会計の概念に置き換えて説明すると、「款」、「項」及び「目」は機能別分類であり、「節」だ

けが形態別分類となっているということができる。 

 

b. 各勘定科目について 

①使用料 

行政財産の使用又は公の施設の利用に伴って発生する収入の総称であり、札幌医科大学関連

では授業料等が、医学部附属病院関連では診療報酬等が含まれる。 

②需用費 

日常的に費消される物件に係る経費を計上する科目であり、消耗品費(1 件当たり 2 万円未満の

物品及び長期の使用に耐えられない物品の購入費)、燃料費、光熱水費、修繕費、食糧費、賄材

料費(病院における入院患者の給食材料費)及び医薬材料費(病院における医療用に供される消

耗品、薬品の購入費)等が含まれる。このうち、食糧費、賄材料費、医薬材料費、飼料費は別途区

分して費目の総額が把握されているが、他の費目については区分経理が義務付けられていないた

め、各費目毎の総額は集計されていない。 
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③役務費 

地方公共団体が受けたサービスの対価について計上する科目である。 

④委託料 

事務事業の委託に係る支出について計上する科目である。役務費との違いは、役務費が道の

指示により遂行されるのに対し、委託料は業務がある程度受注者の主体的判断で行われる点であ

る。 

⑤工事請負費 

請負契約に基づく工事等に要する経費を計上する科目である。 

⑥備品購入費 

長期間使用する物品の購入に要する経費を計上する科目である（1 件当たり 2 万円以上、かつ

長期の使用に耐え得る物品の購入費)。 

⑦道債・償還金 

道債は、病院の建物の建設や医療機器の購入など多額の投資について、返済が長期に亘る資

金を調達するために北海道が発行する債券であり、一般企業における社債に相当する。償還金は

道債の償還に際して支出するものである。 

⑧一般会計繰入金 

附属病院特別会計における歳出超過額を一般会計から補填する項目である。 
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７ 札幌医科大学の組織 

(１) 組織図 

札幌医科大学の組織図は、【図 2－1】のとおりである。 

組織は、大学院、医学部、保健医療学部、事務局その他に大きく分けられる。 

大学院は、医学研究科と保健医療学研究科から構成されている。医学部は、医学科・附属病院・附

属がん研究所等から構成されている。保健医療学部は、看護学科など 4 科から構成されている。このほ

か、事務局、附属図書館等がある。 

【図 2－1】組織図 

医学科

看護学科

教育研究機器センター

動物実験施設部

理学療法科

作業療法科

一般教育科

附属病院

附属がん研究所

附属臨海医学研究所

大学院

保健医療学研究科

医学研究科

保健医療学部

医学部

事務局

学生部

国際交流部

附属情報センター

附属図書館

札幌医科大学

評議会

    （資料元） 「平成 14 年度札幌医科大学要覧」 
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(２) 職員数 

札幌医科大学の職員数は、【表 2－3】のとおりである。 

専任職員総数は、平成 14 年 6 月 1 日現在で 1,502 名に及ぶが、このうち医学科に 285 名、附属病

院に 856 名、事務局に 237 名が所属している。 

職種別では、教育職に 373 名、行政職に 349 名、医療職に 780 名が従事している。特筆すべきは、

その職種の多様性である。例えば、行政職には、技師・タイピスト・守衛・動物飼育員・司書・調理員・電

話交換手・ボイラー技師・技能員・薬剤補助員・看護助手など 16 職種（一般事務職を除く）がある。また、

医療職には、獣医師・栄養士・臨床工学技士・臨床検査技師・衛生検査技師・薬剤師・看護師・助産師

など 15 職種がある。職種的な多様性は、医療の専門分化から止むを得ない面も確かにあるが、業務の

効率化の観点からは硬直的な組織を後押しするという弊害がある。 

また、特に教育職については、人件費の一般会計と特別会計の区分において運営上重要な問題を

提起するが、これについては後述する。 

 

【表 2－3】職員数（専任職員）（平成 14 年 6 月 1 日現在） 

職種 医学部 （うち附属

病院） 

保 健 医 療

学部 

事務局 その他 合計 

教育職 309 （35） 62 0 2 373 

行政職 106 （72） 0 226 17 349 

医療職 769 （749） 0 11 0 780 

合計 1,184 （856） 62 237 19 1,502 

（資料元） 「平成 14 年度札幌医科大学要覧」より要約。 

 (注)上記は所属に基づく分類であり、後述する各種の分析において用いられる会計区分別の負担に

基づく分類とは人員が異なる。 

 

 

(３) 所在地 

札幌医科大学      札幌市中央区南１条西 17 丁目 
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第３ 財務内容の分析 

１ 年次比較分析 

(１) 概要 

「第２ ６ 札幌医科大学の会計」で述べたとおり、札幌医科大学の会計は、大学が北海道一般会計、

附属病院が特別会計として管理されている。各会計については、毎年歳入歳出予算及び決算が作成さ

れている。 

本章における分析では、歳入歳出決算の数値を用いて、札幌医科大学及び附属病院の経営成績、

財政状態及び収支の推移状況を分析する。分析に際しては、札幌医科大学事務局において作成して

いる「歳入・歳出 決算額調」をもとに札幌医科大学(一般会計)、附属病院(特別会計)それぞれの歳入・

歳出を集計し、収支差額及び諸比率を算定することによって札幌医科大学及び附属病院の採算性、経

済性及び効率性を検討する。 

なお、既述のとおり、我が国の府省庁及び地方公共団体が採用する「官庁会計」においては、その報

告様式は一般の企業会計と大きく異なっているため、単純に抜粋・記載するだけでは採算性は判断し

にくい。そのため、以下の分析においては、特に支出について、節を基準に集計することで、企業会計

方式に近い様式で記載している。 
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(２) 札幌医科大学収支計算書( 一般会計) の分析 

平成 10 年度以降 5 年間の札幌医科大学（一般会計）の収支の状況は以下のとおりである。 

【表3-1】札幌医科大学（一般会計）収支推移表             （単位：百万円） 

 科               目 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 

Ⅰ．経常的収入           

 １．使用料及び手数料 613 630 635 653 679 

 ２．その他収入 256 253 272 235 241 

  経常的収入合計 869 884 907 889 921 

Ⅱ．経常的支出           

 １．人件費（※1) 5,813 5,893 5,923 5,987 5,947 

 ２．物件費           

  （１）旅費 110 107 100 103 100 

  （２）需用費 675 826 767 785 810 

  （３）役務費 42 212 43 46 45 

  （４）委託料 452 569 622 584 754 

  （５）使用料・賃借料 170 258 328 351 359 

  （６）その他 7 7 7 7 7 

   物件費合計 1,459 1,982 1,871 1,877 2,078 

  経常的支出合計 7,272 7,876 7,794 7,864 8,025 

  経常収支差額 -6,403 -6,992 -6,887 -6,974 -7,104 

Ⅲ．資本的支出           

 １．工事請負費 8,791 88 131 10 9 

 ２．備品購入費 883 451 341 334 321 

  資本的支出合計 9,675 540 473 345 330 

 経常収支差額＋資本的支出 -16,079 -7,532 -7,361 -7,320 -7,434 

Ⅳ．資金調達・返済（※2）      

 １．一般財源 16,081 7,538 7,365 7,326 7,440 

 ２．利子･割引料 -2 -6 -4 -5 -5 

  資金調達・返済合計 16,079 7,532 7,361 7,320 7,434 

（資料元）歳入項目については各年度の「収入予算に対する収入済額増減調書」から抜粋した。 

歳出項目については各年度の「札幌医科大学費 歳出事業別・節別決算調べ」を包括外部監

査人が節を基準に再集計した。 

なお、各科目性質別に「経常収支」、「資本的支出」及び「資金調達・返済」の各区分に組み替

えている。 

（※）１．人件費のうち給料・職員手当等・共済費は款「総務費」、項「総務管理費」、目「一般管理費」に

計上されるため、上記「札幌医科大学費 歳出事業別・節別決算調べ」には集計されない。また、

退職手当額についても同様に集計されない。 
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このため、包括外部監査人が事務局に別途集計を依頼した金額を利用している。 

２.資金調達・返済については、札幌医科大学に係る道債の償還額が個別に把握できないため、

起債・償還を含めて「一般財源」に含めて表示している。 

 

<一般会計の分析> 

 （全体的状況） 

大学独自の収入はここ数年 869～921 百万円であるのに対し、経常的支出は 7,272～8,025 百万

円であり、大幅な支出超過状態となっている。また、平成 10 年度には基礎医学研究棟が竣工したた

め、9,675 百万円の資本的支出が発生しており、このような施設の更新に係る支出も道の一般財源か

ら支出されている。 

大学収入の主なものは、学生が負担する授業料、研究生が負担する攻究料、入学者の入学金及

び入試受験者の入学検定料等であり、その他企業からの委託研究等に係る収入である「受託事業

収入」等が計上されている。公立大学の納付金（学費）は、条例によって設置者である自治体が定め

ることができるが、概ね国立大学の納付金水準を目安に設定されるため、国立大学に近い水準とな

る。札幌医科大学においても、医学部の納付金は年間 496 千円と定められており、私立大学の文系

学部よりも低く、私立大学の医学部と比較すると、大幅に低い水準となっている。これに対し、医学部

の運営費は、使用する医療機器等の設備に大きな違いがないことから、国公立大学が私立大学より

も大幅に低くなるということはなく、学費が低い分を国庫又は地方財政が補填して、医師を育成して

いるということができる。札幌医科大学の場合は、大きな資本的支出のない年で 7,000 百万円程度の

一般財源が使用されており、毎年約 7,000 百万円の道民負担によって、医師等の育成に当たってい

るということができる。 

大学の収入は、上記のような構造であるため、学生数×一人当たり納付金でほぼ水準が決まって

しまう。学生数については、定員が定められているため（「第２ ５ （１）札幌医科大学の概要」参照）、

定員の増加や納付金の値上がない限り、毎年ほぼ一定額となる。これに対し、支出は、大学の運営

及び施設の維持管理に係る費用であるため、年々の経済環境や、運営方針の変更等の影響を受け

て増減する。 

収入の分析のために、包括外部監査人は、収入を「経常的収入」と「資金調達」に分解した。「官庁

会計」においては、単年度収支主義が採られているため、各事業の運営により直接的に生じる収入と、

当該事業の運営により不足する資金を填補するための収入を区分することなく、全ての収入と支出を

対比させてバランスをとる構造になっているが、これでは、当該事業の運営によって生じる資金の過

不足が明確にならないため、収入を分解することでこれを明らかにすることとした。 

また、支出の分析のために、包括外部監査人は、支出を「経常的支出」、「資本的支出」及び「資

金返済」の 3 つに分類することとした。これは、企業会計で作成される「キャッシュ・フロー計算書」に

おける「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によ

るキャッシュ・フロー」の区分を参考にしたものである。なお、備品購入費については、一般企業にお
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ける固定資産の取得に当たるとの判断から、資本的支出としたが、一般企業の資産計上基準が 100

～200 千円であるのに対し、道の会計規則上備品購入費とされる基準は 20 千円であり、一般企業で

は消耗品として購入した年度の費用とされるものが備品購入費として処理されているという実態があ

る。このため、備品購入費についても、相当部分が経常的支出を構成する可能性もあることを付言し

ておく。 

 

（収入の状況） 

全国的に少子化が進む中、医科系総合大学として最先端の教育研究施設を備え、質の高い教育

方針が医学を目指す学生に浸透していることがいえる。【表 3-2】のとおり、平成 10 年度と平成 14 年

度の志願者数の比較においてもわずかながら増加しており、近年志願者倍率が低下する大学が多

い中、医学部では約 10 倍、保健医療学部でも約 4 倍を維持している。 

  

【表 3-2】 札幌医科大学志願者比較（平成 10 年度及び平成 14 年度）     （単位：名） 

区分 平成 10 年度 平成 14 年度 増加人数 増加割合 

志願者数 1,314 1,383 69 5.3％ 

（資料元）事務局作成資料より抜粋。医学部及び保健医療学部の合計人数である。 

 

（支出の状況） 

経常的支出において、全期間を通じて金額が最も大きいのは人件費で、経常的支出のうち 75％

程度を占めている。この 5年間を見ると、年々わずかずつ増加しており、平成 14 年度は平成 10 年度

に比べて 134 百万円増加している。 

経常的支出のうち物件費の主な内容は大学の運営費及び施設の維持管理費である。物件費も

年々増加する傾向にあり、平成 14 年度は平成 10 年度に比べて 619 百万円も増加している。物件費

の主なものは、需用費、委託料、使用料・賃借料である（勘定科目の説明については、「第２ ６ 札

幌医科大学の会計」を参照のこと）。 

需用費の平成 11 年度の増加は、平成 10 年度末に基礎医学研究棟が竣工し、平成 11 年度から

共用を開始したことに伴い、図書等の物品の購入並びに燃料費及び光熱水費の増加があったため

である。また、ここ数年の増加傾向は、購入する物品の単価下落によるものもある。すなわち、会計処

理上のルールで、購入する物品の単価が 2 万円未満になると処理科目が備品購入費から需用費に

なるため、購入する物品の単価が小さくなると、需用費が増える結果となる。現に、備品購入費は減

少傾向を示しており、需用費と備品購入費を合計すると、直近の 3 年間はほとんど変化していないと

いうことができる。 

委託料は、基礎医学研究棟の供用が開始された平成 11 年度に大幅に増加し、その後若干の増

減があったのち、平成 14 年度に著増している。平成 14 年度の著増原因は、保育所の運営費 191 百
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万円の増加であり、内容については次章において別途検討するが、委託先の変更に伴う臨時的なも

のである。この要因を除けば、委託料はほぼ前年並みである。 

使用料・賃借料については、新棟(情報センター)の各システム・ネットワークが段階的に整備されて

おり、それに応じて使用料が増加しているものである。 

また、例年 45 百万円前後の推移を示す役務費が平成 11 年度に大幅に増加している原因も、基

礎医学研究棟への荷物の搬入業務があったためである。 
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(３) 札幌医科大学医学部附属病院収支計算書( 特別会計) の分析 

平成 10 年度以降 5 年間の札幌医科大学医学部附属病院（特別会計）の収支の状況は以下のとおり

である。 

【表3-3】札幌医科大学医学部附属病院（特別会計）収支推移表   （単位：百万円） 

科           目 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 

前期繰越資金（※１）     ① 291 510 913 910 443 

Ⅰ．経常的収入           

 １．使用料及び手数料 13,880 14,997 15,165 15,338 15,902 

 ２．その他収入 287 261 302 260 281 

  経常的収入合計      ② 14,168 15,258 15,468 15,599 16,184 

Ⅱ．経常的支出           

 １．人件費 10,385 10,338 10,174 10,317 10,044 

 ２．物件費           

  （１）旅費 21 14 14 12 11 

  （２）需用費 6,713 6,695 6,554 6,479 6,616 

    ①医薬材料費 5,653 5,667 5,589 5,580 5,729 

    ②その他 1,060 1,028 965 899 887 

  （３）役務費 112 116 109 106 114 

  （４）委託料 1,625 1,662 1,575 1,546 1,555 

    ①診療諸費 1,033 1,058 1,035 1,047 1,094 

    ②建物維持管理費 591 597 540 498 458 

  （５）使用料・賃借料 251 211 208 222 220 

  （６）その他 44 34 103 123 170 

   物件費合計 8,769 8,734 8,566 8,491 8,689 

  経常的支出合計     ③ 19,154 19,072 18,741 18,808 18,733 

  経常収支差額 ④＝②-③ -4,986 -3,813 -3,272 -3,209 -2,549 

Ⅲ．資本的支出           

 １．工事請負費 819 265 10 26 2 

 ２．備品購入費 795 713 526 432 458 

  資本的支出合計     ⑤ 1,615 979 536 459 461 

 
経常収支差額＋資本的支出 

             ⑥
-6,601 -4,792 -3,808 -3,668 -3,010 

Ⅳ．資金調達・返済           

 １．一般会計繰入金 7,676 6,695 5,495 5,022 4,943 

 ２．道債 1,162 605 455 364 1,710 

 ３．償還金、利子･割引料 -2,017 -2,104 -2,144 -2,183 -3,395 

  資金調達・返済計    ⑦ 6,820 5,196 3,806 3,202 3,258 

次期繰越資金（※1） 
         ⑧＝①＋⑦－⑥ 

510 913 910 443 690 

（資料元）収入項目については、「附属病院新経営改善計画」（平成 15 年 3 月札幌医科大学）から抜
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粋した。 

支出項目については、各年度の「歳出事業別・節別決算調べ」を包括外部監査人が再集計

し、各科目性質別に「経常収支」、「資本的支出」及び「資金調達・返済」の区分に組み替え

ている。 

（※）１.特別会計では、余剰資金について独自で繰越が認められているため、期末の繰越資金が存在

する。 

 

