
 
 
 
 
 
 
 

 

 

速報：新たに12団体( 35病院)、全適になりました！ 
(総計92団体、247病院) 

 

(6団体) 

 

 
※色つき  が、新規全適団体です。 

岩手県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 
群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 新潟県 

都道府

県 
静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 兵庫県 

(24団体) 鳥取県 徳島県 愛媛県 高知県 長崎県 
 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県  

札幌市 仙台市 横浜市 川崎市 広島市 政令指

定都市 北九州市     

函館市(北海道) 中標津町(北海道) 奥州市(岩手県) 藤沢町(岩手県) 大崎市(宮城県)市町村 

等 横手市(秋田県) 仙北市(秋田県) 白鷹町(山形県) 川口市(埼玉県) 草加市(埼玉県)

(62団体) 銚子市(千葉県) 松戸市(千葉県) 旭市(千葉県) 青梅市(東京都) 八丈町(東京都)

 氷見市(富山県) 岡谷市(長野県) 佐久市(長野県) 波田町(長野県) 四日市市(三重県)

 伊勢市(三重県) 近江八幡市(滋賀県) 東近江市(滋賀県) 福知山市(京都府) 舞鶴市(京都府)

 亀岡市(京都府) 池田市(大阪府) 貝塚市(大阪府) 枚方市(大阪府) 泉佐野市(大阪府)

 和泉市(大阪府) 伊丹市(兵庫県) 赤穂市(兵庫県) 宝塚市(兵庫県) 高砂市(兵庫県)

 川西市(兵庫県) 海南市(和歌山県) 橋本市(和歌山県) 有田市(和歌山県) 鳥取市(鳥取県)

 岩美町(鳥取県) 智頭町(鳥取県) 南部町(鳥取県) 日南町(鳥取県) 松江市(島根県)

 安来市(島根県) 岡山市(岡山県) 笠岡市(岡山県) 井原市(岡山県) 尾道市(広島県)

 光市(山口県) 周防大島町(山口県) 徳島市(徳島県) つるぎ町(徳島県) 西条市(愛媛県)

 土佐市(高知県) 高知県・高知市病院企業団(高知県) 公立八女総合病院企業団(福岡県) 長崎市(長崎県) 大村市(長崎県)

 鹿児島市(鹿児島県) 那覇市(沖縄県)    

第１号(平成18年４月)



平成 18 年度、新規全適団体を御紹介します（敬称略）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理者、変わりました（敬称略）。 
 

 

 

 

札幌市(北海道) 病院事業管理者 

吉田 哲憲（医師） 

前歴：市立札幌病院副院長  

函館市(北海道) 公営企業管理者 病院局長 

井上 芳郎（医師） 

前歴：国立大学法人北海道大学

理事・副学長・経営協議会委員

茨城県 病院事業管理者 

古田 直樹（医師） 

前歴：財団法人竹田綜合病院 

最高顧問  

岡谷市(長野県) 病院事業管理者 

塚田 昌滋（医師） 

前歴：市立岡谷病院長 

  

徳島市(徳島県)  病院事業管理者 

湊 省（医師） 

前歴：徳島赤十字病院副院長 

  

公立八女総合病院企業団(福岡県) 企業長 

吉田 博（医師） 

前歴：公立八女総合病院院長 

  

大分県 病院事業管理者  

斎藤 貴生（医師） 

前歴：財団法人福岡県対がん 

協会会長 

宮崎県 病院局長  

植木 英範（事務） 

前歴：宮崎県社会福祉協議会 

副会長兼常務理事 

鹿児島県 病院事業管理者  

福元 俊孝（医師） 

前歴：鹿児島県立薩南病院長 

  

沖縄県 病院事業局長  

知念 清（医師） 

前歴：沖縄県立中部病院副院長

  

山形県 病院事業管理者  

野村 一芳（事務） 

前歴：山形県中小企業団体中央会副会長

静岡県立静岡がんセンター 事業管理者  

小野寺 恭敬（事務） 

前歴：静岡県立静岡がんセンター事務局長

滋賀県 病院事業庁長 

川尻 嘉德（事務） 

前歴：滋賀県理事員 

（県立病院改革担当）  

三重県 病院事業庁長  

浦中 素史（事務） 

前歴：三重県地域振興部長 

千葉県 病院局長  

近藤 俊之（医師） 

前歴：みらかホールディングス株式会社取締役 

旭市(千葉県) 病院事業管理者  

吉田 象二（医師） 

前歴：旭中央病院副院長 

草加市(埼玉県) 病院事業管理者  

高元 俊彦（医師） 

前歴：長野厚生連北信総合病院副院長

兵庫県 病院事業管理者  

黒田 進（事務） 

前歴：兵庫県農林水産部長 

川口市(埼玉県) 病院事業管理者 

長谷川 隆光（医師） 

前歴：川口市立医療センター院長 

  



