
 
 

 

別紙標準様式（第７条関係）   会 議 録  

会 議 の 名 称 平成 28年度第４回枚方市包括外部監査人選定審査会 

開 催 日 時 平成 29年２月 22日(水） 
午前 10時 00分から 

午前 11時 20分まで 

開 催 場 所 市民会館１階 第４集会室 

出 席 者 

加藤会長、三成副会長、佐井委員、田中委員、谷本委員 

【事務局】堀川総務部参事、金沢総務部次長、山下コンプライアン

ス推進課長、中村課長代理、今園係長 

欠 席 者 ― 

案  件  名 
１ 平成28年度包括外部監査人の評価について 

２ その他 

提出された資料等の 

名 称 

案件１関係 

資料(１)報告書（包括外部監査関係部署会議） 

資料①平成 28年度包括外部監査人の評価手順について 

資料②平成 28年度包括外部監査人評価表 

資料③平成 28年度包括外部監査執務経過 

資料④平成 28年度包括外部監査人及び補助者執務時間総括表 

（別途送付済み） 

・平成 28年度包括外部監査結果報告書 

・平成 28年度包括外部監査結果報告書概要版 

決   定   事   項 
□平成 28年度包括外部監査人において包括外部監査は適正に行わ

れたと判断した。 

会議の公開、非公開の

別 

及 び 非 公 開 の 理 由 

非公開 

 市の内部又は市と国等との間における審議、協議、検討、調査研

究その他の意思形成過程に関する情報であって、公開することによ

り、当該事務事業の目的を著しく失わせ、又はこれらの事務事業の

適正若しくは公正な執行を著しく妨げると認められる情報（枚方市

情報公開条例（平成９年 12月 15日条例第 23号）第６条第６号）

を含む内容について、審査をする会議のため。 

会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理由 
公表 

傍 聴 者 の 数 ― 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 
総務部 コンプライアンス推進課 



- 1 - 

審議内容 

○会  長：定刻になりましたので、ただいまより、平成 28 年度第４回の枚方市包括外部

監査人選定審査会を開催させていただきます。会議に先立ち、委員の出席状

況について事務局から報告をお願いします。あわせて、資料の確認もお願い

します。 

○事 務 局：委員の出席状況については、全委員が出席されており、枚方市附属機関条例

第５条第２項の規定に基づき、本日の会議は成立していることを御報告しま

す。次に、資料の確認をさせていただきます。本日の資料は、次第、事前に

お送りした資料（１）包括外部監査関係部署会議の「報告書」（以下、「資料（１）

報告書」という。）、追加で配付しました資料①から④となります。また、昨年

末にお送りしました、平成 28年度包括外部監査結果報告書（以下、「包括外部

監査結果報告書」という。）及び概要版をお持ちいただくようお願いしており

ましたが、お手元になければ予備がございますので、お知らせください。それ

では、会長、議事の進行をよろしくお願いします。 

○会  長：本日は、案件１として、平成 28年度包括外部監査人の評価を行います。よろ

しくお願いします。それでは、まず本日の評価の進め方について事務局に説明

を求めます。 

○事 務 局：それでは、資料（１）「報告書」をご覧ください。この報告書は市内部の関係

部署において評価を行った結果を取りまとめたものです。平成 28 年度包括外

部監査人については、最終年度であり、更新はされませんが、最終年度におい

ても、包括外部監査が適正に行われたかの評価を行っておくべきであると考

え、市内部で評価を行ったものです。報告書の内容につきまして、事務局から、

御説明させていただきます。 

＜事務局による報告書の説明＞ 

 

○会  長：それでは、事務局からの説明を踏まえて、平成 28年度包括外部監査人の評

価についての協議を行います。内部の関係部署会議において、平成 28年度

包括外部監査人による監査については、包括外部監査報告書の内容や監査方

法等の評価から、「適」、すなわち、適正なものであったと判断されていま

す。私たち外部委員としての評価の考え方としては、内部の評価を踏まえて、

第三者的な視点や公認会計士としての技量といった、内部によるものとは違

った観点から評価を行い、総合的な判断につなげていくことになろうかと考

えています。平成 28年度包括外部監査人について、包括外部監査結果報告

書をもとに、皆さんの評価を聞かせていただければと思います。 

○委  員：内部の関係部署会議というのは、対象部署である病院の部署は入らないのでし

ょうか。 

○事 務 局：はい。入ると客観性がなくなると思われますので、包括外部監査の執行業

務を管理している総務部の部長、実際の監査にあたっている監査委員事務

局の局長、市の政策的な見地ということで総合政策部の部長で構成してお

ります。 
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○委  員：テーマの選び方について、いろいろ意見が出ていましたが、今回のこのテーマ