<特別会計の分析> 

（全体的状況） 

附属病院の経常的収入は主として診療報酬であり、ここ数年は患者数の増加を反映して年々増

加傾向にある。これに対して、経常的支出は委託料の低下により若干低下してきており、この結果、

経常収支差額のマイナス額は徐々に縮小してきている。とはいえ、平成 14 年度で 2,549 百万円の経

常収支のマイナスであり、病院の運営費を診療報酬だけでは賄えていない状況である。 

医科大学の附属病院は性質上、単に診療活動を行うのみならず、学生の教育活動や、大学の研

究活動も同時に行っており、一般病院に比べてコストがかかる体質であることはある程度理解できる

が、支出内容を見る限り、経常収支マイナスの原因は支出額が最大である人件費の負担が大きすぎ

ることにあるようである。経常収支マイナスの解消には、収入のアップか、支出の削減が必要であるが、

収入アップについてはこれまでの伸び率から判断して、現状の経常収支マイナスを全て吸収するの

は短期的には困難である。そうなると、人件費の削減が不可欠であり、収入アップと共に業務の見直

しによる人員削減を行うことができれば、収支不均衡のさらなる改善が可能となる。 

しかし、附属病院の職員も道の職員（地方公務員）であるため、法律で身分保障がされていること

から、業務を外部委託し、これらの業務に従事していた人員を他職種へ職務換えや他部門への配置

転換を行ったり、定年又は自己都合退職により削減することは可能であるが、解雇による多数の人員

削減は困難である。この点については次章において詳細に検討することとする。 

 

（経常的収入の状況） 

経常的収入は、患者数の増加を反映して、ここ 5年間増加傾向にある。附属病院では、平成 11 年

度に総合診療科の設置、平成14年度には高度救命救急センターを設置する等、一貫して診療範囲

の拡大を続けていることが、患者数の増加につながっているものと思われる。 

また、近年は医療保険制度の改革もめざましく、大きな流れとして、大病院と中小病院の機能を明

確に分化させる方向で改革が進んでいる。このため、札幌医科大学でもこれに対応すべく、高度医

療を提供する紹介患者を増加させてきている。この結果、診療報酬が上がってきていることも要因で

ある。 

患者数の増加は、附属病院が大学附属総合病院として高度先進医療や診療体制の整備により道

民の需要に応えていることの現れであるともいえる。【表 3-4】によれば、入院患者数及び外来患者数
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ともに平成 10 年度と平成 14 年度を比較すると、入院患者数では 3.8％、外来患者数では 9.3％増加

しており、北海道における地域医療において重要な役割を担っていることがわかる。 

  

【表 3-4】 入院患者及び外来患者比較（平成 10 年度及び平成 14 年度） （単位：名） 

区分 平成 10 年度 平成 14 年度 増加人数 増加割合 

入院患者数 296,114 307,550 11,436 3.8％ 

外来患者数 422,378 461,565 39,187 9.2％ 

（資料元）平成 10 年度実績については「附属病院新経営改善計画」より。平成 14 年度実績につい

ては事務局作成資料より抜粋。 

 

（経常的支出の状況） 

経常的支出における主要項目は、人件費、需用費のうちの医薬材料費及び委託料である。人件

費の経常的支出に占める割合は約 54％でほぼ一定しているが、長期的には低下傾向にあり、平成

14 年度は平成 10 年度に比べて 341 百万円減少している。 

医薬材料費については診療活動に比例するが、薬剤等の選択によってある程度の低減は可能で

ある。また、これまでは使用した薬剤毎に決められた薬価に相当する保険給付がなされていたが、医

療保険制度の改革により、疾病別の診療報酬制度に改められることとなったため、病院としては、特

定の疾病を治癒するためにかける原価をいかに低減するかが、経営の良否を左右することになり、診

療報酬（使用料及び手数料）に占める医薬材料費の割合は年々僅かながら低下の傾向にあり、平成

10 年度の 40.7％に対して平成 14 年度は 36.0％となっている。 

なお、医薬材料費と人件費との合計額のみをもっても、平成13年度までは経常的収入を上回る水

準であったが、診療収入の増加、医薬材料費及び人件費合計額の減少により、平成 14 年度にはや

っとこれを下回る状態となっている。 

委託料は、診療に係るものと建物保守点検に係るものに分けられる。診療に係る主なものは、医療

情報総合システムの運用委託料で、全体の約 5 割を占める。その他、窓口での請求業務委託料、医

療機器の保守点検委託料、血液等検査委託料が例年 100 百万円以上の委託項目である。建物保

守点検に係る主なものは、清掃業務及び医療廃棄物処理業務の委託で、特に清掃業務の委託料

については平成 10 年度が 195 百万円であったものが年々低下し、平成 13 年度では 120 百万円、

平成 14 年度では 77 百万円まで低下している。一方、医療廃棄物処理業務については、平成 10 年

度から 13 年度までは約 80 百万円前後で推移していたが、平成 14 年度に 105 百万円に増加してい

る。 
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（資金調達・返済の状況） 

経常収支マイナスの縮小傾向から、一般会計繰入金は、平成 10 年度の 7,676 百万円をピークに

減少傾向にあり、平成 14 年度の一般会計繰入金は、4,943 百万円となっている。 

また、附属病院に係る平成 15 年 3 月末日現在の道債残高は、11,618 百万円である。主な借入先

は、6,426 百万円が資金運用部（財投資金）であり、4,668 百万円が市中銀行となっている。このうち、

資金運用部からの借入については、繰上返済が認められていないため、過去の高金利の借入がそ

のまま残る構造になっている。平成 15 年 3 月末日現在の残高のうち、利率が 6～7％のものが 724

百万円あり、7％を超えるものが実に 4,069 百万円もある。この結果、平成 14 年度における償還金・

利子（公債費）は、3,392 百万円であるが、このうち利息が 597 百万円、元金は 2,794 百万円という状

況である。 

さらに、平成14 年度には新規の道債 1,710 百万円が発行されているが、このうち、1,346 百万円は、

過去に発行した道債の借換額であり、上記償還元金 2,794 百万円のうち、実際に返済されたのは

1,448 百万円のみということになる（道債に係る数値は事務局作成資料より）。 
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２ 他の公立医科大学との比較 

(１) 札幌医科大学( 一般会計) と他大学との比較分析 

前節における収支計算書推移比較だけでは科目別残高増減は把握できても、効率性の判断が有効

に行えない。そこで、全国の公立大学のうち札幌医科大学の学部（医学部及び保健医療学部）と同学部

（医学部のみ、又は医学部と看護学部）を有する大学との諸比率比較を実施し、それらを判定する。なお、

全国には国立大学が 82 校、公立学校が 78 校、私立大学が 530 校（平成 15 年 11 月現在）あるが、設置

団体別又は学部等により歳入歳出決算書、計算書類の内容に大きな違いがあることからその全てとの比

較ではなく、公立大学のうち同学部を有する大学に限定している。 

 

a . 医学部の比較 

【表 3-5】札幌医科大学医学部と他の公立大学医学部の財務数値との比較 

大学名（※１） 

区分 札幌 
医科大学 

福島県立 
医科大学 

京都府立 
医科大学 

奈良県立 
医科大学 

和歌山 
県立 

医科大学 

他大学 
平均 

基礎数値 単位 注             

 一般財源額 百万円 （※２） 5,858 3,829 4,280 4,126 2,820 3,764 

 独自収入額 百万円 （※２） 563 453 589 1,069 360 618 

 支出総額 百万円   6,421 4,282 4,870 5,192 3,181 4,382 

  うち物件費 百万円  2,009 1,321 981 1,429 840 1,143 

  うち人件費 百万円  4,412 2,961 3,888 3,763 2,341 3,239 

 学生数 人 （※３） 781 564 970 661 454 662 

 教員数 人 （※４） 248 208 292 281 85 217 

 職員数 人 （※５） 158 97 133 86 50 92 

分析指標                

 
学生 100 人当たり
教員数 

人   32 37 30 43 19 32 

 
学生 100 人当たり
職員数 

人   20 17 14 13 11 14 

 
学生一人当たり
支出総額 

千円   8,222 7,592 5,021 7,855 7,007 6,869 

 
学生一人当たり
住民負担額 

千円 （※６） 7,500 6,790 5,664 7,148 6,211 6,453 

 
支出総額対 
人件費比率 

   68.7% 69.1% 79.8% 72.5% 73.6% 73.9% 

（資料元）「平成14 年度 公立大学実態調査表」（公立大学協会）より抜粋した（なお、財務データは予算

であるため、「1 年次比較分析」の決算数値とは一致しない）。 

（※）１．公立大学のうち、医学部を設置する大学を抜粋している。なお、医学部を有していても総合

大学は他学部が多く同列で比較できないため除いている。 
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２．独自収入額とは、大学収入（入学検定料、入学料、授業料、その他）と寄附金収入及び補助

金の合計である。札幌医科大学と福島県立医科大学については、総収入を学生数で医学部

と保健医療学部又は看護学部に按分している。また、当該 2 校については、差引で一般財

源額を算定している。 

３．学生数は平成14 年 5 月 1 日現在のものであり、学部学生のほか大学院学生、専攻科学生、

聴講生、研究生等含む。 

４．教員数については、平成 14 年 5 月 1 日現在の教授、助教授、講師、助手数の合計を記載し

ている。非常勤講師は含まない。 

５．職員数については、平成 14 年 5 月 1 日現在の本務者数を記載している。（札幌医科大学の

職員数は、各会計の負担区分に基づいており、一般会計については医学部と保健医療学部

が区分されていないため、特別会計負担の職員を除いた上で両学部の教員数及び学生数

によって按分している。） 

６．「一般財源額÷学生数」で計算している。 

 

（分析結果） 

比較した 5 校の中で、札幌医科大学は、学生数が京都府立医科大学に次いで 2 番目である

が、収支額では規模が一番大きい。これに伴って、教員及び職員数も多くなっており、学生 100

人当たりに置きなおして比較すると、教員については、ほぼ平均的であるが、職員については平

均の 14 人に対して 20 人と、若干高いことが分かる。 

学生一人当たり支出総額は、学生を一人教育するのにいくら掛かるかを示すが、札幌医科大

学は他大学平均よりも 1,353 千円高く、8,222 千円となっている。 

学生一人当たり住民負担額は、上記の学生一人当たり支出総額から、学生が負担する入学

金や学費等を差し引いた一般財源（すなわち道民）の負担額を示すが、ここでも札幌医科大学

の 7,500 千円は他大学平均 6,453 千円を上回っており、道民負担が大きくなっていることが分か

る。 

また、支出総額に占める人件費の割合は、各大学で 70％前後となっており、公立医科大学の

財務においては構造的に人件費割合が高いということが分かる。なお、札幌医科大学について

は 68.7％で、平均をやや下回るがこれをもって即座に人件費率が低いということではない。札幌

医科大学は物件費も他大学より圧倒的に多く、それが相対的に人件費率を下げているに過ぎな

いことに留意すべきである。 
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b. 保健医療学部の比較 

【表 3-6】札幌医科大学保健医療学部と他の公立大学保健医療学部の財務数値との比較 

大学名（※１） 

区分 札幌 
医科大学 

福島県立 
医科大学 

山形保健 
医療大学 

愛知 
看護大学 

兵庫 
看護大学 

他大学 
平均 

基礎数値 単位 注             

 一般財源額 百万円 （※２） 1,173 1,402 788 655 837 920 

 独自収入額 百万円 （※２） 340 275 194 209 310 247 

 支出総額 百万円   1,513 1,677 982 864 1,147 1,168 

  うち物件費 百万円  241 659 369 168 286 371 

  うち人件費 百万円  1,272 1,018 613 696 861 797 

 学生数 人 （※３） 471 343 285 364 490 371 

 教員数 人 （※４） 62 46 49 55 67 54 

 職員数 人 （※５） 44 59 13 19 22 28 

分析指標                

 
学生 100 人当たり
教員数 

人   13 13 17 15 14 15 

 
学生 100 人当たり
職員数 

人   10 17 5 5 4 8 

 
学生一人当たり
支出総額 

千円   3,212 4,889 3,446 2,374 2,341 3,262 

 
学生一人当たり
住民負担額 

千円 （※６） 2,491 4,087 2,765 1,799 1,708 2,590 

 
支出総額対 
人件費比率 

   84.1% 60.7% 62.4% 80.6% 75.1% 68.3% 

（資料元）「平成14 年度 公立大学実態調査表」（公立大学協会）より抜粋した（なお、財務データは予算

であるため、「1 年次比較分析」の決算数値とは一致しない）。 

（※）１．公立大学のうち、保健医療学部又は看護学部を設置する大学を抜粋している。 

２．独自収入額とは、大学収入（入学検定料、入学料、授業料、その他）と寄附金収入及び補助

金の合計である。札幌医科大学と福島県立医科大学については、総収入を学生数で医学部

と保健医療学部又は看護学部に按分している。また、当該 2 校については、差引で一般財

源額を算定している。 

３．学生数は平成14 年 5 月 1 日現在のものであり、学部学生のほか大学院学生、専攻科学生、

聴講生、研究生等含む。 

４．教員数については、平成 14 年 5 月 1 日現在の教授、助教授、講師、助手数の合計を記載し

ている。非常勤講師は含まない。 

５．職員数については、平成 14 年 5 月 1 日現在の本務者数を記載している。（札幌医科大学の

職員数は、各会計の負担区分に基づいており、一般会計については医学部と保健医療学部

が区分されていないため、特別会計負担の職員を除いた上で両学部の教員数及び学生数
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によって按分している。） 

６．「一般財源額÷学生数」で計算している。 

 

（分析結果） 

5 大学の比較では、学生数、教員数には大きなばらつきが見られないが、職員数は札幌医科

大学と福島医科大学が多くなっている。学生 100 人当たりに置きなおして比較しても同様で、教

員については、ほぼ平均的であるが、職員については福島県立医科大学が 17 人と突出して高く、

同大学を除くと、札幌医科大学は他大学の約 2 倍の職員数であることが分かる。 

また、収支規模においては札幌医科大学と福島県立医科大学が他の 3 大学よりも大きくなっ

ている。これは、当該 2 大学が医学部と保健医療学部又は看護学部を併せ持っているのに対し、

他の3大学は単科大学であり、複数学部を持つ大学は、単科大学よりも全体的な規模が大きくな

る傾向を示しているといえる。 

札幌医科大学の学生一人当たり支出総額（3,212 千円）及び学生一人当たり住民負担額

（2,491 千円）は、他大学平均とほぼ同等であり、運営の効率は平均的であると思われる。 

また、支出総額に占める人件費の割合は、他大学平均の 68.3％に対して、札幌医科大学は

84.1％と高くなっている。 
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(２) 札幌医科大学医学部附属病院( 特別会計) と他大学附属病院との比較分析 

「(1)札幌医科大学（一般会計）と他大学との比較分析」と同様に、全国の公立大学及び公立大学のう

ち医科系大学附属病院（下記表（※１）参照）の諸比率平均との比較分析を実施する。 

  

【表 3-7】札幌医科大学医学部附属病院と公立大学附属病院との比較 

附属病院名（※１） 

区分 札幌 
医科大学

福島県立
医科大学

京都府立 
医科大学 

奈良県立 
医科大学 

和歌山 
県立 

医科大学 

他病院 
平均 

基礎数値  単位 注             

 収入総額  百万円   23,545 20,539 22,360 26,422 21,868 22,797 

  うち病院収入  百万円   15,735 14,833 17,292 19,105 16,015 16,811 

  
うち一般財源負
担額 

 百万円   5,460 4,400 4,119 1,431 5,328 3,819 

  
うち道債（公債） 
収入 

百万円   1,770 1,172 814 5,271 140 1,849 

  
うち上記以外 
独自収入 

百万円   479 100 91 484 239 228 

 支出総額 百万円   23,545 20,539 22,360 26,422 21,868 22,797 

  うち経常的物件費 百万円   9,980 12,653 10,917 14,387 10,603 12,140 

  うち人件費 百万円   9,649 6,940 9,273 6,722 6,878 7,453 

  うち臨時的支出 百万円   3,113 945 2,168 5,311 4,386 3,202 

 教員数  人 （※２） 61 51 23 19 197 72 

 職員数 人 （※２） 927 696 964 835 885 845 

 患者延数  人 （※３） 803,828 661,630 734,467 779,422 602,125 694,411 

  入院 人  323,362 249,295 279,237 301,672 262,800 273,251 

  外来 人  480,466 412,335 455,230 477,750 339,325 421,160 

 許可病床数 床  994 824 1,065 870 800 889 

分析指標                

 
患者一人一日当たり 
収入 

千円 （※４） 20 22 24 25 27 24 

 
患者一人一日当たり 
費用 

千円 （※５） 24 30 27 27 29 28 

 
患者一人一日当たり 
住民負担額(上記差引) 

千円  4 8 3 2 2 4 

 病床利用率  （※６） 89.1% 82.9% 71.8% 95.0% 90.0% 84.9% 

 
経常支出対人件費 
比率 

 （※７） 49.2% 35.4% 45.9% 31.8% 39.3% 38.1% 

（資料元）公立大学データは「平成 14 年度 公立大学実態調査表 大学附属病院編」（公立大学協会）

より抜粋（なお、財務データは予算であるため、「１ 年次比較分析」の決算数値とは一致しな

い）。但し、教職員数は（※２）参照。 

（※）１．公立大学のうち、「【表 3-5】札幌医科大学医学部と公立大学医学部の財務数値との比較」に
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て比較対象とした大学の附属病院について比較した。 