 

「全適病院の飛躍的増加を祝して」 武 弘道 

今年4月1日に「全適」団体が一挙に増えた。 

 これまでの全適病院を合わせると、全国で 92 団体、247 病院となり、全自治体病

院の約1/4が地方公営企業法の全部を適用して病院事業管理者を置いたことになる。

 平成5年に私が鹿児島市病院事業管理者になった時は、まだ全適病院は全国に42

団体、98 病院しかなかったことを思うと、隔世の感がある。私は、国立病院や大学附属病院が独

立行政法人化して経営の形態を変え、効率化を目指したのに、自治体病院だけが、マンネリの非効

率的運営に置かれたままであることに苛立ちを覚え、全適に変える運動を続けてきた。北は札幌市、

函館市から南は大分県、宮崎県まで出向いて首長さん、議員の方々、病院職員や医師会の集まりに

出向いて説得を続けた。 

 新しい病院事業管理者の顔ぶれを見ると、元会社の社長さんあり、民間病院出身者あり多士済々

である。戦後 60 年の間、ほとんど変わらぬ形態で運営されて来た自治体病院のあり方が大きく変

わる年になると考える。 

 私たちが取り組まねばならない課題は山ほどある。給与のあり方の検討、医療機器や薬品、物品

の購入のあり方などの情報交換を行い、ボーナスの評価制度の導入などは連携して同時にスタート

するなど、管理者の会がそれぞれの自治体病院の経営改善に資することを期待するもでのある。 

全国病院事業管理者等協議会 役員 

会長  武 弘道 (川崎市病院事業管理者) 

副会長 久道 茂 (宮城県病院事業管理者)  監 事 岩崎 榮 (横浜市病院事業管理者) 

矢野 右人(長崎県病院事業管理者) 星 和夫 (青梅市病院事業管理者) 



第５回全国病院事業管理者・事務責任者会議の開催の御案内です 

 

１ 会議目的  全国の地方公共団体の病院事業管理者及び事務責任者が一堂に

会し、地方公営企業法全部適用のメリットを最大限に活かした効

果的で効率的な病院運営を行うため、研究・検討、情報交換を行

う会議を開催するもの。 

 

２ 主  催  全国病院事業管理者等協議会 

３ 後  援  総務省、富山県、氷見市 など 

４ 期  日  平成１８年１０月２日（月）午後１時３０分から 

３日（火）午後２時３０分まで（午後は視察） 

 

５ 会  場  会  議 グランドホテルマイアミ（コンベンションホール） 

懇 談 会      〃 

〒935-0422 富山県氷見市宇波１０番地１ TEL 0766-74-2111 

 

６ 視  察  氷見フィッシャーマンズワーフ海鮮館、アロマガーデン、柳田布尾山古墳 他 

７ 宿  泊  グランドホテルマイアミ（事業管理者）⇒ 全館貸切り４８室 

永 芳 閣（事務責任者・随行）    ⇒ ホテル海光３８室 

８ 参加人員  約１５０名 

９ そ の 他  後日、調査票お送りしますので、御回答お願いします。 

(1) 会議の主議題について 

(2) 会議出席予定者について 

(3) 資料等の送付先 

 

 

 

10 事務担当  

氷見市民病院事務局経営管理課 

課長補佐 桶元 勝範 

E-mail katsunori.okemoto@city.himi.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

〒935-8531 富山県氷見市幸町３１番地９号 TEL 0766-74-1900 FAX 0766-74-1901 

E-mail himi-hsp@city.himi.lg.jp 

富山県氷見市 Web Page http://www.city.himi.toyama.jp/ 

氷見市民病院 Web Page http://www.city.himi.toyama.jp/~50100/ 

視察先の氷見フィッシャーマンズワーフ海鮮館

氷見市病院事業管理者

加藤 弘巳 