は包括外部監査人が自ら選んだテーマなのでしょうか。       

○事 務 局：基本的にテーマ選定というのは、応募されてきた時に、こんなことがした

いということが提案書に書かれていますので、それを中心に監査していた

だくことになります。ただ、市の政策的に、時期として難しいことがあり

ます。特にこのひらかた病院については、平成 27年度に監査を行いたいと

いう要望でしたが、新病院に移行していますのでこの時期に入られると、

事務的に厳しいため、お断りした経過があります。このため、平成 28年度

のテーマとなりました。当初、高齢者福祉、公営企業、このあたりが包括外

部監査人の希望していたところです。 

○委  員：ただ、もっと横断的に等、かなり意見がでていますね。このあたりは意見を踏

まえて何か検討はされるのでしょうか。 

○事 務 局：今度、新しい方と契約を結びます。この段階で、既にテーマの候補が出てきて

いますので、こちらの政策意図も反映できるように協議はいるのかと思ってい

ます。ただ、先ほどの関係部署会議での報告のなかで、繰り出し金の話をさせ

ていただきましたが、病院などの公営企業に市の一般財源からお金を出してい

ます。繰り出し金も見てほしいという要望はこちらもしていたのですが、ひと

つの事務のボリュームがあまりなければ、２つほどのテーマをやってもらわな

いと、ということになります。２つほどのテーマをこなされている場合もあり

ますが、テーマ設定が厳しいのも事実です。補助金というテーマは、初年度、

包括外部監査を始めた時に一度取り上げています。そろそろ 10 年になります

ので、このあたりをやっていただきたいという希望はしています。次の監査人

の方にはお願いすることになると思います。 

○委  員：これは毎回、問題になると思っている点ですが、資料（１）報告書３ページの

「４ 監査方法について」の第２段落にある時間と価格との関係なのですが、

実際にかかる費用はもっと高いけれども、予算が限られているので、提案者は

サービスとして低く見積もられていることがあります。これをどう評価するの

かということなのですが、この段落の末尾にあるように「契約額の上限を十分

に超えている」からという、評価できるという書き方では、ただ働きをしても

らっているのをプラス評価にしているというように取られかねないのではな

いかと思うのですが、この点はどうでしょうか。 

○事 務 局：プラス評価にしていることではありません。毎回、同じ指摘をいただきますの

で、書きぶりなどは前回から少し修正したつもりです。超えていればよいとい

うのではなくて、内容的にどうかということに帰結しますので、ひとつの目安

としてしか、こちらは見ていません。 

○委  員：契約額の上限を十分に超えているから妥当だということではなくて、設定金額

と実際にかかった金額との関係が妥当である、つまり、10万円という金額の見

直しも必要だけれども、それ自体は妥当であるとか、実際の業務量に価格が見

合っていないとか、いろいろ書き方はあると思います。 

○事 務 局：今回、文章を工夫したのは、執務日数は妥当であったというところに妥当をつ
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けておいて、後ろは超えているという評論的な言い方になったのはそういうと