２．医師及び職員数については、「平成 14 年度 公立大学実態調査表」（公立大学協会）に記

載されている平成14 年 5 月 1 日現在の附属病院に所属する本務教員数及び本務職員数を

記載している。ただし、札幌医科大学については、「公立大学実態調査表」によらず、会計負

担区分によっている（すなわち、「【表 3-5】札幌医科大学医学部と公立大学医学部の財務数

値との比較」での資料元と整合性を図っている）。 

３．京都府立医科大学附属病院の患者延数については、平成 14 年度の数値が資料元である

「実態調査表」に記載されていなかった。病床数については平成13 年度と同一であったため、

規模に大きな変動はないと判断し、便宜的に平成 13 年度の数値を用いた。 

４．「病院収入÷患者延数」にて計算した。 

５．「（経常的物件費＋人件費）÷患者延数」にて計算した。 

６．「一日あたり入院患者数（入院患者延数÷365 日）÷許可病床数」にて計算した。 

７．「人件費÷（経常的物件費＋人件費）」にて計算した。 

 

（分析結果） 

附属病院は、患者延数では札幌医科大学がトップであるが、病院収入では奈良県立医科大

学が、許可病床数では京都府立医科大学がそれぞれトップであり、比較した 5 病院の規模は拮

抗している。 

まず、病院収入を患者延数で除して求めた「患者一人一日当たり収入」の比較では、他病院

平均が 24 千円であるのに対し、札幌医科大学は 20 千円と最も低くなっており、収入効率の改善

の可能性があることを示している。 

一方、経常的支出を患者延数で除して求めた「患者一人一日当たり費用」の比較でも、他病

院平均が 28 千円であるのに対し、札幌医科大学は 24 千円と最も低くなっている。しかし、これを

もって直ちに運営が効率的であると判断することは早計である。なぜなら、（1）の一般会計の比

較においても述べたとおり、一般会計と特別会計の人件費負担が必ずしも厳密ではないからで

ある。現に、札幌医科大学医学部附属病院では医療法に基づく医師の法定人員は197名とされ

ており、これに対して上記「実態調査表」に記載された人員はあまりにも少なく、仮に後述する研

究生及び臨床研修医が常時約 200 名勤務していることで法定人員は充足しているとしても、会

計的な人員区分において実態よりも少なく区分されていることが考えられる。仮に札幌医科大学

における人件費の特別会計負担額が実態よりも少ないとすれば、上記の数値は運営の効率性を

示すのではなく、特別会計の人件費負担の不足を示すことになる。 

上記の問題はあるが、収入と費用の差額として計算される「患者一日一人当たり住民負担額」

は、他病院平均が4千円で、全ての附属病院において住民負担すなわち、収入不足が生じてい

ることがわかる。また、札幌医科大学における住民負担額は、他病院平均と同じ水準であるが、

他大学病院では負担額が 2 千円に収まっているところもあり、今後改善の余地がある。 
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病院施設の利用効率性を示す値として重要なのが「病床利用率」である。他病院の平均は

84.9％となった。附属病院という性質上、高度医療を求める患者の需要は多いはずで、病床利

用率は自ずと高くなると思われるが、附属病院は多くの診療科からなり、病床は診療科毎に数が

決められていることから、診療科間の運用の良否によっては利用率が低下する可能性がある。札

幌医科大学の平成 14 年度予算では病床利用率は 89.1％（平成 14 年度実績は 84.8％）は平均

を上回っている。 

経常支出対人件費比率は、経常支出の中で人件費の占める割合を計算したものであるが、

他病院平均は 38.1％となった。札幌医科大学は最も高い 49.2％で、最も低い奈良県立医科大

学よりも 17.4 ポイント多くなっている。経常支出のうち、人件費以外の主要項目としては、医薬材

料費や賄材料費があり、これらは診療活動や入院患者数に比例するため、奈良県立大学のよう

に病床利用率の高い病院は相対的に人件費率が低くなる傾向がある。とはいえ、札幌医科大学

も入院患者延数ではトップであり、この傾向を考慮しても人件費率が極めて高いことが分かる。 
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(３) 一般会計及び特別会計の人員区分の検討 

 (1)及び(2)にて各種指標分析を実施したが、一般会計と特別会計における教職員数の人員

区分について大学毎に大きく差異が認められる。そもそも一般会計と特別会計における人員区

分の現状を明らかにせずに、有効な分析を実施することはできないため、一般会計（大学）と特

別会計（附属病院）の人員区分について検討を加える。 

(2)にて分析した 5 大学において、一般会計と特別会計の人員区分は以下のとおりとなってい

る。 

 

【表 3-8】教員・職員の各会計所属割合比較 

一般会計（医学部のみ） 特別会計 合計 
大学名  

教員 職員 合計 教員 職員 合計 教員 職員 合計 

札幌 人数 248 158 406 61 927 988 309 1,085 1,394 

医大 所属割合 80.3% 14.6%   19.7% 85.4%   100% 100%   

福島 人数 208 97 305 51 696 747 259 793 1,052 

医大 所属割合 80.3% 12.2%   19.7% 87.8%   100% 100%   

京都 人数 292 133 425 23 964 987 315 1,097 1,412 

医大 所属割合 92.7% 12.1%   7.3% 87.9%   100% 100%   

奈良 人数 281 86 367 19 835 854 300 921 1,221 

医大 所属割合 93.7% 9.3%   6.3% 90.7%   100% 100%   

和歌山 人数 85 50 135 197 885 1,082 282 935 1,217 

医大 所属割合 30.1% 5.3%   69.9% 94.7%   100% 100%   

人数 216 91 307 72 845 917 288 936 1,224 他大学
平均 所属割合 75.0% 9.7%   25.0% 90.3%   100% 100%   

（資料元） 【表 3-5】および【表 3-7】より集計 

 

上表より、大学間で一般会計（大学）と特別会計（附属病院）の人員割合にかなりばらつきがあ

ることがわかる。教員については、和歌山県立医科大学を除いて 8～9 割が一般会計（大学）所

属となっているが、和歌山県立医科大学では約 7 割が特別会計（附属病院）所属となっている。

これは、医科大学における教員は医師として附属病院の診療にも携わっており、事実上大学と

附属病院の両方の業務を担務しているという現状があるにもかかわらず、会計において一般会

計（大学）と特別会計（附属病院）に分離されているため、何らかの基準で所属を分けなければな

らないという背景がある。この点について、教員の教育活動に着目した場合、その大部分が一般

会計（大学）所属となり、教員の診療活動に着目した場合、その大部分が特別会計（附属病院）

所属となる。また、人員の所属と人件費の負担は必ずしも整合しているわけではなく、所属は一

般会計であるが、人件費の一部を特別会計で負担するなど、大学によって整理方法はまちまち
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である。 

また、職員数割合については一般的にどの大学も高い割合で特別会計に所属しており、8～9

割近くとなっている。これは、職員には行政（事務）職員のほか、看護師等附属病院で働く医療

職員が含まれており、一般的に事務職員よりも医療職員の方が多くなるため、傾向的に特別会

計所属者が多くなるのである。 
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３ 一般会計・特別会計の合算による年次比較分析 

(１) 概要 

前節まで、札幌医科大学（一般会計）及び附属病院（特別会計）について、それぞれ過年度

歳入歳出決算書、他の公立大学及び公立大学附属病院との比較を行ってきたが、２(3)で述べ

たように支出項目のうち最大の人件費について各大学において区分がまちまちであり、一般会

計と特別会計を個々に分析を行ったとしても有用な結果は得られない可能性がある。このため、

本節では札幌医科大学及び附属病院の合算決算書を作成、過年度推移を検討する。 

そもそも特別会計とは、特定の事業を行う場合や、特定の歳入をもって特定の歳出に充てるような

事業についてその収支を明確にするために一般会計と区分して設けられるものをいい、一般会計か

ら完全に区分された会計単位である。本来そこには双方を合算のうえ経営状態を判定するという概

念は生まれてこない。しかしながら、札幌医科大学（一般会計）と附属病院（特別会計）の関係にお

いては、設備使用状況や教職員勤務実態等は完全に区分できるものではないと考えられ、これらを

一体として判断しなければ真の経営実態は見えてこない。 
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(２) 札幌医科大学及び附属病院合算歳入歳出決算書の分析 

  

【表 3-9】札幌医科大学（一般会計）及び附属病院（特別会計）合算決算書 （単位：百万円） 

 科              目 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 

前期繰越資金 291 510 913 910 443 

Ⅰ．経常的収入           

 １．使用料及び手数料 14,494 15,628 15,801 15,992 16,581 

 ２．その他収入 543 514 574 495 523 

  経常的収入合計 15,038 16,142 16,375 16,487 17,105 

Ⅱ．経常的支出           

 １．人件費 16,198 16,232 16,097 16,304 15,991 

 ２．物件費           

  （１）旅費 132 121 115 115 112 

  （２）需用費 7,389 7,522 7,322 7,264 7,426 

  （３）役務費 155 328 152 152 159 

  （４）委託料 2,077 2,232 2,198 2,130 2,310 

  （５）使用料・賃借料 422 470 537 573 580 

  （６）その他 51 41 111 130 177 

   物件費合計 10,229 10,716 10,437 10,368 10,767 

  経常的支出合計 26,427 26,948 26,535 26,672 26,759 

  経常収支差額 -11,389 -10,806 -10,159 -10,185 -9,653 

Ⅲ．資本的支出           

 １．工事請負費 9,610 353 142 37 12 

 ２．備品購入費 1,679 1,165 867 767 780 

  資本的支出合計 11,290 1,519 1,009 804 792 

 経常収支差額＋資本的支出 -22,679 -12,325 -11,168 -10,989 -10,445 

Ⅳ．資金調達・返済           

 １．一般財源 23,757 14,235 12,860 12,348 12,383 

 ２．道債 1,162 605 455 364 1,710 

 ３．償還金、利子･割引料 -2,020 -2,110 -2,149 -2,188 -3,400 

  資金調達・返済合計 22,899 12,729 11,166 10,523 10,692 

次期繰越資金 510 913 910 443 690 

（資料元）【表 3-1】及び【表 3-3】で掲げた収支計算書を包括外部監査人が合算した。 
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<一般会計・特別会計合算の分析> 

この分析は、大学と附属病院という全く異なる機能をもつ 2 つを合算している。このため、個々

の収入及び支出の対応関係について分析することはできないが、特に区分があいまいであった

人件費について区分の良否に関わりなく分析ができること及び附属病院を含む札幌医科大学と

いう枠組みで収支を捉えた場合の一般会計負担額の分析が可能になることに大きな意味を持っ

ている。 

 

（人件費と物件費について） 

一般会計及び特別会計合算ベースでの人件費総額推移を検討すると、平成 10 年度から平

成 14 年度にかけて驚くほど増減が少ないことがわかる（減少額 207 百万円、減少率 1.3％）。同

期間を会計区分別にみると、一般会計は僅かながらも一貫して増加傾向にあり（増加額134百万

円、増加率 2.3％）、特別会計では年度別の増減はあるが減少傾向にあり（減少額 341 百万円、

減少率 3.3％）、合計ベースで変化が少ないということになると、単に負担区分が変更になってい

るということである。 

これに対して、物件費は、平成 10 年度 10,229 百万円、平成 14 年度 10,767 百万円となって

おり、538 百万円の増加となっているが、基礎医学研究棟の共用開始に伴う需用費及び委託費

の増加並びに平成 14 年度における保育所運営費の臨時的支出 191 百万円を考慮すると平年

度ベースでは増加しておらず、むしろ診療報酬の増加に対する需用費、特に医薬材料費の縮

減率等から判断すると節減に努力していることが窺える。 

 

（一般財源） 

平成 10 年度においては基礎医学研究棟建設に係る資金が多額に必要とされ、一般財源の

額が突出しており、また、平成 11 年度は基礎医学研究棟への移転費用等の特別支出があった

が、平成 12 年度以降は大きな増減がないといえる。 
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第４ 包括外部監査の結果 

１ 札幌医科大学・附属病院に共通の事項 

(１) 一般会計と特別会計区分の適正性について 

a . 問題の所在 

札幌医科大学では、大学を一般会計、附属病院を特別会計と区分して歳入歳出が管理されてい

るが、その区分の設定に当たっては、大枠として、教育・研究活動に係るものは大学(一般会計)であ

り、診療に係るものは附属病院(特別会計)であるという原則はあるが、「第３ 財務内容の分析」にお

ける他の公立大学との比較においても明らかなように、一般会計と特別会計の区分については、大

学によってその基準が必ずしも厳密ではないことが分かった。 

そこで、監査人は札幌医科大学における下記の各項目について詳細な分析を行い、一般会計と

特別会計の区分の適正性について検討することとした。 

 

b. 個別項目の検討 

①人件費負担の適正性について 

１)教員の人件費について 

一般会計と特別会計において教員の人件費負担が問題となるのは、医学部に講座を持つとともに

附属病院での診療に当たる、医学部臨床医学部門 20 講座の教員である教授 19 名、助教授 23 名、

講師 51 名、助手 86 名、合計 179 名(「北海道職員録 平成 15 年版」 （総務部人事課編 平成 15

年 9 月 1 日現在）)と、附属病院に所属し、医学部に講座を持たないが、大学において一部の講義も

担当する、救急集中治療部、神経内科、産科周産期科、形成外科及びリハビリテーション部等の教

授 4 名、助教授 5 名、講師 11 名、助手 15 名、計 35 名(同日現在)、合計 214 名についてである。な

お、教員はすべて北海道の正職員(教育職)である。 

これらの教員の人件費負担は、大学臨床医学部門所属の教員については、附属病院長である教

授と各診療科につき 1ないし2 名分の 29 名、附属病院所属の教員については教授を除く 32 名、計

61名の人件費が特別会計の負担で、残り 153名は一般会計の負担となっている。特別会計に負担さ

せる具体的人員は札幌医科大学事務局の判断によって選定されており、上記61名の医師の職位別

内訳は、教授 1 名(附属病院長)、助教授 5 名、講師 12 名、助手 43 名となっている。 

しかし、実際の附属病院での診療が上記の 61 名によって行われているわけではなく、基本的には

全員が大学の教員として講義を担当、補助するとともに、附属病院において診療業務を行っている。 

講義の担当状況としては、大学の講義要綱「シラバス」によると、大学における講義は、一科目（全

15 回程度の講義）につき一人の教員が継続して担当することは少なく、むしろ多くの教員が全 15 回

程度の講義を分担して担当していることがわかる。また、講義を担当するのは必ずしも大学の教員で

はなく、民間病院に勤務する医師が非常勤講師として講義を担当することもある。このため、大学の
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医学部においては講義を専従で行っている教員はほとんどいないというのが現実である。 

一方、診療業務としては、外来診療、手術、入院回診等がある。外来診療について、附属病院の

職位別の外来診療担当日数を集計したものが【表 4-1】である。これによると、ほとんどの診療科で教

授・助教授が週一回は外来の診療を担当しており、講師の診察日数が最も多くなっている。このほか、

手術についても教員が担当しているとともに、入院患者の回診についても、基本的に週に一度は教

授が回診を行うなど、多くの教員が診療業務を担当している。 

 

【表 4-1】 一週間の外来診療担当日数表         （単位：日） 

摘要 教授 助教 講師 助手 計 その他 合計 

週診療延日数 31.5 43 89.5 69.5 233.5 98.5 332 

1 日平均人員 7 9 18 14 47 20 67 

（資料元） 札医大病院広報誌 ２００３．３．VOL４ 「外来診療一覧表」より集計 

 

このような状況に対して、大学の講座に所属する医師で特別会計負担となっているのは、助手を

主体とした29名のみであり、実態との乖離が生じている。会計への影響としては、特別会計が本来負

担すべき医師の人件費を負担しておらず、結果として実際には診療活動を行っている教員の人件費

が一般会計負担になっていることになる。 

ただ、根本的な問題として、教員の活動が教育、研究活動と診療活動に明確に区分することが困

難であるという点がある。すなわち、研究の対象が医学である以上、附属病院における診療行為も広

い意味での研究に含まれるという考え方も可能である。このように捉えると教員の診療活動は全て研

究活動であるということになってしまうが、他方病院側からみると、目的にかかわらず、患者の疾患を

治すという行為は診療行為そのものであり、担当する医師が教員であるか否かということで診療活動

に当たるか否か、ひいては当該診療行為に必要な人件費負担をどうするかということを判断すべきで

はないと考える。 

以上の問題を解決する手段として、企業会計において適用される原価計算制度を応用し、教職員

個々の総稼働時間等を基に、各会計のあるべき人件費負担額を計算する方法がある。具体的には

各教職員に毎日の執務時間を業務内容別に記入するタイムシートを作成してもらい、それに基づい

て個人別人件費を各会計に按分計算することになる。各会計の負担基準としては、外来診察時間、

入院回診時間及び病院の運営に係る会議時間等を特別会計の負担とし、残りを一般会計の負担と

するという方法が考えられる。ただし、現行の会計制度上、一人の人件費を各会計に按分計上するこ

とは認められておらず、必ずいずれかの会計で全額負担することとされていることから、上記方法を

直接的には採用できない。しかし、制度上一般会計と特別会計が分離されており、後述するように特

別会計単独で経営改善計画を策定している以上、その判定が真に効果を有するには、基礎となる会

計数値が信頼されうるものでなければならず、制度上不可能であるということが何ら措置を講じないと

いうことは理由にはならない。 
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例えば、現行制度上採用しうる方法として、上記の方法によって計算された各会計のあるべき負担

額をもとに、なるべくこれに近くなるように各会計が負担する人員を決定することも考えられるのであ

る。 

 

２)事務局職員の人件費について 

札幌医科大学の事務運営は札幌医科大学事務局が行っている。平成 13 年度まで、事務局内の

組織は大学と附属病院に分かれておらず、事務局が全体を一元的に管理していたが、平成 14 年度

の機構改正の際に、事務局内に新たに附属病院事務長を設置し、事務長の下に附属病院を直接

管掌する部署を設置することで、大学と附属病院の事務の分離が図られた。 

このように平成13 年度まで事務局の業務が大学と附属病院の両方を担務していたことから事務局

職員の人件費については、その業務別に建物の面積等の基準によって一般会計と特別会計に区分

して負担してきた(【表 4-2】参照)。この区分を見ると、事務局長が一般会計負担であるのに対し、事

務局次長が特別会計負担になっている。両者とも大学及び附属病院を全般的に管理する役職であ

ることから、この区分には理論的な根拠はなく、単に人件費を 2 つの会計で 1 人ずつ負担しているに

過ぎない。また、下記の区分において特別会計が負担すべき職員の人件費のうち、会計室の職員

10 名及び施設課の若干名は、実際には一般会計負担としていた。 

 

【表 4-2】 平成 13 年度までの人件費計上区分 

 特別会計 一般会計 

事務局 ・事務局次長 

・会計室職員（20 名）のうち 10 名 

 →建物面積比率で按分 

・施設課職員 

 電話交換手（11 名）のうち 5 名 

 →電話機台数比率で按分 

 ボイラー技士（15 名）のうち13名 

 →業務対応建物面積比率で按分 

 その他職員（18 名）のうち 9 名 

 →建物面積比率で按分 

・病院課の全職員 

・事務局長 

・左記以外の職員 

医学部 ・医学部臨床医学講座に配置され

ている視能訓練士、歯科技工士及

び歯科衛生士 

・左記以外の職員 

附属病院 ・全ての職員  
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附属図書館  ・全ての職員 

(資料元) 事務局作成資料 

 

平成 14 年度の機構改正に伴い、上記の処理方法は【表 4-3】のように見直されたが、その際に考

慮された問題点は、上記の配分の不適切性の解消であったが、機構改正によって病院部門の職員

が大幅に増えたため、上記の区分を維持した場合、特別会計で負担すべき給与が増え、特別会計

予算の給与費が不足することへの配慮も行われたため、負担区分が適切でないものも見受けられた。

新しい負担区分においては、病院の経営を直接行う組織として、病院課、医事相談課、業務課の一

般職員及び管財課ボイラー部門の一部のみを特別会計負担とし、他の事務局職員は、全て一般会

計負担とされた。特に、病院課、医事相談課、業務課の管理職の人件費については、「病院の管理

運営業務のみならず、大学として病院の在り方の検討や参事と共に病院の新経営計画の策定や独

立行政法人化に向けた病院体制を検討すること」が一般会計計上の理由とされている。病院の管理

職である以上、日常業務においては病院の管理運営業務が主体であるにもかかわらず、負担区分

の決定においてはこの実態を無視し、それ以外の業務も行っているという点に着目して全体を一般

会計に配分している。この手法は他の一般会計・特別会計に共通して職務を行う職員の負担区分決

定にも見受けられる。すなわち、ある職種について、単独で附属病院の業務を行っていないという理

由のもとに、ほとんどが一般会計の負担とされているのである。この影響が、「第３ 財務内容の分析」

において分析したとおり、人件費の負担が特別会計から一般会計に移っているが、総額はほとんど

変化がないという状況に反映されている。 
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【表 4-3】 平成 14 年度からの計上区分変更内容 

 変更前 変更の内容・理由 

事務局 

病院事務長 

病院課・医事相

談課・業務課の

管理職 

 

特別会計 

 

管理職員は、病院の管理運営業務のみならず、大学

として病院の在り方の検討や参事と共に病院の新経

営計画の策定や独立行政法人化に向けた病院体制

を検討するため、一般会計とする。 

参事 新設 一般会計から特別会計への繰出基準の作成を行うと

ともに、大学の在り方の一つの部分として病院の新経

営計画の策定や独立行政法人化に向けた病院体制

を検討するために設けた組織であるため、一般会計と

する。 

管財課 

電話交換部門 

 

按分 

 

台数による按分は電話機の使用頻度が不明のため適

切でない。また、発着信件数での按分は、件数の把

握・通話内容の分類（研究と診療）が困難なため、全

て一般会計とする。 

ボイラー部門 按分 建物面積比率による按分は不適切であるので、業務

比率を算定して按分する。結果として特別会計の負担

は 13 名から 8 名に減少。 

病院中央部門 特別会計 中央写真室、放射線管理室については、病院の診療

に直接関係ないものであり、病院の収入に貢献してい

ないため、一般会計とする。 

(資料元) 事務局作成資料 

 

そもそも一般会計・特別会計の区分は、予算の過不足によって決定すべき事柄ではなく、あくまで

実態を適切に各会計に反映するように決定されるべきものである。このように考えると、特別会計の業

務を主としつつ一般会計の業務も行っている職員や、一般会計・特別会計の両方の業務を同程度

行っている職員の人件費を全て一般会計の負担とすることは、附属病院（特別会計）が享受している

便益が会計に適切に反映されていない。 

本来共通的な業務に従事する者の人件費については、共通費的な考え方で管理すべきであるが、

現行の制度上共通的支出を計上する区分がないため、やむを得ず上記のような処理を行っている側

面もあり、将来的には会計区分を含めた札幌医科大学全体の管理体制の改善が必要であると考え

られる。当面は、共通的な業務の従事割合をもとに按分計算も検討すべきである。 
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②保育所の運営経費負担の適正性について 

札幌医科大学には職員の子を預るために保育所が設けられているが、その設置に係る支出は一

般会計負担となっている。しかし、保育所を利用している職員は平成15 年 7 月現在で 47 名いるが、

そのうち37 名が看護師、9名が病院職員であり、大学職員は 1 名のみである。看護師及び病院職員

は附属病院所属であることから、むしろ一般会計よりも特別会計負担が適切であると考えられる。 

なお、平成 16 年度予算要求において、上記運営経費負担関係を見直しており、特別会計の負担

として要求を行っている。 

 

上記において人件費及び保育所運営費負担区分の適正性を検討した結果、一般会計と特別会

計の負担状況については、先述のとおり必ずしも業務内容から理論的に算定した負担区分によって

いない部分があるため、全体的に特別会計が負担すべきものを一般会計が負担しているという事例

が多く見られる。構造的な問題として、特別会計が独立した会計として管理されることから、一般会計

の負担額を示す「一般会計繰入金」が明示され、その金額の多寡について問題とされる機会が多い

のに対し、一般会計は他の収入支出とともに管理されることから、札幌医科大学関連の収入支出の

みがクローズアップされる機会は少ない。 

道の財政は逼迫しており、あらゆる分野で支出削減を迫られている状況において、各特別会計へ

の一般会計繰入金についても削減が求められているが、特別会計支出を減らして一般会計支出に

切り替えることで、あくまで見かけ上、特別会計における一般会計繰入金を減少させているに過ぎな

い。 

診療収入の増加傾向が見られるとはいえ、道の財政逼迫への対応は緊急性が高いのであるから、

このような会計上の区分変更による見かけ上の支出削減ではなく、真の支出削減を検討すべきであ

る。 
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(２) 備品購入負担の適正性と備品の管理状況について 

a . 問題の所在 

備品購入については、一般会計、特別会計で別個に予算要求がなされ、付与された予算をそれ

ぞれ別個に執行している。これらの備品については、札幌医科大学事務局管財課、病院課、業務課

において、備品管理システムによって管理されている。備品管理システムでは、一般会計、特別会計

別に購入価額2万円以上のものを管理しており(「北海道財務規則」に基づく取扱い)、備品毎に備品

番号を付して実物には当該備品番号を記入した「備品管理票」(シール)を貼付している (シールの

貼付が不可能な小規模備品を除く)。 

しかし、官庁会計では貸借対照表が作成されないため、当該備品の管理は道有財産の管理という

位置付けで行われているにすぎない。このため、決算に際しての現物調査が義務付けられておらず、

事務局が必要に応じて行っているのが実態である。そこで、監査人は備品の管理状況について検討

することとした。 

 

b. 監査の方法 

備品については、その管理体制をチェックするため、総務課、解剖学第一講座、内科学第一講座、

脳神経外科学講座、整形外科学講座の 5 箇所よりサンプルを抽出し、各部署において購入、運用さ

れている物品の実査を行った。備品管理システムには、備品毎にその供用先が記録されているため、

今回の監査に当たっては当該供用先における使用、保管状況の監査を行った。 

なお、事務局では平成 9 年に備品の実地調査を行っているが、その際の調査方法は一定金額以

上の備品については事務局担当者が立会いを行ったが、大部分については供用先にリストを配布し、

これに所在の有無を記入してもらう形式で行ったとのことである。ただし、平成 9 年以降、事務局によ

る実地調査は行われていない。 

 

c . 監査の結果 

監査の結果、備品台帳に記載はあるが、実物が存在しないもの(総額 34,666 千円)、道立医療施

設の医師を兼務している教員が、自らの勤務する道立医療施設に持ち出しているもの(総額 4,676 千

円)、特別会計予算で取得されていながら大学で利用されているもの(総額 7,852 千円)が発見された。

また、既に使用されていないにもかかわらず除却されていないもの(6,952 千円)も発見された。 

このうち、実物が存在しないものについては、平成 9 年時点の調査が不十分であったと思われるも

の(7,670 千円)、平成9 年時点では実在していたが、その後基礎医学研究棟の改築の際に除却すべ

きであったものが除却もれとなっていたもの(26,996 千円)である。 

道立医療施設に持ち出していた備品は、既に附属病院では使用されないため、道立医療施設で

利用したものであるが、事務局は返還するよう当該教員に指導したとのことである。ただ、これについ

ては同じ道の財産である以上、効率的に利用されることが第一であるので、正式な手続を経た上で
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最も有効に利用される部署に移管されるべきものと思われる。 

また、取得時と利用場所が異なっているものについては、既に診療では使用されなくなったが、研

究には使用されるというものがあり、このようなものについては、支出との関連よりも、むしろ備品管理

上供用場所を明確にしておくために移管処理を行うべきである。 

このような状況の背景として、備品管理システムにおいても、一般会計で購入した備品と特別会計

で購入した備品で供用先名の区分が同一(○○学講座等)であることから、購入時点こそ一般会計と

特別会計に区分されているが、供用先とされた講座においては、どちらの予算で購入したかというこ

とはほとんど意識せずに備品が利用されているという実態がある。これは、管理方法の問題もあるが、

そもそも区分が困難なものを一般会計と特別会計に区分していることの弊害でもあると思われる。とは

いえ、現状の制度では共通費的な支出区分がないため、実際の使用実態に合わせた管理が必要で

ある。 
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(３) 委託の状況について 

a . 問題の所在 

札幌医科大学では多くの業務を外部に委託しており、毎年多額の委託費が発生している。委託費

の推移については、第３ １ （２）、（３）の過去5 年間の決算比較においても分析したところであるが、

このうち清掃業務委託費について、【表 4-4】のとおり年度によって大きく変動していることが見受けら

れたため、その内容及び業務執行の適正性について詳細検討を行った。 

 

【表 4-4】清掃業務委託費の推移 

区分 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 平成 14 年度 

一般会計 102,228 95,704 106,296 91,786 85,107 

特別会計 195,240 197,080 182,785 120,320 77,528 

合計 297,468 292,784 289,081 212,106 162,635 

 (資料元) 札幌医科大学事務局作成資料 

 

b. 清掃業務委託費の検討 

①清掃業務委託費の推移と履行状況等 

【表4-4】のとおり、清掃業務委託費は年々減少し、平成 13 年度及び平成 14 年度に大きく減少

している。この理由について詳細検討を行ったところ、平成 13 年度の減少の原因は、道外からの

入札者の参入により、落札価格が全般的に低下したことによるものである。 

また、平成 14 年度の減少の原因は、一般会計の「札幌医科大学基礎医学研究棟清掃業務」と

特別会計の「札幌医科大学医学部附属病院及び看護婦宿舎清掃業務」が、入札予算額よりも大

幅に低い価格で落札されたことによるものであることが判明し、その入札状況及び実際の清掃業務

の履行状況、委託費の支払状況等について調査した結果は以下のとおりである。 

 

日付 事務内容 

平成 14 年 

2 月 7 日 

清掃業務に係る一般競争入札資格審査申請書及びこれに添付する書類、入札説明

書及び処理要領を札幌医科大学総務課において定め、申請者に配布することを決

定。 

2 月 8 日 北海道公報に告示。 

2 月 27 日 入札資格申請者に対し、審査結果の通知。 

3 月 22 日 入札の結果、札幌医科大学附属病院及び看護婦宿舎並びに基礎医学研究棟の清

掃業務委託契約 2 件を K 社と締結することを決定。 

3 月 22 日 北海道と K 社との間で上記 2 件の清掃業務委託契約締結（年間委託料総額 66,675

千円）。清掃業務処理要領に従い、平成 14 年 4 月 1 日より平成 15 年 3 月 31 日ま
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で清掃業務を行うことを同社に委託する。 

4 月 29 日 K 社より札幌医科大学宛に始末書が提出される。 

始末書には、日常清掃業務及び定期清掃業務（業者の表現であり、「特別清掃業

務」を指す）に関して多大な迷惑をかけたこと、清掃業者の理解していた仕様との食

い違いから入院患者、病院関係者に不快な思いをさせたことに対する謝罪が記され

ている。さらに、従業員教育、清掃作業のレベルアップを目指すこと、4月分定期清掃

未実施部分を 5 月、6 月中にフォローし、関係者に絶対に不快な思いをさせないこと

を約束し、札幌医科大学の寛大な処置をお願いする旨も記されている。 

4 月 30 日 K 社より札幌医科大学に対し、年間清掃作業実施計画表、定期清掃実施計画表（4、

5 月分）等が提出される。 

5 月 7 日 4 月分委託料 5,556,250 円支払（委託料の 12 分の 1）。 

6 月～8 月 5 月分から 7 月分までの毎月の委託料各 5,556,250 円が支払われる。 

8 月 26 日 K 社より改善計画書の提出。 

9 月 4 日 8 月分委託料 5,556,250 円支払。 

10 月 2 日 札幌医科大学学長名で K 社に対し、委託契約の履行に関する申入書が発せられ

る。 

申入書には、契約書に定めた特別清掃の多くの作業項目が未実施であること、日常

清掃の作業実施回数が守られていないことなどが、10 月 2 日の時点で改善されてい

ないことが記されている。さらに、契約が履行されない場合には契約解除もあることや

9 月分委託料の減額も示唆されている。 

10 月 3 日 札幌医科大学附属病院及び看護婦宿舎等清掃業務についての 9月分委託料を380

千円余減額することを決定。 

10 月 8 日 9 月分委託料 5,168,033 円支払（上記決定に基づく減額）。 

11 月～ 

平成 15 年 

4 月 

10 月分から平成 15 年 3 月分までの毎月の委託料各 5,556,250 円が支払われる 

(最終金は平成 15 年 4 月 1 日支払)。 

 

②問題点 

上記の経過を見ると、清掃業務が始まって 1ヶ月後である 4 月末に清掃業務の不備を詫びる始

末書がＫ社より提出されている。また、このような始末書を提出した後は業務の改善がなされるのが

通常であるところ、8月末にＫ社から改めて業務改善計画書が提出され、さらに10月には札幌医科

大学側からＫ社に対して申入書が出されている。 

これらの状況から、少なくとも 9 月までの日常清掃状況については、札幌医科大学側が示した業

務処理要領（委託業務に関する仕様）に基づいた作業が行われず杜撰なものであったことは明ら



 
45 

 
 
 

かである。さらに、特別清掃については年度を通してごく一部しか実施されず、極めて杜撰であっ

たことも明らかである。 

契約期間が 1 年の契約において、半年にわたり業務の改善が見られなければ社会通念から見る

と契約解除も十分にありうるところであるが、清掃業者の交代による混乱や 990 床を超える附属病

院の清掃を半年のみ新規委託することは、極めて割高な委託料の発生など、現実的な問題を考慮

すると、Ｋ社との契約を解除しなかったことが直ちに問題となるものではないと思料される。 

しかしながら、清掃業務委託契約の法的性格が請負契約である以上、その仕事の履行完成に

対し請負代金である委託料を支払うべきものであり（民法第 632 条）、杜撰な清掃業務しか行われ

なければそれに応じた委託料のみ支払うべきところである。ところが、実際には9月分の委託料から

特別清掃分 380 千円余を減額したに留まり、それ以外は委託された清掃業務を完全に履行した場

合の委託料を支払っているのである。 

日常清掃については、毎日清掃することが委託の趣旨に沿うものであり、日々履行されていない

部分の委託料の減額は可能であると考える。不特定多数の人々が出入りし、様々な治療行為が行

われる病院において、清潔さを維持するための日常清掃は日々欠くことのできない業務であり、一

般のオフィスビルの清掃委託契約とは比べものにならないほど厳格な業務遂行が要求される。その

ために入札資格も制限されているのであるから、これを履行しないときには委託料の減額は当然検

討されるべきものである。 

特別清掃については、履行時期の制限が年単位・月単位と日常清掃に比べ緩いが、これも履行

されるまで委託料の支払を留保し、履行確認後に支払えば足りるのであって、12 ヶ月均等払いの

契約書の文言にとらわれる必要はないのである。 

Ｋ社は履行最終期限である平成 15 年 3 月 31 日においても特別清掃を一部しか行っておらず、

この日の経過をもって特別清掃の不履行部分については、委託料をカットされても何ら異議を唱え

ることができない状況にあったと考えられる。平成15 年 3 月分の委託料は、4 月 1 日以降に支払う

ことになるが、既にＫ社との契約期間が終了しており、清掃業務の遂行など現実的な障害が生じる

おそれもなく、委託料の支払を留保し減額すべき余地があったのではないかと考えられる。 

札幌医科大学事務局では、当時の契約や清掃作業日報の報告では減額すべき額を算定するこ

とが困難なこと、平成14年度の積算が総合清掃の単価を使用しており日常清掃と特別清掃を区別

して積算する根拠がないこと、特別清掃もどこの部分を実施したかが、作業日報上では不明確で

減額する額を算定することが困難な状況であったこと、さらにはＫ社との協議が成立しなければ減

額できなかったことなどを理由に委託料の減額が困難であったとしている。 

しかしながら、本件のような業務の履行状況が私企業間において行われれば、委託料の支払留

保や減額が行われてもおかしくないところであり、公的機関を例外的に扱う事情はなく、委託料の

源泉は道民の税金が含まれているのであるから、私企業のような裁量の働く余地は限定的であり、

行われた業務に見合った予算執行でなければならないことがより一層求められているのである。完

全な履行を前提とした委託料を払い続けたことについては、札幌医科大学事務局もＫ社の清掃業



 
46 

 
 