ころです。後ろに妥当とつけることはできませんでした。ただ、おっしゃると

おり、表現は考えてみます。 

○委  員：一般市民が読みやすい、わかりやすい記述になっていないという意見が出てい

たようですが、私は採点する時には読みやすいというところに丸をつけまし

た。監査人はこれを一般の市民に対して提出しているという意識があるのでし

ょうか、市長や市に対して提出しているという意識なのでしょうか。 

○事 務 局：意識としては後者だと思います。   

○委  員：そうですね。一般の市民に対しては、例えば、市の広報などでこれをベースに、

市が包括外部監査を受けて、このような結果が出ましたというように、Ｂ４サ

イズ１枚ぐらいにグラフや図等を追加するなどして、市民が見やすいように書

きかえないと、無理だと思います。私はわかりやすいと思いましたが、市民に

とっては、本体の方はボリュームがあるので、読みづらいと思います。かとい

って、概要版の方もこれだけ見たら、何を書いているのかわかりにくいですよ

ね。 

○事 務 局：概要版は、項目だけが並んでいるので、なぜ、そういう判断が出ているのかが

書ききれていないので、わかりにくいと思います。 

○委  員：監査人にこれとは別に、市民の方向けにわかりやすいパンフレットのようなも

のの作成を求めるのか、求めることができないのならば、市の責任でやるべき

だと思います。 

○事 務 局：確かにおっしゃるとおりだと思います。 

○委  員：特に病院ということでややこしいのかもしれません。 

○事 務 局：枚方市の広報は中学生レベルが読めるものを書くと決めています。今回の内容

のものをそれと同じだけのレベルに落とし込むとなると、余計に難しくなっ

て、わからなくなってしまいます。包括外部監査の報告書が提出された時に、

提出されましたという形で広報には掲載しているのですが、こういう指摘を受

けましたという内容までは広報に掲載していないので、今の御指摘について

は、少し考えてみようと思います。こちらでまとめて、わかりやすくして公表

し、それを読んで興味を持っていただける方がいらっしゃれば、報告書本体を

読んでもらえるかもしれませんので、考えさせていただきます。 

○委  員：できれば、市民にもわかりやすい内容でカラーの概要版などを作成してはどう

でしょうか。政府でもそういうもののレジュメ版をつくってアップしています

よね。 

○事 務 局：おっしゃるように、そういうものを作成して資料と一緒に公表しておけば導入

部分としてわかりやすいので、読みやすいかもしれません。工夫してみます。

せっかくお金をかけていますので、市民の方に理解していただき、このような

指摘を受けていますということをわかっていただいたほうがよいと思います。 

○会  長：専門性という点でいいますと、まさに的を射ているという印象なのですが、一

方でわかりやすさという点では確かに疑問があります。その点で私としては、

病院の職員も理解できるのかということが気になります。非常に重要なことが
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書いてあり、理解をしていただかないといけないのですが、病院の職員が理解

できるのかと懸念があります。というのも、包括外部監査結果報告書の 34 ペ

ージ以降に平成 19 年に行われた包括外部監査に対して、どう改善、対応され

ているかが掲載されていますが、結構バツがついています。未だに改善されて

いません。会計の部分でも重要な部分がバツとなっていますので、これも指摘

の内容が理解されなかったからということもあるのではないかと思います。し

たがって、その点でわかりやすさという点は一定追求するべきであるという印

象は持ちました。 

○委  員：それに関して言うと、報告書が出て、病院について、病院の関係者や責任者に

対して監査人が口頭で説明する手続きはないのでしょうか。 

○事 務 局：包括外部監査人が直接、説明するような手続きは入れていません。ただ、こち

らとしては進捗管理をしますので、今後、年度を越えまして、４月、５月には、

これについてどういう改善をしていくかという照会を行います。その中でヒア

リングをしていくという手順は作ってあります。ただ、ひとつ言えるのは、具

体的にどう改善ができるかということについて、もう少し引き出さないといけ

ないと思います。ただ、「やります」という決意だけでは、今、御指摘いただ

いたとおりのことになってしまいますので、詰めていかなければならないと思

います。「今後、取り組みます」という結果で終わらせているケースがありま

す。そうすると、その取組が進んでいるのかというチェックは、そこから以降

は途切れてしまいますので、そのあたりが出来ていなかったことから、今回の

包括外部監査結果報告書をいただいた時に、平成 19 年度の指摘について改善

できていないということになったのだと思います。 

○委  員：フォローアップされているかの確認の手続きが含まれていないということです

ね。 

○事 務 局：はい。そこは緻密にしないとだめなのかなと思います。 

○委  員：実際にはどの程度、フォローアップされていたのでしょうか。 

○事 務 局：平成 19 年に病院に対して包括外部監査を行っており、その時に結果として指

摘された点についてこう改善しますという回答をもらった分については、それ

で終了しています。本当にそれで改善されたかどうかのフォローには入ってい

ません。今回、報告書を読んで、結果として終了していると思っても確認でき

る仕組を作らなければ、また、同じことになるかなという気がしています。 

○委  員：通常の定期監査の場合は、監査人が指摘したことに対して、例えば、前回の指

摘事項について、こういう改善をしましたという報告をしてもらいますよね。

これはやはり、改善しますということではなくて、改善しましたというのを文

書で報告させなければならないのではないでしょうか。 

○事 務 局：「改善しました」という報告が出ているのです。 

○委  員：具体的にということですか。 

○事 務 局：その具体性が少し足りなかったと思います。例えば、こういう形で改善しまし

たと書いてきた時に、その中に具体性があるかないか、その部分のチェックが

甘かったと思います。 
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○委  員：「改善しました」と言っても、毎回毎回同じような指摘が繰り返されることが