 

務が粗雑であったと認めているところであり、業務の査定を厳格に行い更なる委託料の減額ができ

なかったのか、疑問の残るところではある。 

また、債務不履行の問題について、契約に定めなき事項を協議事項とする定めにより双方協議

しなければ決められないということ自体問題があり、協議が成立しなければ減額できないとなれば、

債務不履行があっても支払いをしなければならないという不合理が生じるのである。 

 

③問題の生じた背景 

札幌医科大学は、Ｋ社の清掃業務が粗雑であったことを認めながら、Ｋ社と協議してごく一部の

委託料の減額をしたに留まっている。このような杜撰な清掃業者が低価格で落札した背景として、

札幌医科大学事務局より事情を聴取していく中で以下のような点が判明した。 

本件のように 29 百万円を越える入札については、ＷＴＯ（Ｗｏｒｌｄ Ｔｒａｄｅ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ：世界

貿易機関）の政府調達協定の適用を受けるため、参加資格基準に参入業者の地域限定をすること

ができず（国内外無差別の原則）、また、平成 8 年からＷＴＯによる政府調達による協定を受ける契

約は、随意契約ではなく、原則一般競争入札を行わざるを得ないこととなり、しかもこの協定は国の

機関だけでなく地方自治体又は独立行政法人も同様に適用を受けるのである。 

その結果、清掃等の委託業務は、従前、地域雇用の確保や安定した業務確保の観点等から随

意契約による契約が行われてきていたのであるが、政府調達の適用を受ける物件については、地

域の限定なく、一般競争入札による入札が行われることとなったことから、今までの業者は新規業

者との競争のため、入札価格を引き下げる努力をし、受注を確保しようとしたが、低価格で入札す

る本州からの業者が道内に参入し、道内業者は価格面で入札が困難な状況となっていったのであ

る。この低価格で落とす清掃業者は、各地に小さい営業所を持ち、最低の器材しか保有せず、作

業員も最低賃金で雇い、健康保険にも加入せず、初年度は相当の低価格で落とし、次年度は順

次入札価格を上げていく手法をとっているのが通常である。これらの業者はグループ会社を持ち、

問題があれば違う名の同様の会社が落札するといった方法で契約物件を拡大させていくのである。

ＷＴＯの政府調達協定導入時は、東京方面では、一定以上の基準を確保するためＩＳＯを取得し

ていることが入札参加基準の条件であったため、ＩＳＯを取得していない多くの業者は、基準のない

東北、北海道などに進出してきたのである。このような業者は、清掃作業員を持たず、全国の庁舎

管理の入札を繰り返し、とにかく落札してから、清掃作業員を現地で雇い入れる手法で不況下で

成り立っており、低賃金で雇った作業員を使用し、研修も満足に行われない状況では、質の低下

が起こる可能性が高く、また、労働者の労働条件は無制限に切り下げられることが社会問題化して

いるのである。 
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④今後の課題 

ＷＴＯの政府調達協定の適用を受けることにより、国内外を問わず、低価格で落札する業者が今

後も予測されるが、その業者の実体や業務遂行能力の有無が判然としない、あるいは実際に契約

をしたが明らかに業務遂行能力がないということが後日判明するという事態も十分起こりうるところで

ある。そういった事態に対応するため、入札参加資格の厳格化、資格申請書記載事項の確認強化、

保証金の徴収、また、契約後の債務不履行の場合の委託料減額や解除手続の明示など契約内

容の再検討、その根拠となる業務履行状況確認方法の明確化により、リスクを回避することが必要

である。 

なお、平成 15 年度の契約においては、清掃作業器材の保有台数等入札参加資格の厳格化、

電話による作業状況の確認、業務処理要領の見直しによる詳細な清掃作業日報の提出などにより、

履行状況の確保を図っているとのことである。また、道では、平成 15 年度からいわゆるダンピング

入札を防止するため、低入札価格調査制度や最低制限価格制度を導入したが、入札方法自体に

も今後改善の余地はあると考えられる。 

本件のように大規模な病院の清掃業務の入札においては、清掃用資機材の調達などに多額の

初期投資を必要とするうえ、単年度契約のリスクを考慮するとその分を上乗せした価格での応札と

ならざるを得ない。これを 3～5 年程度の長期契約とすることにより、業者も清掃員の確保と長期安

定的取引を前提とした入札価格の低下が見込まれるのである。加えて、前述したとおり、委託料の

減額や契約の解除が容易に行えるような契約内容とすることで、業務不履行によるリスクの回避が

図られることになるものと考えられるのである。経費の削減は重要なことではあるが、業務の履行が

確保されないと結果として道民から道に対する委託に反することになるので、提供されるサービス

の質が確保されるような仕組みをつくる必要がある。 

今回のＫ社の件は、道が外部に業務委託をする多数の契約の中で生じた一事例、いわば氷山

の一角に過ぎないと思われ、他の機関でいつ起こってもおかしくない事案と考えられる。再度このよ

うな事態が生じないように、そして、道民の税金が業務を誠実に遂行しない業者の手に渡らぬよう

に、今回のＫ社の件を教訓に改善策を早急に講じることが今後の課題である。 
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２ 札幌医科大学に関する事項 

(１) 道民の負担と受益について 

「第３ ２（１）札幌医科大学(一般会計)と他大学との比較分析」において、札幌医科大学の運営に

は多額の経費が掛かっているにもかかわらず、学生が学費として負担するのはわずかで、大部分が

道民の負担（学生一人当たり、医学部：年 7,500 千円、保健医療学部：年 2,491 千円、卒業までの累

計では、医学部（6 年）：45,000 千円、保健医療学部（4 年）：9,964 千円の道民負担）となっている状

況が明らかになった。 

札幌医科大学の設置根拠の一つには「地域社会の福祉の向上」というテーマが掲げられており、

これを実現するためにはある程度地域の負担が生じるのは止むを得ない状況である。 

では、その地域の負担に見合う受益があるのであろうか。地域における受益とは、札幌医科大学を

卒業した医師が、そのまま北海道内に就職し、地域医療に携わっていくことに他ならない。この点、

医学部卒業者の道内就職割合をみると、過去 5 年間は 77～90％と比較的高い割合を示している

（「第２ ５（１）札幌医科大学の概要 医学部卒業者の状況」 参照）。ただし、この数値をもってその

まま道内の医療に従事し続けていると判断するのは早計である。なぜなら、表の（注）にも述べたとお

り、卒業直後は研修のために母校もしくは周辺の医療機関に在籍するのが一般的であるためである。

その後の進路についての調査資料は入手できなかったため、実際の状況は明確ではないが、もう一

つの資料として、医学部入学者に占める道内出身者の割合が興味深い（「第２ ５（１）札幌医科大学

の概要 医学部入学者の状況」 参照）。 

これによると、過去6 年間の道内出身者の割合は 58～76％で、平成 14 年度からは道内高校の卒

業生にのみ適用される推薦入学制度の定員枠がそれまでの 10 人から 20 人に増加したにもかかわら

ず、平成 15 年度は平成 14 年度よりも 10 人道内合格者が減っている。道内出身者が必ずしも卒業

後道内に就職するとは限らないが、道外出身者に比べて定着する可能性が高いということはいえる

であろう。ちなみに、「第３ ２ 他の公立大学との比較」において比較対象とした大学では、福島県立、

京都府立、奈良県立の 3 大学で、入学金について府県内出身者と府県外出身者で大幅に差を設け

ていることが分かった（和歌山県立についてはデータがなく、不明）。札幌医科大学は道内道外を問

わず 282 千円であるが、福島県立は県外者 846 千円、京都府立は府外者 493 千円、奈良県立は県

外者 802 千円（府県内は札幌医科大学と同じ 282 千円）という状況である。これは、冒頭に述べた受

益者負担の考え方からすると当然の措置である。 

ただし、この方法では、道外から北海道での医療活動を目指して来る人を受け入れることができな

いおそれがあり、必ずしも良い方法とはいえない。むしろ、卒業後の数年間を北海道内の医療機関

で勤務することを条件にすることや、道内での勤務実績に応じて納めた学費の一部を返還する等の

措置を検討すべきである。 
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(２) 医局との財務的な関わりについて 

a . 概要 

最近、札幌医科大学をはじめ各大学病院所属の医師の「名義貸し問題」が新聞報道等でクローズ

アップされ、その過程で医局の存在とその影響力が話題になっている。医局とは、大学に各診療科

単位で設置されている「講座」を中心とした任意組織であり、教授を頂点として、大学教員、大学病院

所属の医師、卒業生等がその構成員となっている。医局の機能としては、「教育・研究･診療」、「医師

派遣」、「所属医師の親睦」が主なものである。一連の報道はこのうちの「医師派遣」における「名義貸

し」やこれに伴う「地方公共団体からの金銭の授受」を問題としたものである。このような問題はあるが、

医局は「教育・研究・診療」の分野においても、必要な医師の確保、勤務時間の調整等、札幌医科大

学及び附属病院の運営に当たって重要な役割を担ってきている。このたび、道は上記問題への対応

として、医局制度を廃止するとの方針を表明するとともに、新しい医師派遣制度について現在その準

備が進められている。 

このような状況を踏まえ、監査人は、医局と札幌医科大学及び附属病院の財務的な関わりについ

て調査することとした。 

 

b. 行政財産の使用について 

各医局にはその事務を運営すること及び研究活動の補助をするために研究補助員がおり、札幌

医科大学の基礎医学研究棟及び臨床教育研究棟の各診療科講座の医局室において執務している。

研究補助員の合計は 63 名（平成 14 年 11 月 1 日現在）に上る。研究補助員は、組織上は「札幌医

科大学臨床医学研究奨励会」という任意団体(以下「奨励会」という)の所属となっており、研究補助員

全体の管理のために、病院事務室にも奨励会職員が 1 名執務しているため、総勢64 名の研究補助

員が札幌医科大学の中で執務していることになる。なお、臨床医学部門には、この他に道職員であ

る研究補助員が 18 名（正職員 7 名、一般職非常勤職員 10 名、臨時職員 1 名）いる。 

奨励会職員が執務している部屋のある各建物は、道の行政財産であるため、外部者である奨励会

所属の研究補助員が恒常的に利用するためには、行政財産使用許可申請により、道の許可を受け

なければならない。この申請は「奨励会」が行っており、道は北海道財務規則運用方針第 205 条の

17 関係第 1 項 12 の表中(3)「直接又は間接に道の事務又は事業の遂行に関連のある団体に使用さ

せる場合であって、特にやむを得ないと認められるとき」に該当するものとして、「使用料免除、加算

料金の五割徴収」という取扱いで使用を許可している。ここで、使用料とは家賃のことであり、加算料

金とは、水道光熱費等、一般にいう共益費を指しており、加算料金については使用面積と使用人数

の比を用いて按分している。 

この取扱いの適正性を検討するため、監査人は各診療科から任意に 3医局を抽出して、現場視察

及び担当者への質問によりその使用実態を調査した。現場視察における調査のポイントとしては、 

①奨励会職員の業務が、「使用料免除、加算料金の五割徴収」の根拠となっている、「直接又は間
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接に道の事務又は事業の遂行に関連のある団体に使用させる場合であって、特にやむを得ない

と認められるとき」に該当するかどうか 

②加算料金の按分に際して使用されている面積及び人員が適切であるか 

③医局の運営に際して使用される備品等の使用実態はどのようになっているか 

の 3 点であり、調査の結果は以下のとおりである。 

まず、①については、調査した全ての医局において、医局が大学内外を含めた医局所属医師のス

ケジュール管理や薬品メーカー等の取引先との交渉等、各診療科の運営における重要な業務を行

っているという実態がある。本来奨励会所属の研究補助員は、文部科学省、日本学術振興会の科学

研究費や(財)札幌医科大学学術振興会から支出される研究費を用いて、学外活動として実施される

研究活動を補助するために置かれているものである。しかし、医師である本学の教員、学生のスケジ

ュールや薬品の選定等における最終的な意思決定は責任者である教授が行うが、研究補助員はこ

のような医局に係る事務全般も行っていることから、大学業務と学外業務との線引きが不透明ではあ

るが、研究補助員が「札幌医科大学の事務及び事業の執行に直接関連した業務を行っている」と判

断することができる。道の一機関である札幌医科大学の施設を利用して、大学外の業務が行われる

ことは問題であるという考え方もあるが、大学の事務事業である研究と不可分な面もあることから、「特

にやむを得ない」と判断せざるを得ない。 

一方、②については、現在の按分方法では、医局室は研究補助員と大学の教員が共用していると

の認識のもと、これらの総人員で按分計算をしているが、調査した全ての医局において、行政財産使

用許可の対象となっている医局室は、事実上研究補助員のみが常駐しており、大学の教員が使用

するのは、ミーティング程度であるとのことであった。そもそも、各医局室の面積は 40 ㎡程度であるの

に対し、サンプルとした各医局では 4～10 名の研究補助員を抱えている現状からして、物理的に医

局室に常駐できるのは研究補助員のみとならざるを得ない状況である。確かに、現在の按分方法に

おいて用いられている総人員は、大学教員の本来の執務場所を基準としていることは理解できるが、

実際には教員は執務時間のほとんどを実験室か附属病院の診察室等で執務しており、医局室は通

常執務に利用していないという実態から判断すると、現在の積算基準を見直す必要がある。 

また、③について、医局では、事務に必要な備品（パソコン、コピー等）の一部を医局独自の予算

で購入し、使用している。研究補助員は医局室で執務しており、これらの備品は医局室に置かれて

いるが、医局室には札幌医科大学の備品も多く、室内に札幌医科大学の備品と、医局の備品とが混

在している状況であるため、医局では備品の所有者が誰であるかという点については特に意識せず

に使用されている。医局の業務が医師の時間調整等札幌医科大学の運営に密接に関わっている現

状から、札幌医科大学の運営に必要な業務を道有財産以外の備品を用いて実施していることになる。

また、備品の現物管理の際にも、医局室内に備品シールが貼付されているものといないものが混在

し、それが運用として適切であるかの判断がつきにくい。札幌医科大学の業務について適切に道の

会計に反映するためには、これらの備品について一旦道財産として受け入れた上で管理することが

必要である。 
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c . 奨励会に対する交付金の支出について 

上記研究補助員に対する給与は、奨励会から支給されるのであるが、奨励会の運営上必要な経

費は、会費、交付金その他の収入をもって充てることとされており、奨励会は会費収入のほか、道か

ら「札幌医科大学医学学術研究交付金事業」として、23,857 千円(平成 14 年度)の交付金を受けてい

る。当該交付金は札幌医科大学の受託研究事業収入額の一部をもって充てている。受託研究費か

らの交付理由としては、札幌医科大学が受託した研究を行う上で、業務に精通した研究補助員を継

続的に確保・従事させる必要があるが、道の臨時職員制度での任用は同制度が短期雇用を前提とし

たものであることから支障がある。このため雇用主を奨励会として人材の確保を図っているものである。

しかし、残りの人件費については、実質的に各医局が独自に集めた資金から支払われていることに

なる。現在の医局制度は、人件費負担の側面からもこのような二重構造の上に成り立っており、道民

からは極めて分かりづらい構造になっているといえる。 

 

【図 4-1】 給与等支払スキーム 

（注）金額は平成14年度予算による。

交付金
23,857千円

北海道 奨励会 医局等

負担金支払
91,039千円

給与等支払

　（18名）

行政職

研究補助員

奨励会

研究補助員

給与等支払

　（64名）

医局員

会費等

（注）金額は平成14年度予算による。
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d. 研究生、臨床研修医の附属病院における診療について 

前節において述べたとおり、附属病院では教員の他に、研究生及び臨床研修医が在籍しており、

教員の指導の下で附属病院において診療を行っている。研究生及び臨床研修医は、臨時職員とし

て診療に当たった日数に応じて報酬を受け取っている。しかし、その単価は 1 日につきそれぞれ

11,354 円、9,146 円となっており、当該報酬のみで医師として活動することには限界がある。このため、

多くの研究生及び臨床研修医は、他の民間病院の当直勤務等によって生計を立てているという現状

がある。 

このような勤務形態を可能にしているのが、医局による医師のスケジュール管理機能である。医局

は、所属する医師の勤務スケジュールを実質的に管理しており、受け入れ先の医療機関も、医師が

必要になれば医局に派遣を要請するというシステムが構築されている。 

附属病院は、この医局機能のおかげで、若い研究生及び臨床研修医を上記のような比較的安い

報酬で雇用することが可能になっているのである。民間病院が同じ研究生に対して支払う報酬の額と

比較すれば、附属病院が享受しているメリットの大きさが分かる。 

 

e . 教員研究費の支出について 

教員研究費については、大学において予算化されており、医学部では例年 450 百万円強の金額

が一般会計から支出されている。しかし、教員に割り当てられる研究費はこれが全てではない。 

まず、文部科学省及び日本学術振興会から支給される科学研究費がある。これについては、一人

又は複数の研究者により行われる研究計画の研究代表者に交付される補助金という制度であること

から、事務局において経理管理はしているが道の収入とはならず、教員へ直接交付される形式とな

っている。当該科学研究費の額は、毎年、450 百万円前後で、大学の教員研究費にほぼ匹敵する水

準である。なお、平成 14 年度については、480,136 千円である。 

次に、受託研究の受入である。これは製薬会社等の企業が、治験等の目的で行う受託研究が主

であり、受託した研究費は道の収入として計上し、担当する研究者へ研究費を配分している。規模と

しては例年一般会計及び特別会計合計で170百万円前後であり、平成14年度は178,766 千円であ

る。 

さらに、財団法人札幌医科大学学術振興会（以下、振興会という）から支出される研究費がある。

振興会は、札幌医科大学における教員等への助成事業を行うことを目的に設立されており、平成 14

年度は奨学寄附金を企業や医療機関から 406 百万円集め、その 85％を札幌医科大学に対する教

育研究助成事業に支出しているものである。振興会から支出される助成費は例年 350 百万円程度

（平成14 年度は 345,815 千円）で、これは大学の会計には反映されていない。助成費の支出内容は

明らかになっていないが、当該金額こそが上記の研究補助員の人件費に充てられる等、医局制度を

支える大きな資金源となっている。 

さて、上記のうち、文部科学省及び日本学術振興会から支給される科学研究費は大学事務局に

よって管理されているが、振興会から支出される研究費は、医局において管理されている。平成 14
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年度についていえば、総額で 1,468,570 千円ある研究費のうち、一般会計及び特別会計に計上され

る研究費が合計で 642,619 千円であったのに対して、札幌医科大学及び附属病院の会計には反映

されない研究費が合計で 825,951 千円あり、大学の会計外で行われている研究活動が極めて大きい

ことが分かる。 

しかし、実際の研究活動を行うのは大学の教員及び医局員であり、研究のためには大学の設備を

用いて行われているはずである。このような実態があるにもかかわらず、これが大学の会計に全く反

映されないという状況は、札幌医科大学の財務状況を判断する上で重大な問題であるので改善が必

要である。 

上記の状況を図示すると、以下のようになる。 

 

【図 4-2】教員研究費の使用実態と大学会計への反映状況    (単位：千円) 

     左記のうち、 
大学会計への

反映額 

  
大学会計に反
映されない額 

大学の教員研究費(※1) 463,853  463,853  － 
      

文部科学省 及び 
日本学術振興会(※2) 480,136 

 
－ 

 
480,136 

      

受託研究受入(治験)(※3) 178,766  178,766  － 
      
(財)札幌医科大学学術振
興会(※4) 345,815 

 

 

⇒ 

 

教員 

及び 

医局 

(講座)  
－ 

 
345,815 

合計 1,468,570    642,619  825,951 

（資料元） 

※1：「公立大学実態調査表」による 

2：「平成 14 年度 科学研究費補助金支出状況一覧表」による 

3：「平成 14 年度 札幌医科大学予算」による 

4：「財団法人 札幌医科大学学術振興会 平成 14 年度事業報告」による 

 

f. 医局会計のディスクロージャーについて 

このように、医局機能は札幌医科大学の運営に密接に関連しているということが明らかになった。し

かし、医局の機能が停止すれば札幌医科大学の運営ができないほど重要な機能を担っているにも

かかわらず、大学と医局とは形式的に別団体であるということを理由に活動の全容が大学会計に反

映されることはなく、わずかに本節の c.において述べた奨励会への交付金支出のみが計上される状

況である。 

もちろん、医局の活動全てについて大学会計に反映させることは、現状の形式をとる限りは不可能

であるが、実態を考えるとその形式自体がきわめて不自然である。 

医局の廃止を宣言したという状況において、今後は医局の持つ機能を分類し、大学運営に必要な
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部分については正式に大学に取り込むことで、活動内容を会計にも反映させていくことが必要である。

また、正式に取り込まないとしても、少なくとも医局の財務状況については道民に対してディスクロー

ズしていくことが求められる。 

 

(３) 授業料の減免について 

札幌医科大学では、経済的困窮者を対象に、授業料の減免制度を設けている。減免許可基準額

は、前期、後期毎に総授業料年額の 2 分の1 に相当する金額の 5％以内とされており（減免規程第5

条）、当該金額の 10％を緊急災害時等の免除支出に充てるために控除し、残りの 90％をもって減免

可能予算額としている。減免可能予算額のうち、50％は全額免除対象であり、残額は2 分の1 免除と

3 分の 1 免除の対象となっている。 

減免対象者は、前期、後期毎に新規申請を行って減免を受けるのであるが、上記のとおり、減免

については予算配分方式をとっているため、申請者が増えると前の半期の減免対象者が相対的に

押し出され、経済的実態が変わっていないにもかかわらず、次の半期の減免が受けられなくなるとい

う不合理性が生じている。 

このような状況を回避するために、予算配分方式に加えて、絶対評価的な減免措置の考え方を採

り入れる工夫が必要であると思われる。 
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３  附属病院に関する事項 

(１) 収支の不均衡について 

「第３ 財務状況の分析」で見たとおり、附属病院特別会計に一般会計から毎年約5,000百万円前

後の繰り入れが行われており、患者一日一人当たり 4千円の道民負担が生じている。また、本章にお

いて検討した、一般会計・特別会計区分の不適切性から、特別会計における教育職及び行政職の

人件費負担が少なすぎる状況にあり、これを加味すると附属病院における道民負担はさらに大きいと

いうことができる。これは、少なくとも民間病院では収支が均衡していることと比べると、著しく収支状

況が悪いということができる。ただし、特別会計には教育・研究的活動が含まれていることも一つの要

因であると考えられる。 

しかし、附属病院が教育・研究的活動を含むのは理解できるが、教育・研究的活動だけが収支不

均衡の理由ではなく、診療報酬に比べて看護師・薬剤師等医療職の人員が多いことにより、人件費

負担が多すぎる可能性がある。とはいえ、既述のとおり、附属病院の職員も道の職員（地方公務員）

であるため、法律で身分保障がされている。このため、仮に特定の職員が附属病院において余剰人

員とされ、特別会計の所属を外れたとしても、雇用は継続しなければならず、一般会計において人件

費を負担することになる。ところで、附属病院所属の職員はほとんどが看護師、薬剤師等の医療職で

あり（第２ ７ （２）職員数【表 2-3】参照）、仮に附属病院で余剰人員とされたとしても、病院以外の業

務において有効に活用することができないと思われる。道の組織上、他の道立病院はあるが、それら

についても現に勤務している職員がおり、事実上配置転換は困難である。したがって、実質的に余

剰人員を抱えていても、他の部門に配置転換もできず、結果として附属病院にそのまま配置するしか

ないという状況が生じている。 

事務局によると、道監査委員の行政監査における改善意見（平成 12 年 9 月公表。以下「改善意

見」と言う。）を受けて、人件費の削減に取り組んでいるとのことであるが、「第３ 財務内容の分析」で

明らかになったとおり、実態は職員の所属変えによる一般会計への振替えであり、実質的な人件費

は何ら減少していない。 

このように附属病院の収支改善の問題は、余剰人員の把握と整理という極めて重大な問題をはら

んでおり、大学との関係も踏まえて、抜本的な改革が必要である。 

しかし、職員が地方公務員として身分保障を受けている現行の制度では改善に限界があるといえ

る。 

制度的限界のもう一つの例として、改善意見でも述べられた薬剤部の薬剤師数の問題が挙げられ

る。薬剤部は、かつて附属病院で処方される薬剤を全て自前で調剤していたが、平成 2 年から厚生

省（当時）が推奨した医薬分業政策により、院外処方箋が多く出されるようになった。この結果現在で

は、薬剤部が行う調剤件数は、全体の約 18％となっており、この限りにおいては人員を削減すること

ができる可能性があった。しかしながら、医療法において国が定める特定機能病院における薬剤師
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数の人的要件（入院患者 30 名につき薬剤師 1 名）を満たす必要があることから、所属する薬剤師数

は 25 名（非常勤を除く）の体制がそのまま維持されている。法改正後、薬剤師の業務が、調剤から入

院患者への服薬指導等にシフトしてきているが、人員配置の見直しには、国の規制もネックとなって

おり、人件費削減の困難さを感じざるを得ない。 

 

(２) 個別の問題点について 

包括外部監査人が指摘するまでもなく、既に札幌医科大学自己点検評価委員会による内部評価

（平成 15 年 3 月公表）や改善意見により、附属病院の問題点は浮き彫りになっている。しかし、問題

点が明らかになることと問題点が解決できることとは違う。ここでは、明らかになった問題点について、

附属病院でどのような対応をとったか、また、対応の結果問題点が解決されたか（或いはされなかっ

たか）について記述する。 

下記の記述の結果、現行の制度的・会計的な枠組みの中では、重要な問題ほど根本的な解決が

不可能であることが明白になる。また、不可能な課題に小手先の「改善」を進めるがために、何のため

の改善かが見失われている現状も明らかになるであろう。 

 

a . 一般会計からの繰入基準について 

附属病院の経営については、従来一般会計からの多額の繰入金が問題とされることが多かった。

しかし、既に述べたように、附属病院を含む札幌医科大学という機能的に一体化した組織について

の経営を考えるとき、人件費の計上先を特別会計から一般会計へ変更するだけでは、単なる内部取

引に過ぎない。特に、明確な理由のない変更分が含まれている現状では、診療収入の増加などによ

り、一般会計からの繰入額の水準が経年的に漸減していても、その信頼性を揺るがすことになる。 

改善意見では、次のように述べられている。 

「地方公共団体が経営する病院事業は、独立採算を基本とした公営企業会計が適用され、一般

会計からの繰入は病院建設費用等に限られるなど、その繰入基準が明確に定められているが、一方

で、附属病院は、公営企業会計の適用外であり、収入を上回る支出が生じた場合には、経費の性格

に関わらず、不足分を一般会計から繰入できることととなっている。さらに、医師などの人件費を一般

会計と特別会計とに区分している基準が合理的とは言い難い。そして、教育及び研究をも目的とする

附属病院が経営効率のみを追求することの困難性を認めながらも、明確な経営意識をもって病院運

営を行っていくことが必要であり、そのためには、一般会計からの繰入基準を設定するように検討す

る必要がある」と。 

この改善意見は、附属病院の性格上企業会計の適用にはならないが、運営状況を明らかにする

必要があることから、特別会計が設置されているという制度的な枠組みの中での改善意見としては至

極もっともなものである。 

しかしながら、附属病院に対して、一般会計で負担すべき教育・研究業務に力を入れるとともに、
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明確な経営意識を持って、一般会計からの繰入金を減少させよという要求は、実質的には機能的に

一体化し相互不可分な組織の中で厳密に実行することは不可能に近い。 

今問題とされるべきは、附属病院だけの経営が改善されることではなく、附属病院を含む札幌医科

大学の経営が効率化されることである。そのためには、現状の附属病院特別会計だけをディスクロー

ズするのではなく、一般会計を含めた単位で、適正な運営管理の在り方も考える必要がある。 

 

b. 病床利用率の向上 

支出超過額を改善する方策の一つとして、よく引き合いに出される指標である。確かに病床利用

率の向上それ自体は必要なことである。収支の改善はもとより、入院したくてもベッドの空きがないた

めに入院待ちをしている患者に早期の入院治療を行えるという、患者側のメリットが大きい。しかし、

忘れてはならないのは、病床利用率の向上それ自体は目的ではない点である。 

現状、各診療科において、病床利用率向上への意識は高まっているとのことであるが、目的とする

収支の改善や患者の満足へ繋げるための結果のフィードバックが十分ではない。病床利用率の向

上については、少なくとも次の問題がある。まず、診療科別許可病床数の適正配置問題と、入院待ち

患者数の適時把握の問題である。 

 

①診療科別許可病床数の適正配置問題 

平成 14 年度病床利用率の上位 5 科と下位 5 科及びそれらの病床利用率は、次のとおりである。 

【表 4-5】病床利用率上位 5 科及び下位 5 科 

上位 5 科 許可 

病床数 

病床 

利用率 

 下位 5 科 許可 

病床数 

病床 

利用率 

産科周産期科 31 112.4%  泌尿器・総合診療科 50 61.2% 

第一外科 51 106.7%  小児科 48 66.5% 

第一内科 51 100.9%  歯科口腔外科 50 72.7% 

第四内科 52 99.0%  リハビリ・麻酔・神経内科 48 75.7% 

婦人科 49 95.8%  放射線科 56 79.9% 

(資料元：札幌医科大学事務局作成資料) 

（注）病床利用率が 100%を超えているのは、共用ベッドの利用によるものである。 

 

診療科別の病床利用率には、上記のように大きな開きがある。これは、許可病床数は、利用患者

数によって決定されているのではなく、1 病棟 50 床を基本としており、各診療科の病床数もそれに連

動して配分されているために、入院患者数の少ない診療科にも多い診療科と同程度の病床数が配

分されているためである。 

これらの問題に取り組むべく、平成 15 年度に設置予定の「（仮称）診療科別ベッド数配置検討委
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員会」は、平成 15 年 12 月時点で設置されておらず、ベッド数の見直し作業は進んでいない。 

診療科別に配分された現行の病床数を、病床利用率が高く、入院待ち患者数の多い診療科へ多

く配分するなどの見直しを、できる限り早期に実施すべきである。 

 

②入院待ち患者数の適時把握の問題 

病床利用率の算出は、看護部からの「看護管理月報」に基づいて算出されている。このため、病床

利用率は日次毎でも算出されているが、入院待ち患者数については、医師毎に把握しているのみで、

附属病院としては把握していないとのことであった。 

不謹慎ながら病院を工場に例えると、病床利用率は機械の稼働率に、入院待ち患者数は受注残

高に例えることができる。企業経営において、機械の稼働率や受注残高を把握することは、収益改善

や顧客満足のための重要かつ最も基本的な事項である。 

医療情報システムの機能に制約があるために、病床利用率のデータの利活用や入院待ち患者数

の把握が行われなかったものと思われるが、経営上の基礎数値の入手や加工を行うことは重要であ

るので、パソコン等を有効に活用して管理すべきである。 

病床利用率向上については、中期的な目標や計画といったより上位の目標と関連付けたうえで、

目標指標として利用することが望まれる。また、目標を達成するためには、目標を下回った場合に、

適時に原因を分析して改善策にフィードバックしていく仕組みが必要である。しかし、現行の制度で

はこのような仕組みを作ることは難しいため、新たな枠組みでの管理を検討する必要がある。 

 

c . 業務の外注化 

 附属病院の収支に最も重要な影響を与える費用項目は人件費である。しかしながら、人件費は、

職員が公務員であるため下方硬直的なものとなっている。端的に言うと、人事給与制度に手をつける

ことなく収支を改善することは困難である。物件費等をいくら削減しても多寡が知れているというのが

実態である。ただし、人事給与制度に手をつけるべきか否かということは、附属病院の収支改善とは

別の次元で議論すべきことである点は言うまでもない。 

 ここでは、一つの例を示したい。 

平成 14 年度の各業務に従事している職員人件費、外部委託した場合の委託料及び委託した場

合の人件費の削減額は、【表 4-6】のとおりである。同表は、札幌医科大学事務局から入手した人件

費及び委託料に関する資料から包括外部監査人が試算したものである。この表では、平成 14 年度

職員人件費を職員数（非常勤職員は、正職員の勤務時間の 4 分の 3 なので、非常勤職員 1 名は正

職員 0.75 名として算出した）で除して、一人当たりの職員人件費を算出し、一人当たりの外部委託料

との差額に、職員数を乗ずることにより、各業務の経費削減額を試算している。 

なお、委託料は、必ずしも外部の業者の見積もりに基づくものではなく、現在委託している業務の

委託料を参考にして算出されている。このため、実際に外部委託をした場合とは異なる可能性がある

が、今後の業務委託化を検討するための参考資料としては有用であると考える。 
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【表4-6】によれば、表中のすべての業務を外部委託した場合には、約 4億円強の費用が削減でき

る計算になっている。しかし、職員は地方公務員としての身分が保証されているため、当該業務に従

事している職員の他職種への職務換や他部門への配置換（他職種及び他部門における退職者の発

生を伴うもの、以下同じ）、定年等退職による職員数の削減が無ければ、外注化による収支の抜本的

な改善は不可能と言わざるを得ない。 

 