あるので、市によっては副市長が現場の責任者を呼んで、さらに誰の責任でと

いうことまで踏み込んでやると言っています。誰の責任で、さらに懲戒処分と

いうところまで踏み込む覚悟を持って対応しています。そうでないと、指摘し

て終わりということになりがちです。 

○事 務 局：会長のおっしゃるとおり、前の指摘と同じところが指摘されるという状況がで

ています。いろんな話を聞いていると、言われたときはできていたんだけれど

も、10 年経ち、その間に劣化しているというのがあります。フォローをどう

するのかということが、課題だと思います。 

○委  員：その課題は私も一番気になるところです。こんなにやっていなかったのか、今

後のフォローをどうするのかと思いました。 

○事 務 局：全く対応していなかった、対応したといって嘘をついている、というわけでは

なくて、対応したけれども、その後で、状況により劣化している部分があると

ころが若干見られます。 

○委  員：マニュアルなどが整備されているのでしょうか。その現場で担当の人達がいる

時にはきちんとできていても、異動などで担当者が変わると、状況もまた変わ

ってしまいがちですよね。 

○事 務 局：そのマニュアルも解釈に幅があるケースがあって、どうしてもしやすい方に流

れていきます。そのあたりが、今回、見えたと思います。こちらとしても課題

です。 

○委  員：全庁的に行うか、病院においてだけかわかりませんが、場合によっては、会計

業務の研修を別途、行ってもよいと思います。 

○事 務 局：会計事務の研修は実施しています。ただ、病院は企業会計で、こちらで研修し

ているのは公会計なので、少しルールが異なります。 

○委  員：では、病院自らが研修を行わなければならないということですね。  

○事 務 局：監査委員事務局との連携という点では、監査に入る時、包括外部監査で指摘を

受けたことが改善できているかチェックをしてもらえればいいかと思います

が、権限の話もあるので、調整して確実に行われるような形をとっていきたい

と思います。 

○会  長：おそらく、改善すべきはいわゆる内部統制というところだと思います。紙の上

でのやり方の変更が一般的には行われるのでしょうが、紙の上だけでなく、組

織的な取組の内部統制という改善が必要になると思われます。その点では、資

料（１）報告書の２ページにあります「未収金を減らすことの重要性は理解で

きるが、もう一歩踏み込んで、そのための具体性の提示があればよかったと思

う。」という点に関しては、特に私たちの議論でも重要になると思います。監

査がどこまでの権限かという点において、私としては具体性の提示があるとい

うのはむしろ、コンサルティングに入ってしまうので、監査を逸脱するのでは

ないかと思います。その具体性を示して、失敗したら包括外部監査人が責任を

負うのかということになりますので、これは監査の領域を超えるのではないか

という、懸念をもっております。そういった意味では具体策の提示も改善され
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なかった内部統制もお金を払ってコンサルティングを受けるのが本来ではな

いかと思います。お金を払ってまでやるべきところであり、その結果が、こう

いう形であらわれているのだと思います。ですから、その結果が関係部署会議

の報告書で指摘されている、「具体策の提示があればよかったと思う」という

のは、これは、監査の権限を逸脱していると思います。 

○事 務 局：わかりました。ありがとうございます。 

○委  員：何年か前にやっているテーマの場合、監査人はそれを追っていけばよいのです

から、全く一からよりもやりやすいでしょうね。     

○会  長：されているかどうか確認するのもかなりのボリュームですが。 

○委  員：勤務時間数が昨年に比べて少なかったので、２回目のテーマだからかと思った

のですが、それはないということですね。 

○会  長：その仕組の確認というのは、すごく手間がかかるのです。 

○委  員：近隣の病院の体制、患者さん、売り上げ等を比較した資料を興味深く拝見しま

した。病院あるいは枚方市で、赤字体質から改善するということをずっと書い

てらっしゃったので、自分達の立ち位置を客観的に見て、どのように競合の病

院と競争していくのか、あるいは特化していくのかということを、病院として

考えていかなければならないことだと思います。この組織図や資料を見せてい

ただき、どこでそのような企画をされるのかと思いました。 

○事 務 局：病院のプランというのを平成 29 年度に作らなければならないということが固

まっています。そのプランを途中経過でもよいので示してもらえるなら、こう

したらよいだろうと提案ができたのですが、と監査人から聞いています。ただ、

プラン案をもらえていない中で、監査人としては、他病院との比較というのも

独自で自分のところで考えられて、入れていただきました。内容的にはこうい

う視点も入れてプランを作成すべきであるというアドバイスの一環として思

われたのではないかと思います。 

○委  員：少し理解できないところがあります。包括外部監査結果報告書 11 ページの職

員数の一覧ですが、（ ）内に嘱託数を外数で記載とあります。そして、嘱託

には、主に研修医が含まれますとありますが、研修医は医師のところですよね。

その他にも、（ ）がたくさんありますよね。どういう方を置いておられるの

でしょうか。臨時職員でしょうか。各病棟の事務員の（ ）の方は別途契約で

クラークかなと思ったのですが、それは医事の契約のところで、一切、触れて

いませんでしたし、イメージがわきませんでした。 

○事 務 局：こちらの方でも、（ ）内の数字が何であるかを把握できていません。この点

については、確認して御報告させていただきます。 

※後日、委員に報告した事務局による確認内容 

（ ）内の数字で計上されている嘱託職員とは、常時勤務することを要しない職

員（非常勤職員）をいい、医師、看護師以外の職種については以下のとおり。 

・医療技術員：視能訓練士、歯科衛生士、臨床検査技師、薬剤師、管理栄養士、

診療情報管理士 

・事務員  ：薬剤事務専門員、外来看護補助、病棟クラーク、診療報酬請求
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専門員、医師事務作業補助者、地域連携業務専門員 

・労務員  ：リハビリ助手、保育士、看護助手 

○委  員：指摘事項がたくさんありましたが、それに対してトップとして責任をもって改

善にあたるのは事務局長でしょうか。それとも病院の院長なのでしょうか。ど

ちらが、ひらかた病院全体の責任を負う立場なのでしょうか。 

○事 務 局：基本的なところで言いますと、公営企業の場合は企業管理者がいますので、病

院事業管理者になります。ただ、医療に関して病院事業管理者は全くタッチし

ていません。基本的に事務的なものを最終的に改善していく責任者は病院事業

管理者になります。 

○委  員：未収金のことや点数を間違えている等もそうですか。 

○事 務 局：医事課の所管になります。そこは事務局の話になりますが、医療業務以外の部

分は基本的には病院事業管理者が責任を負います。 

○委  員：病院事業管理者は３年から５年くらいで交代になるのでしょうか。 

○事 務 局：だいたい、そのくらいです。 

○委  員：やはり企業会計ということもありますし。病院というと、ある意味、特殊です

ので、３、４年で交代となるとなかなか全体を統括するというか、理解するの

は大変だと思います。 

○事 務 局：院長は３、４年ではないとは思います。現在の病院事業管理者は財務に詳しい

ので、こういう指摘というのはよくわかられると思います。 

○委  員：病院事業管理者に対しても包括外部監査結果報告書を送っておられるのですよ

ね。院長先生は、未収金がどうだとかお金のことは把握されていないかもしれ

ませんね。 

○委  員：でも、各先生方は自分の診療科の収益は認識しておかなければならない問題で

す。月々チェックして、原価計算まで理解してくださいというのはなかなか難

しいかもしれませんが、自分の診療科はいくら収益を上げているというのは当

然、知っておくべきであって、その仕組を作っておく必要があります。反対に、

今年度の自分の診療科の収益目標を決めて、毎月、フォローしていくというの

は割と病院で一般的にされていると思っていました。ひらかた病院がされてい

るのかどうかわかりませんが、先生方も含めてどんな状態かという意識を持た

ないと、経営改善にはなかなかつながらないです。看護師も非常に意識して経

営改善につながった例等、いろいろと他の経営改善の取組もありますので、監

査を離れた話になってしまいましたが、そういった観点は必要だと思いまし

た。今回の監査の報告書であまりにも事務面、管理面がいろいろあったので、

非常に残念だとか感覚的な感想がいたるところにあって、強みを見出せないと

か、きつく書かれていました。ただ、他の視点で見てくれたのかなと私として

は少し疑問がありました。例えば、ここの理念ですが、病院の理念は一番大事

なところで、連携のこともうたっていますが、今後のことや、他の医療機関と

の連携のこと、がん拠点病院との連携など、ほんの少ししか触れていません。

日常的な地域の病院との連携でどういう取組をしているのかについては、収益

にもはねかえってくるのだから、少なくとも現状、どのようなことをやってい
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るのか、どういうふうにするつもりか、ヒアリングをしたのなら、記載しても