【表 4-6】外注化による節減額の見積もり      （単位：千円、名） 

 人件費 平成 14 年度職員人件費 

業
種 身分 

給与・手
当等 

法定福利
費等 
(※1) 

 

合計 
 
 
a 

人数 
 
 
b  

人数 
(※2) 

 
c 

人件費
(一人

当たり) 
d=a/c 

委託料
（一人
当たり）  

 
 
e 

節減額
（一人
当たり）  

 
 

f=d‐e 

節減額 
 
 
 
 

g=f×c 

正職員 253,629 43,117 296,746 33 33.00     

非 常 勤

職員 
33,325 5,,665 33,995 9 6.75   

 
 

調
理
員 

計 286,954 43,787 330,741 42 39.75 8,321 4,588 3,733 148,387 

正職員 38,898 6,613 45,511 8 8.00     

非 常 勤

職員 
36,142 6,144 42,286 8 6.00   

 
 

非 常 勤

職 員 ( 兼

務)(※3) 

3,038 516 3,554 1 0.75   

 

 

洗
浄
滅
菌 

計 78,078 13,273 91,351 17 14.75 6,193 4,729 1,464 21,594 

正職員 －   － －     

非 常 勤

職員 
28,675 4,875 33,550 7 5.25   

 
 

非 常 勤

職 員 ( 兼

務)(※3) 

3,038 516 3,554 1 0.75   

 

 

メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー 

計 31,713 5,391 37,104 8 6.00 6,184 4,965 1,219 7,314 

正職員 242,660 41,252 283,912 41 41.00     

非 常 勤

職員 
13,655 2,321 15,976 3 2.25   

 
 

看
護
助
手 計 256,315 43,573 299,888 44 43.25 6,934 4,413 2,521 109,033 

正職員 85,161 14,477 99,638 10 10.00     

非 常 勤

職員 
11,310 1,923 13,233 2 1.50   

 
 

 
 

守
衛 

計 96,471 16,400 112,871 12 11.50 9,815 4,588 5,227 60,111 

正職員 99,862 16,976 116,838 13 13.00     

非 常 勤

職員 
38,140 6,484 44,624 8 6.00   

 
 

技
能
員 

計 138,002 23,460 161,462 21 19.00 8,498 4,488 4,010 76,209 

合計         422,648 

（資料元：札幌医科大学事務局作成資料に基づいて、包括外部監査人が試算した） 

(※)１．法定福利費等は給与・手当の 17％として計算している。 

２．正職員は週 40 時間、非常勤職員は週 30 時間の勤務であるため、非常勤職員 1 名は正職員 0.75

名（30 時間÷40 時間）として計算した。 
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３．洗浄・滅菌業務とメッセンジャー業務を兼任している非常勤職員が2 名いるため、両業務に1 名分

を賦課した。 

 

d. 外部委託業務の契約価格について 

外部委託を行っている委託業務について、予定価格の合理的な積算や市場動向の把握に努め、

より経済的な契約を行うべきだという指摘もよく聞くところである。実際、附属病院においても、委託の

基準を見直したり、一般競争入札を実施して、改善を図っている。 

しかしながら、今日の経済社会における市場動向は常に変化することが常態となっている。このよう

な中、委託基準や一般競争入札のような固定的手続で実現できる経済性は極めて限られていると言

わざるを得ない。 

実際、コスト管理にはことのほか気を使う民間企業の外部委託先選定では、必ずしも委託基準の

明確化や一般競争入札が行われていない。その理由は、入札制度等は、契約の公平性を一定程度

担保するが、価格の逓減には必ずしも大きくは寄与しないからである。にもかかわらず、官庁におい

て入札制度等が取られているのは、価格の逓減に不完全な制度であっても、それを導入しない場合

に比較して、価格が下がるという過渡的な要因があったためである。 

取引の信頼関係が重視される民間法人主体間の取引では、むしろ長期安定的な取引が依然重

視されている。翌年度にはなくなるかもしれない業務に積極的に応札はしないし、するとしても安定し

た取引に一定の上乗せをするのが一般的である。 

この点、単年度予算や過度の公平性重視は、コスト削減という観点からは、まことに使いにくい制

度であり、改善には限界がある。 

 

e . 経営計画について 

札幌医科大学では、平成 9 年度に経営改善計画を策定した。これについては、次のような改善意

見が出されている。 

l 目標年次の収支状況及び一般会計からの繰入金に関する収支見通しが示されていない。 

l 経営管理の基本となる収支比率などが設定されていない。 

l 経営改善のキーポイントである人件費の縮減率が示されていない。 

l 外部評価の仕組みが導入されていない。 

これを受けて、札幌医科大学では、平成 15 年度から平成 19 年度までの 5ヵ年の「新経営改善計

画」を策定した。 

この中において、平成 15 年度及び平成 19 年度の病床利用率、職員給与費率（対医業収益及び

対診療収入）、患者数等の指標及び収支見通しが記載されている。しかし、平成 16 年度から平成 18

年度の数値は記載されていない。また、職員数の削減及び効率的な業務執行による人件費の縮減

の方針を打ち出しているが、平成 15 年度と平成 19 年度の収支見通しにおける職員費はほとんど横

ばいの見通しとなっている。職員給与費率は、平成 15 年度の 62%から平成 19 年度には 56%へ低下
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するとされているが、これは職員給与費の減少よりも医業収益(特に診療収入)の増加を見込んでいる

ことによる。 

また、「新経営改善計画」は、札幌医科大学により作成されており、作成の過程で外部の意見を取

り入れてはいるが、計画の今後の進捗状況については道議会のチェックは受けるものの、法定の決

算資料ではないため監査委員の直接的な監査対象となる性格のものではない。 

平成 15 年度（初年度）及び平成 19 年度（最終年度）の収支見通しは記載されているが、平成 16

年度から平成 18 年度までの収支見通しは記載されていない。たとえ記載されていても、そもそも最大

の支出項目である人件費については、各年度で進捗管理を行うほどの改善案の選択肢がないので

ある。 

「新経営改善計画」には、職員数及び人件費の削減方針が示されているが、削減数及び削減額

についての記載がない。地方公務員としての身分を保障されている職員を解雇することは、現状に

おいて困難であり、「新経営改善計画」においても定年退職者等の動向を見ながら外部委託への切

り替えを進めていくとされている。 

この計画は、現行制度を前提に見込みを示したものであって、制度変更を伴うような能動的なアク

ションによって人件費の削減を実現させていこうとする計画ではないのである。 

 

改善意見は、いずれも重要ではあるが、残念ながら現行制度を前提としたものであるという弱さが

ある。特に、次の二点は問題である。 

まず第一の経営計画策定単位として、附属病院をとっていることである。既に繰り返し述べたように、

問題とすべきは附属病院部門ではなく、札幌医科大学全体である。 

第二に、人件費の縮減率を示せと言われても、職員は地方公務員としての身分が保証されている

ため、現行制度において解雇することは困難であり、定年退職等による自然減のほか、他職種への

職務換や他部門への配置換による人員削減が無ければ人件費削減はできず、改善時期などを含め

た具体的な改善案を示すのに苦労するであろう。ここにも現行制度の限界がある。 
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第５ 監査結果に添えて提出する意見 

－問題点の解決方法としての地方独立行政法人化－ 

札幌医科大学における様々な問題点の解決方法として、これまで個別に指摘したとおりであるが、

近時、国の機関及び国立大学の独立行政法人化に対応して、地方の研究機関や公立大学の独立

行政法人化の動きが盛んになっており、この地方独立行政法人制度の利用の仕方によっては前述

の問題点の抜本的な解決方法となりうると考える。 

そこで、地方独立行政法人制度制定の経緯、その基本理念、国立大学の法人化からの流れ、基

本理念に基づく主な制度的変革点、公立大学が地方独立行政法人制度を採用するにあたって考慮

すべき課題等を説明したのち、札幌医科大学及び北海道の地方独立行政法人化への取組状況、

最後にこの地方独立行政法人制度による問題点の解決方法について意見を述べる。 

 

(１) 地方独立行政法人法の制定とその基本理念 

a . 地方独立行政法人法制定の経緯 

平成 12 年 12 月「行政改革大綱」の閣議決定により、「国における独立行政法人化の実施状況等

を踏まえて、独立行政法人制度についての地方導入を検討する。」との指針が示され、平成 14 年 12

月 12 日、総合規制改革会議の規制改革の推進に関する第 2 次答申として、平成 14 年 8 月に公表

した「地方独立行政法人制度の導入に関する研究会報告書」を踏まえて、「平成 15 年度中に、地方

独立行政法人制度を創設する。」との答申が示された。 

平成 14 年 12 月 17 日、上記第 2 次答申について「最大限に尊重し、所要の施策に速やかに取り

組む」旨が閣議決定され、平成 15 年 4 月 25 日、地方独立行政法人法案が閣議決定され、国会承

認を経た後、平成 15 年 7 月 16 日に公布、平成 16 年 4 月 1 日より施行されることとなっている。 

 

b. 地方独立行政法人制度の基本理念 

地方独立行政法人とは、住民の生活安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施さ

れる必要のある事務・事業のうち、地方公共団体自身が直接実施する必要はないものの、民間の主

体に委ねては確実な実施が確保できないおそれがあるものを効率的・効果的に行わせるため、地方

公共団体が設立する法人である（地方独立行政法人法（以下、単に「法」という。）第２条第１項）。 

これまでの国及び地方の行政組織の運営については、①事前チェックを重視する官庁会計により

弾力性のある財務運営が困難である、②行政組織、定員及び人事について法令の統制があり、機

動的・弾力的な運営が困難である、③明確な目標設定、業務実績の評価を行う仕組みがないため、

職員に目的意識や達成感が生まれにくい、④業務内容や財政状況が外部からはわかりにくい、など

と言った問題点の指摘がなされていた。 

これらの指摘及び行政機能の肥大化による財政負担の増加に歯止めをかけるために、国の行政

改革の一環として行政機能を減量化（アウトソーシング）し、国が自ら行ってきた行政サービスから必
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ずしも国が直接に実施する必要のないものについて、別の法人格を設立して、明確な目標設定の下

に自立的かつ弾力的に財務運営・業務運営を行えるようにするとともに、事後評価と見直しをもって

業務の効率性やサービス水準の向上を図ろうとする独立行政法人制度が導入された。この考えが地

方に及んだものが地方独立行政法人制度である。 

したがって、地方独立行政法人は、明確な目標設定の下に財政運営面や内部組織面でその自主

性を促し（自主性）、これにより行政サービス水準の向上と効率性の向上を目指し（公共性）、あわせ

て事後評価と見直しの前提として住民への情報公開の充実（透明性）を図るという３つの基本理念に

支えられる制度である。 

 

c . 地方独立行政法人制度の対象業務 

地方独立行政法人は、定款で定めることにより以下の５つの業務及びその附帯業務を行うもので

あるが（法第２１条）現在、北海道において当該対象業務を行っている機関を対象業務毎に分類する

と以下のとおりとなる。 

l 試験研究（法第２１条第１項第１号）………道立衛生研究所、同アイヌ民族文化研究センター、同

工業試験場、同農業試験場、同水産試験場、同畜産試験場、同林産試験場など 

l 大学の設置及び管理（同条同項第２号）………札幌医科大学 

l 公営企業に相当する事業（水道・電気・ガス・自動車運送・鉄道・病院事業など）の経営（同条同

項第３号）………企業局、江差・寿都・紋別・北見などの道立病院 

l 社会福祉事業の経営（同条同項第４号）………中央乳児院、知的障害児施設もなみ学園など 

l 公共的な施設で政令で定めるもの（同条同項第５号）……施設の規模を定める総務省令が未制

定である。  

 

(２) 公立大学の法人化 

a . 国立大学の法人化からの流れ 

平成 13 年 6 月 11 日、文部科学省から「大学（国立大学）の構造改革の方針」（通称遠山プラン）

が出され、その中で、以下のような指針が示された。 

l 国立大学の再編・統合（スクラップ・アンド・ビルド）を大胆に進めることで活性化を図る。 

l 国立大学に民間的発想の経営手法を導入するために新しい「国立大学法人」に早期に移行す

る。 

l 大学に第三者評価による競争原理を導入することで、国公私「トップ 30」を世界最高水準に育成

する。 

このような指針を受けて、「新しい『国立大学法人』像について」の概要が示された後、国立大学法

人法が平成 15 年 7 月 16 日公布され、平成 15 年 10 月 1 日に同法が施行されている。同法に基づ

き平成 16 年 4 月 1 日より国立大学のすべてが法人格を新たに取得することとなっている。 
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b. 公立大学の法人化 

国立大学が前記の指針を実現するために法人化することに合わせて、対等かつ共通の基盤のもと

に大学間競争を行っていく前提として公立大学も法人化することが必要不可欠となってきた。また、

大学自身の自主・自立的な運営を可能にするためには、組織の公共性・公益性は確保しつつも、法

人化により行政組織の枠組みから独立した自立的経営体となることが有効であり、そのような制度上

の改変が各大学に大学の設置理念の再認識や運営効率化のための学内システムの改革、納税者

である住民に対する情報提供、透明性確保の制度導入を促す強力な契機になることから公立大学

についても法人化が期待されている。 

 

(３) 地方独立行政法人法による制度的変革点 

地方独立行政法人制度は、前述１（１）ｂ の自主性・公共性・透明性の３つの基本理念（法第３条）

を実現するために、主に以下の制度を採用している。 

l 地方独立行政法人が中期目標・中期計画に基づき、計画的に業務を運営・管理することで（法第

２５条以下）、自主的・自立的な運営が可能になり、職員にとっても目標が予め定められることで目

的意識や達成感が醸成され、専門性やノウハウの蓄積も期待できる。 

地方独立行政法人の長に対し、主要ポストの任命・解任権限（法第１４条第２項以下、法第１７条、

法第２０条）、中期計画（法第２６条）・給与体系（法第５７条等）等を決定する権限を与えるとともに

経営責任の所在を明確にし、主体的な運営を可能にした。 

これまでの単年度主義から中期目標・中期計画を念頭に置いた複数年度にわたる業務運営、中

期計画期間内の剰余金の繰越が認められ、より弾力的な法人運営の実施が期待できるようにな

る。 

l 地方独立行政法人の業務実績について、評価委員会等第三者機関が定期的に評価し（法第１１

条）、必要に応じて勧告を行うことで（法第２８条以下）、住民への公共サービス水準の向上を図る

効果が期待できる。 

l 地方独立行政法人の実績、職員の業績を反映した給与体型等を確立し、業績主義の人事管理

を行うことで（法第４８条、同第５１条、同第５６条、同第５７条等）、目標達成に向けての努力を促し、

住民への公共サービス水準の向上を図る効果が期待できる。 

l 企業会計原則を採用し（法第３３条）、財務諸表を作成することで（法第３４条）、財務内容の明確

性・透明性を確保することができる。 

l 上記を含め広範な事項を積極的に外部に公表することで（法第３条第２項）、透明性を確保する。 
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(４) 公立大学が地方独立行政法人制度を採用するにあたって考慮すべき課題 

地方独立行政法人となることにより、上記(３)のような制度の変革が見込まれているが、その一方で

以下のような課題もあり、これを十分念頭に入れ、設置者と公立大学の間で十分な議論を経る必要

がある。 

l 国立大学は、文部科学省一設置者によって国立大学法人へと移行し、その文部科学省は教育

行政のエキスパートである。他方、公立大学は各地方公共団体が設置者となり、地方独立行政法

人法及び条例の制定を受けて移行することになるが、これを担うだけの人的・物的基盤が国に比

べ貧弱であるため、法人化に向けて基盤整備が急務であり、これが遅れ、形ばかりの法人化をし

た場合、法人内部の混乱、さらにはこれが外部にも波及するおそれがある。 

l これまで当然のように公立大学の設置者が財政的負担を負っていたものが、独立の法人格となり、

また、職員が非公務員化する予定であり、これまでのように当然という状況ではなくなり、公立大学

独自の財政基盤確保への努力が不可欠となってくる。 

l 国庫補助の対象事業であったものや税の優遇措置を受けていた公立大学が、法人化した後も同

様の扱いを受けることができるのか。自主性・自立性の観点からは切り捨てられる可能性も残され

ている。 

l 企業会計方式に準拠した新たな会計基準に適応する必要があり、バランスシートを含む財務諸表

なくして永年過ごしてきた公立大学にとって、この基礎となる数字を確定する作業自体膨大かつ

複雑な作業であり、監査法人・不動産鑑定士など外部への委託が不可避になるなど、多額の経

費を要する見込みである。  

 

以上、地方独立行政法人化するにあたって念頭に入れておかなければならない課題もあり、これ

らの点も考慮に入れた上でなお独立行政法人化するメリットを明確にもって法人化する必要がある。

単なる法人格の取得だけであれば莫大な経費の無駄遣いに終わり、設置者の財政をただ圧迫する

結果に終わってしまう。 

    

(５) 地方独立行政法人化への取組状況の概要  

次に、この地方独立行政法人制度導入に向けての取組が札幌医科大学及び設置者である北海

道においてなされているので、その状況を以下に示す。 

 

a . 札幌医科大学における取組状況 

札幌医科大学において、今後の地方独立行政法人化問題を検討するため、評議会のもとに学長

を委員長とする法人化問題ワーキンググループが設置され、同グループの運営要領が平成１３年９

月１日より施行されている。 

同グループ設置後の会議の開催状況と審議状況等は以下のとおりである。 
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・平成１３年１１月１日 第１回ワーキンググループ 