らいたかった。他にも、院内処方率や患者の待ち時間など、違う視点を入れて

もよかったのではと思います。特に、患者のストレス軽減として、待ち時間を

減らすことは重要な課題であると考えます。患者の視点に立った努力を何らか

されているのなら、そのような努力を読み取っていただき、記載してもらって

もよかったのではないかと思います。 

○事 務 局：それについては、担当課からの説明が足りていなかったことも原因ではないか

と考えます。策定予定の改革プランについての内容がもう少し説明できれば変

わっていたかもしれません。 

○委  員：市内には大きな病院が多いかと思いますが、市としてひらかた病院のセールス

ポイントは何であるとお考えなのでしょうか。 

○事 務 局：今までは病院を建て替えることに注力してきましたので、おっしゃることは今

後の課題になるかと考えます。 

○委  員：市内には病院が足りていないわけではないので、市民の立場としては、病院の

建て替えが必要であるのかという思いはありました。例えば、地域からのニー

ズが高い小児科などに特化して、全体としては縮小という考え方もあったので

はないかと思います。 

○委  員：市民の目線からは、救急に力を入れていただきたいという思いもあります。 

○委  員：評判のいい病院はたくさんありますしね。 

○委  員：包括外部監査結果報告書を読んでいて、薬品の在庫管理のあり方が気になりま

した。知らない間にどこかに持っていかれてしまったり、転売されたりという

ことがないのか気になります。医療に対する不信感につながるかと思いますの

で、きちんと対応してもらいたいと思います。 

○委  員：今回、具体的な事例についてかなり厳しい指摘を受けていますが、その場合、

この指摘について市としてどのように対応し活かしていくのか、若しくはその

部署任せにするのか、市全体としてチームを組んで対応していくのか、そのあ

たりはどうなのでしょうか。 

○事 務 局：財務管理など市全体に共通する指摘については共通認識として対応していきた

いと考えますが、病院個別の事例については、担当部署でということになるか

と思います。 

○委  員：病院の経営について、投資に見合うだけのものになっていないという指摘にな

ろうかと思いますが、今回の指摘を受けて、市全体でひらかた病院をどう位置

付けるのか、どう対応していくのか、このあたりのことが明らかにされなけれ

ば、包括外部監査結果報告書が提出されてもそれで終わり、ということが繰り

返されるような気がします。 

○事 務 局：御指摘の点は、課題であると認識しています。内部統制などに係ることかと考

えますが、このあたりは市として弱い部分であり、改善が必要であると考えて

います。包括外部監査結果報告書をどう活かすのか、進捗管理を行うだけでは

足りない分が多いと思います。ここを考えないと、どのテーマで報告を受けて

も同じことになりますので、今後も考え続けて何とか形を作っていきたいと思
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っています。 

○会  長：委員の皆さんから様々な御意見をいただきました。「市立ひらかた病院の財務

に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について」というテーマから見

ていくと、財務的な面について厳しい指摘をいただいており、全体としてはよ

い内容となっているのではないかと考えます。市の事業には市民の税金が使わ

れているわけですので、効率的な事業となっているのかという視点を見る必要

があります。そういう点で、よい包括外部監査結果報告書になっているのでは

ないかと思います。先ほど委員から御指摘がありましたが、医薬品の管理につ

いては気になるところです。それと絡めて、96ページ「総括意見」に「今から

16年前に、ひらかた病院では刑事事件にも発展するような不祥事が起きた。そ

の影響で来院患者が減少し、経営状態は急激に悪化したという経緯がある。」

という記述がありますが、悪化した経緯について包括外部監査結果報告書本文

中には明確な記載は見られません。35ページに「平成 12年に発生した事件と

その具体的対応状況」とあるぐらいでしょうか。その欄に「薬剤部からの払出

後の在庫管理について」という項目は挙げられていますね。総括意見に記載さ

れている以上、具体的にどのようなことが起きたのか、もう少し記載すべきで

はなかったかという印象を持ちました。 

○委  員：薬剤管理がずさんであるということは、病院全体もそのような状態であると思

われてしまうのではないでしょうか。薬剤はまだ管理しやすいものだと思いま

す。ひらかた病院全体の信用問題にも関わる問題ではないかと思います。ひら

かた病院の改善に向けては、ひらかた病院を市としてどのように位置付けるの

か、将来像を含めて示すべきではないかと思います。指摘事項はかなり多かっ

たですね。 

○委  員：指摘事項についてはわかりやすかったと思います。 

○委  員：事務改善が進みにくいのは、ベテランの事務職員が足りていないということも

あるのでしょうか。 

○事 務 局：管理的な事務については、ある程度の人員体制が必要となります。それではい

けないのですが、不足している傾向があります。 

○会  長：他に御意見はありませんでしょうか。報告書について、専門性という意味では、

十分に発揮されているのではないかと思います。ただ、わかりやすさという点

では、もう少し追求してもよかったのではないでしょうか。専門性が過ぎて、

わかりにくくなっている面もあるかと思います。特に、ひらかた病院の職員の

方が十分に理解できる内容になっているのかが気になるところです。 

○委  員：包括外部監査結果報告書 17ページの「損益計算書」の「未処理欠損金」が年々

増えているのですが、これはどのように読み取ればよいのか、わかりづらいで

す。これだけ増えていると、一般の方から見ると不安になるのではないかと思

います。 

○会  長：経営状態がよいかどうかは、損益計算書よりキャッシュフローを見たほうが正

しく読み取れますが、市民の方にはわかりにくいかもしれません。おっしゃる

ように、わかりやすさという点では課題であると思いますが、今回の監査人の
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せいであるというよりは、会計全体の問題であると考えます。確かにわかりづ

らい点はありますが、包括外部監査結果報告書として見たとき、必要最低限の

ことはきちんと記載されているかと思いますので、報告書は適正であると考え

ます。患者の視点から見るということについては、テーマ設定に配慮すべき点

があったといえるかもしれません。 

○委  員：この包括外部監査結果報告書をいかに活かすかということですね。実際の改善

につなげていかないと。 

○会  長：10年後ぐらいに同じテーマについて、新たな視点で監査が入るのもよいかもし

れませんね。また、今回の包括外部監査結果報告書を見たところでは、この内

容については税理士という視点からは難しいかもしれないという気がしまし

た。包括外部監査に何を求めるのかを考えていかなければならないとも思いま

す。ここまで委員の皆様から様々な御意見をいただきましたが、ほかに御意

見がないようでしたら、本審査会としては、 平成 28 年度包括外部監査人

においては、包括外部監査は適正に行われたと判断したという結論にした

いと考えますが、いかがでしょうか。 

○各委員 ：異議なし。 

○会  長：それでは、本審査会として、平成 28年度包括外部監査人において包括外部

監査は適正に行われたと判断します。これで、案件１については、終了し

ました。案件２「その他」として、何かありますでしょうか。 

○事 務 局：＜委員の任期満了に伴う更新手続きについて説明。＞ 

また、来年度の第１回審査会は、平成 29年度包括外部監査結果報告書をも

とに包括外部監査人を再任するかの評価、判断を行う時期に開催させていた

だくこととなりますので、来年の１月頃の開催を予定しております。その時

期になりましたら、日程調整をさせていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○会  長：事務局の説明について、何か御質問はありませんか。 

○各委員 ：（なし） 

○会  長：なければ、これで終了します。事務局から事務連絡などはありませんか。 

○事 務 局：委員の皆さま、本日はありがとうございました。平成 29年度包括外部監査

契約の締結につきましては、１月 11日に監査委員の意見聴取を終え、明後

日、枚方市議会平成 29年３月定例月議会に議案を提出することとしている

ところでございます。平成 29年度包括外部監査人候補者の選定につきまし

て、会長をはじめ、委員の皆さまに、昨年７月から、長期間にわたり御尽力

いただきまして誠にありがとうございました。この場をお借りしまして、厚

く御礼申し上げます。皆さまの任期は本年３月末でいったん満了となります

が、更新をご了承いただき、誠にありがとうございます。来年度につきまし

ても、引き続き、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

○会  長：それでは、予定されていた案件は終了しましたので、本日の会議はこれまで

とさせていただきます。今年度の会議は、今回が最終となります。委員の皆

さま、お疲れ様でした。 

 