「大学の独立行政法人化セミナー」を開催 

講師：光本 滋助手（北海道大学大学院教育学研究科） 

・平成１４年６月４日  第２回ワーキンググループ 

札幌医科大学の法人化への取組日程の確認を行い、平成１４年度中に中間報告、１５年度に設

置者である道との協議を行い、最終報告をまとめ、平成１６年度に法人化準備室の設置をするこ

ととしている。 

あわせて、法人化に対する学内の意識向上を図るために講演会の複数回開催決定。 

・平成１４年７月９日  第１回大学の独立行政法人化講演会開催 

講師：中村研一教授（北海道大学大学院法学研究科・法学部） 

テーマ：国立大学の独立行政法人化 

・平成１４年８月２７日 第２回大学の独立行政法人化講演会開催 

講師：加藤祐三名誉教授（横浜市立大学） 

テーマ：公立大学の法人化について 

・平成１４年９月２７日 第３回ワーキンググループ 

独立行政法人化により変わっていく制度（運営組織・財務会計・人事制度等）に関する論点整理。

グループ内で法人化によるメリット・デメリットを議論。 

・平成１４年１２月１３日 第４回ワーキンググループ 

独立行政法人化に係る最近の状況の検討と今後の法人化スケジュール決定。 

・平成１５年６月１７日 第５回ワーキンググループ 

公立大学の独立行政法人化に係る懇談会開催。 

講師：宮澤夏樹公立大学協会事務局長 

講師：光本 滋助手（北海道大学大学院教育学研究科） 

・平成１５年７月３１日 第６回ワーキンググループ 

地方独立行政法人法の概要説明及び中間報告検討 

・平成１５年８月１２日 第７回ワーキンググループ 中間報告検討  

・平成１５年８月２１日 第８回ワーキンググループ 同上 

・平成１５年１１月２７日 医学部教授会 中間報告承認 

・平成１５年１２月１０日 保健医療学部教授会 中間報告承認 

以上の討議を重ねた結果、現在、評議会で決定すべく最終的な調整を行っているが、中間報告

の学内決定時期は未定であり、法人化に向けての予算要求及び人員配置の目途は立っていない。 

 

b. 北海道における取組状況 

他方、平成15年９月時点で設置者となる北海道の法人設立準備状況は、平成15年８月に総務部

及び関係部で地方独立行政法人制度を道政改革に活かしていくための基本的な課題や対象事業



 
67 

 
 
 

についての検討視点を整理している。 

検討視点としては、事業自体の必要性や民間等との役割分担の妥当性・自律的運営をさせること

の適否・法人化による事業課題の改善効果・事業のスケールメリット・独立行政法人化経費の点など

が挙がっている。 

今後のスケジュールについて、道では平成 15 年度内に法人化が、対象事業の行政サービスの向

上に有効な手段となるかどうかを検討するための視点などを取りまとめた「地方独立行政法人制度に

関する指針」（仮称）を策定し、16 年度以降、「指針」を踏まえて、個別の事業毎に法人化の是非を検

討する予定である。 

札幌医科大学に関しては、大学設置者の窓口である総務部を軸に、大学の在り方の見直しを行う

とともに、「指針」に沿って法人化に係る十分な検証を行い、法人化が大学改革に効果的であるかど

うかの観点から、その導入の是非について検討する予定である。 

 

(６) 札幌医科大学を地方独立行政法人とすることによる問題点の解決 

a . 札幌医科大学の現状での問題点の総括 

札幌医科大学も道の一行政機関として、住民からの様々な税収を基礎にしてその運営がなされて

いるのであるから、納税者である住民に対し、現在及び将来にわたって有益な公的サービスを行って

いくこと、また、その業務内容や財政状況を住民に対し理解可能な形で明示していくことが当然の義

務として要求されるところである。 

住民へのサービスの向上、財政状況の改善、情報の開示などこれまでも指摘され、徐々に改善さ

れてきていることが窺われる。不十分な点についても今回の監査により個別に指摘したとおりである。 

ただ、今なお癒えていない問題点として、以下の点があげられ、これを改善するために札幌医科

大学の地方独立行政法人化が有効な手段となりうるのではないかと思料する。 

 

①大学と医局の二重構造 

札幌医科大学に限られるものではないが、医大内部に大学と講座を中心とした任意組織である医

局との二重構造が存在し、この内部の任意団体に過ぎない医局について大学が十分掌握仕切って

いないがために、住民に対する公的サービスや財政状況等の明示が十分に行われているのかという

問題点がある。 

確かに医局の存在は、教育・研究・診療の分野で専門家が集結することになり、医療の進歩にとっ

て重要な役割を担っていることは否定できないところである。 

しかしながら、医局は、教授を頂点として所属する医師を掌握し、教育・研究・診療に従事する医

師の配置や外部の医療機関への派遣医師をも実質的に決定している。まさに医大が担うべき重要な

責務を医局が担っているのである。 

このように大学内部が二重構造となっていたとしても大学が医局を掌握し、監督機能が果たされて
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いるのであれば問題は大きくないが、大学では各医局の内部については敢えて触れようとしていない

というのが実情である。また、大学といってもその最高意思決定機関である評議会は、講座（同時に

医局）のトップである教授らで構成されているのであるから、教育研究の面はともかく管理運営の面で

の監督機能が働くのかも疑問が残るところである。そして、設置者である道も、大学の自治の建前か

ら積極的に管理運営に関与していない上、短期間で異動することが多い事務職員では医局の内部

事情を把握することは事実上困難であることから、大学の組織と任意の組織が渾然一体となっている

医局に対し、意見を言う者など現れるはずがない。 

 

② 現行の官庁会計制度による弊害 

既に指摘したとおり、札幌医科大学の一般会計と特別会計の区分が極めて曖昧であり、札幌医科

大学の財務内容を住民の理解可能な形で開示しているとは言い難い。 

また、現行の官庁会計制度では、単年度毎の予算を獲得し、単年度で執行するという処理がされ

ているため、予算を消化することに主眼がおかれ、住民の公的サービスの充実のために長期的なビ

ジョンを持って予算を弾力的に運用するという意識もなかなか生まれてこないし、予算を節約してもそ

れを内部留保できるわけでもなく、効率よく予算を執行するという意識も希薄化する結果になってい

る。 

さらに、清掃業務委託費の箇所（第４、１、（３）ｂ、①）で指摘したように、清掃業者が委託料に見合

わない仕事しかしていないにもかかわらず、完全な履行を前提とする委託料を払い続けていたことは、

仕事に見合った対価を支払うという民間であれば当然の意識が希薄化していたと言わざるを得ない。

積算基準や履行の有無の算定困難性など実際上の問題があったことは否定しないが、事前にその

ような問題点を予期して対処する危機管理意識が民間に比べて低かったということもできるのである。 

民間企業であれば収入と支出、費用対効果が経営を左右する重要な問題であり、不可分の関係

にあるためシビアな判断が経営者や社員にも要求されている。しかしながら、官庁においては、収入

は税金等により徴税部門が担当して徴収する一方、その支出は議会で決定された予算に従い、官

庁各部局が執行するだけであり、両者の役割が分化され不可分の関係にない。現行の官庁会計制

度では、予算を執行する各部局にとっては単年度で獲得した予算は単年度で執行しなければならな

い、余剰が生じれば次年度以降の予算が削られかねないという意識は生まれるが、収入規模に見合

った支出であるのか、効果に見合った費用であるのかを対比することのできる企業会計の手法が採ら

れていないため、そのような意識を持てと言うことが難しくなっている。まさに官庁会計制度による弊害

と言わざるを得ない。 

 

b. 札幌医科大学の問題点解決のための地方独立行政法人化 

札幌医科大学における問題点を解決する手段として、個別の改善計画を立てる方式はこれまでも

行われており、現在も進行中である。そしてこの改善計画により事態を解決することも不可能ではな

いであろう。道の打ち出した医局廃止の方針により二重構造の問題点を是正する可能性もある。 
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しかしながら、従前何度も改善案が出されながら抜本的な解決にならなかったという経緯に鑑みる

と、思い切った改革が必要である。 

 

①地方独立行政法人化 

国立大学の法人化に引き続いて地方の公立大学も法人化することが予想され、これとの制度的公

平性を保つためにも札幌医科大学が法人化する必要性があるが、このような横並び的な要請に止ま

らず、札幌医科大学における医局との二重構造を是正する手段として、地方独立行政法人制度は、

有効な手段となると思われる。住民に対し直接報告する義務も責任も負っていない医局に実質的に

委ねられていた権限を、長に集中させることで責任の所在が明確になり、住民も情報開示を求め、こ

との当否の判断をすることが可能になる。 

 

②地方独立行政法人における企業会計制度の位置付け 

地方独立行政法人制度の基本理念である、公共性・透明性・自主性を実現する手段の一つとして、

企業会計方式による財務会計制度（以下単に「財務会計制度」という。）がある。財務会計制度は、地

方独立行政法人化により導入される制度の中では、非常に地味な印象を与えており、単に帳簿のつ

け方の相違程度に捉えられいている向もある。しかしながら、法人化では最も重要なインフラであり、

これなくして法人化はないと言っても言い過ぎではない。我が国において、政府部門と家計部門を除

き、ほとんどの組織で採用されている点からも、その有用性については改めて説明する必要はないで

あろう。 

誤解のないように付言すれば、他の制度と同様に、制度を導入すれば直ちに基本理念が実現す

るわけではない。肝要なのは、制度の利用の仕方である。新しい制度は、とかく「仏作って魂入れず」

になりがちである。形ばかりの導入で、思ったような効果が得られないと嘆く事例は後をたたない。ここ

では、真に地方独立行政法人制度の基本理念を実現させるために、なぜ財務会計制度が重要なの

かを説明する。 

財務会計制度は、官庁会計では解決できない問題、或いは、官庁会計を採用するがために生じる

問題解決の処方箋となり得る。それは、財務会計制度が、業務や組織から独立した制度ではなく、札

幌医科大学の運営そのものに自然に有機的な関連を持ち得る制度であるという特質を持つからであ

る。先に、形ばかりの導入では効果がないと述べたことと矛盾するようではあるが、仮に形ばかりの導

入であっても、地方独立行政法人の現状把握、業務、組織、人事、中期目標・計画、評価制度、資

産管理・維持などに影響を与えずにいない。 

企業会計において、近年新しい会計制度が導入され、財務情報のディスクロージャーが重要にな

っているのと同時に、企業が大きな変貌を余儀なくされているのは決して偶然ではないのである。 

 

③地方独立行政法人化による問題点の解決について 

既に札幌医科大学の問題点として列挙した各事項の多くは、財務会計制度を中核とした地方独
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立行政法人制度を導入することで解決するとともに、より有効な業務運営が可能になる。具体的に述

べよう。 

 

１)地方独立行政法人制度は、札幌医科大学を一体として議論することを可能にする。 

区分が不明瞭な二つの会計、すなわち一般会計と特別会計に基づき、一つの主体たりうる札幌医

科大学及び附属病院を論じていることが、現在の会計の最大の問題点である。密接不可分であるこ

とでその機能を発揮できるはずの大学と病院を、官庁会計の制度によって無理やり区分経理し、そ

の結果、一般会計繰入金の多寡を議論することは意味のないことである。地方独立行政法人となれ

ば、財務会計制度を導入することで、本来機能的にも会計的にも一体として議論すべき札幌医科大

学と附属病院の全体を一つの法人として把握することができる。すなわち運営単位と会計単位を一

致させることができる。 

この一体となった札幌医科大学に医局を包含する必要があるのは、当然のことである。 

 

２)地方独立行政法人制度は、財務会計制度と結びついた中期計画・中期目標により、予算制度・意

思決定機構を改革できる。 

現行の会計は、予算制度と密接に結びついているが故に、予算が適正に執行されることには重き

を置くが、決算を重視しないという特徴がある。官庁会計では、決算は単なる結果に過ぎないのであ

る。しかし、予算制度が単なる予算枠から、自主的・自立的に作成した中期目標・中期計画との連動

が可能な形に変化を遂げ、かつ単年度から複数年度での予算化も可能になれば、状況は一変する。

硬直化した現状の予算制度が緩やかに運用できるようになれば、変化への対応が迅速に行いやすく

なる。学長に権限を集中させるとともに、学内での意思決定を早める制度の導入もこれを後押しする

であろう。逆に従来のような意思決定のスピードであれば、中期計画・中期目標の達成は困難であり、

それなりの第三者評価を受けることになる。 

 

３)地方独立行政法人制度は、財務数値の測定・評価を通じて、人事制度を改革できる。 

地方独立行政法人制度では、大学の職員は非公務員型とされている。硬直化した公務員制度の

もとでは、改革は不可能である。特に札幌医科大学は、極度に専門化した医療関係職とローテーショ

ンにより一時的に所属する事務職という、公務員制度を象徴するように硬直化した組織を構成してい

る。 

また、先に医局と医大の二重構造について述べたが、もう一つの二重構造、すなわち、医療関係

職と事務職との二重構造が意思決定を難しくしている。 

法人化が行われれば、少なくとも長期的には、このような公務員制度のマイナス部分を漸次縮小し

ていくことが期待される（少なくとも不可能ではない）。財務会計制度は、財務数値の測定・評価を通

じて、札幌医科大学全体の運営成績と財政状態を明らかにする。これに非財務情報を組み合わせる

ことで、人材や部門の評価に結びつけることができる。その結果、有能な人材を生かす仕組みが可
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能になる。 

 

４)地方独立行政法人制度は、第三者の評価制度を改革できる。 

どのような組織でも、第三者からの評価がなければ、自らの論理が横行し組織の停滞が起きる。札

幌医科大学も例外ではない。従来、第三者の評価基準には、組織全体を見る視点が欠落していた。

このため、例えば監査委員の行政監査などでも個々の改善意見には見るべきものが少なくないが、

根本的な原因である組織全体にかかわる問題、すなわち予算制度の問題、人事制度の問題、会計

制度の問題、意思決定機構の問題などに関連付けた解決が図られないため、議論が矮小化され、

結果として、事態がまったく改善しない。 

財務会計制度は、この点に一つの解決案を提供する。財務会計制度導入の結果、札幌医科大学

創設以来初めて、法人全体について、一つの数値的な結果が提示されることになる。目標は大小多

数あって構わないが、目標はわかりやすいほどよい。財務数値を評価の核とすることで、他の目標も

生きてくるのである。もちろん、数値の意味をよく吟味する必要がある点は言うまでもない。 

 

５)地方独立行政法人制度は、戦略を通して、組織を変革できる。 

組織は戦略に依存する、という有名な言葉がある。現在の札幌医科大学には、厳密な意味での戦

略はないと断言してよい。戦略もどきの抽象的な目標があるのみであり、抽象的であるが故に、達成

され得ない。せいぜい小さな指標を目標に見立てて、改善した悪化したの議論が行きつ戻りつしてい

るに過ぎない。このため、組織の改革が進まないのである。 

これは必ずしも札幌医科大学にすべての非があるわけではない。同情的な見方をすれば、戦略を

実行するツールを持たないのに戦略を立案せよと言っても無理な話である。中期目標・中期計画を

自主的に設定する際には、長期的な戦略が不可欠である。戦略の中枢には、財務戦略がある。戦略

を数値化するとわかりやすいし、白黒がつきやすいという理由もある。戦略特に財務戦略が明確にな

れば、それを達成するための組織は一通りではないにしても、自ずと絞られてくるはずである。そのよ

うな目標必達のための組織が、現行のような形態をとっていないであろうことは想像に難くない。 

 

６)地方独立行政法人制度は、バランスシートを含む財務諸表を通して、資産管理を改革できる。 

官庁会計の弱さは、バランスシートがないことだとしばしば議論されてきた。企業財務の専門家の

観点からすると、バランスシートなくして組織の運営を続けていることに驚く。 

バランスシートは、地方独立行政法人の静態的な財政状態を表現する。これを導入することで、資

産の管理が劇的に改善するはずである。収支会計と切り離されて管理されてきた債権や物品などの

資産が、バランスシートを通じて、法人全体の財政状態と結合するからである。 

また、入札制度にも改善を促す可能性がある。現在行われている入札制度は、取引の公正さや品

質を維持する機能は一定程度果たしているが、安定的な取引を図る機能や適正な価格を見極める

機能が弱い。財務会計制度を導入すれば、資産の購入・維持について、将来はその時点での予算
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が決めるという状況から、バランスシート等を通じて将来の財政状態を予測した調達・維持の情報を

得ることができる。 

 

７)地方独立行政法人制度は、ディスクロージャーを通して、札幌医科大学の存在意義を伝えること

ができる。 

財務会計制度は、多くの組織で採用されている。しかし、官庁会計は官庁でしか採用されていな

い。このため、官庁会計で如何にディスクローズを進めたところで、一般に理解される可能性はほとん

どない。企業会計方式であれば、一般に馴染みがあるため、理解を得やすくなる。札幌医科大学に

一定の（或いは知られざる）存在意義があることは間違いないのであるから、それを広く伝え、住民の

支援を得ることで新たな発展の可能性が開けてくることもあるのではないだろうか。真の透明性とは、

相手が理解したときに初めて成立するのである。 

以上 

 


