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第1章 当委員会及び本調査の概要 

1. 当委員会の設置の経緯 

2021 年 2 月、地方独立行政法人くまもと県北病院機構（2021 年 4 月 1 日に法人名を

「地方独立行政法人くまもと県北病院」へ変更。）が運営する公立玉名中央病院に所属

する医師が「処方箋を偽造し向精神薬を不正に入手した」ことが新聞等で報道された。

また、2021 年 3 月の新病院開院後の同年 5 月には、医師の敷地内喫煙が同様に新聞等

で報道された。 

さらに、それ以前にも旧公立玉名病院時代から同病院に勤務する職員の犯罪行為、法

令違反等の不正な行為又は社会的非難を招くような不適切な行為（以下「不祥事」とい

う。）が連続的に発生していたことから、地域における地方独立行政法人くまもと県北

病院（以下「くまもと県北病院」という。）への信頼が損なわれかねない状況にある。 

不祥事が生じた場合、くまもと県北病院によれば、その都度、組織内で調査を行い、

不祥事を起こした職員へ処分を行うとともに、対応策を講じてきたとのことである。 

しかし、くまもと県北病院では不祥事が連続して発生している。これは、組織内の調

査や対応策の実施では客観性、中立性、実行可能性等に限界があることによるとも考え

られる。 

そこで、くまもと県北病院は、中立公正な法人外の専門家で構成する外部調査委員会

（以下「当委員会」という。）を設置し、過去 3 年の間に明らかとなった不祥事 9 件に

ついて、当委員会に対して次に掲げる事項を独立して調査審議し、その結果を理事長に

答申することを求めた。 

(1) 不祥事の事実関係の解明その他の実態把握に関すること。 

(2) 不祥事の再発防止策の提言に関すること。 

 

本調査における課題は、不祥事が連続して発生していることにある。このため、当委

員会は、くまもと県北病院から、具体的な調査審議の内容として、不祥事が連続して発

生する原因、共通事項や誘発する土壌、組織的な欠陥等の検証を踏まえ、俯瞰的視点か

ら再発防止策の提言を求められたところである。 

 

2. 当委員会の調査対象案件 

当委員会は、くまもと県北病院から、過去 3 年の間に明らかとなった次の不祥事 9件

について調査対象案件とすることを委嘱された。 

【案件明細】 

案件 NO 発見等の時期 項目名 

1 2019 年 1 月 看護師による医薬品の窃盗 

2 2019 年 1 月 検体検査管理加算Ⅳの診療報酬過大受給 

3 2019 年 5 月 病棟における麻薬テープの紛失 

4 2019 年 2 月 屋内喫煙の常態化 
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案件 NO 発見等の時期 項目名 

5 2020 年 9 月 処方箋偽造疑い 

6 2021 年 4 月 処方箋偽造疑い医師の昇格 

7 2021 年 5 月 敷地内喫煙 

8 2019 年 8 月 前理事長による私的流用疑い 

9 2018 年 5 月 過大な超過勤務 

 

3. 当委員会の構成 

当委員会の構成は、次のとおりである。 

【当委員会の構成】 

役職 資格等 氏名 

委員長 公認会計士 塩塚 正康 

副委員長 医師 中山 顕児 

委員 弁護士 竹中 潮 

委員 医師 近本 亮 

委員 ジャーナリスト 和田 剛 

 

4. 当委員会による調査の期間及び調査方法 

(ア) 調査実施期間 

当委員会は 2021 年 10月 25 日から 2022 年 7月 19 日にかけて調査を実施した。調査

の実施に当たって当委員会は、次の期日に、合計 17回の委員会を開催した。 

また、正式な委員会以外にも多数回にわたり協議・検討を行った。 

【会議開催日程】 

10 月 25 日 11 月 11 日 11 月 24 日 12 月 8 日 

12 月 15 日 1 月 12 日 1 月 27 日 2 月 1 日 

2 月 7 日(ヒアリング) 2 月 14 日(ヒアリング) 2 月 14 日 3 月 9 日(ヒアリング) 

3 月 9 日 5 月 31 日 6 月 15 日 7月 7日 

7 月 19 日    

 

(イ) 調査の方法 

① 関係資料の確認及び調査 

当委員会は、くまもと県北病院から案件に関する資料、関係者のヒアリング資料、そ

の他資料の提供を受け、その内容の確認及び分析を行った。 

② 関係者に対するヒアリング 

事件後の改善取り組みの状況を確認するため、当委員会にて関係者に対するヒアリン

グを次のとおり、実施した。 
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【ヒアリング実施日】 

年月日 対象者 内容 

2022年 2月 7日 薬局長、病棟師長、看護主

任 

薬局における麻薬向精神薬

等の管理、病棟における薬品

管理 

2022年 2月 14日 事務部長、総務課長、会計

課長、総務課員、会計課員 

法人事務局業務の割り振り、

治験報酬金の管理、物品管

理、旅費の管理 

2022年 3月 9日 理事長、副理事長、前事務

部長 

全般事項 

 

5. 本調査の前提 

当委員会の調査は、捜査機関の行う強制捜査とは異なり、収集できる資料の範囲には

自ずと限界がある。また、調査対象案件 NO 8 は現在係争中であるため関係者へ直接の

事情の聞き取りを行うことはできず、多くは病院の調査報告書等に依拠せざるを得なか

った。その意味でも、調査資料が限定されたことを付記しておく。 

 

6. 本調査報告書の構成 

本調査報告書は、「1 当委員会の設置の経緯、2 当委員会の調査対象案件」の内容を

踏まえ、第 2 章以降は、次のとおりの構成で作成を行った。 

「第 2 章 くまもと県北病院の概要」では、くまもと県北病院の理解を促すため、基

本情報等を記載した。 

「第 3 章 不祥事に係る問題点の分析方法」では、不祥事が連続して発生しているこ

とについて俯瞰的視点から再発防止策を提言する必要があることから、不祥事の各案件

に係る問題点の分析方法を検討し、整理を行った。 

「第 4 章 個別案件に係る不祥事の概要と問題点」では、第 3 章の分析の方法を前提

に、各案件に係る概要把握及び問題点の検討を行った上で、個別案件ごとに当委員会が

提示する再発防止策を記載した。 

「第 5 章 不祥事発生に係る再発防止策の提言」では、第 4 章の内容を踏まえ、不祥

事が連続して発生する原因の分析及び考察を行った上で、当委員会としての再発防止策

を提言として記載した。 

「第 6章 結語」では、本調査報告書の結語及び参考文献を記載した。 
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第2章 くまもと県北病院の概要 

くまもと県北病院は、公立病院であった公立玉名中央病院(302 床)と玉名郡市医師会立玉

名地域保健医療センター（150床）が経営統合された法人である。 

2017 年 10 月、「公立玉名中央病院企業団」で行われていた公立玉名中央病院の運営

が、「地方独立行政法人くまもと県北病院機構」による地方独立行政法人による運営へ

移行された。その際、設立団体として「地方独立行政法人くまもと県北病院機構設立組合」

が併せて設置されている。 

2018 年 4 月、玉名郡市医師会から玉名地域保健医療センターが地方独立行政法人く

まもと県北病院機構へ無償譲渡され、2病院の経営が統合された。ただし、新病院の開

院まで 2病院による運営体制であった。 

2021 年 3 月、新病院の開院に伴い、公立玉名中央病院及び玉名地域保健医療センタ

ーが閉院、新病院での運営が開始された。 

2021 年 4 月、設立組合の名称が「玉名市玉東町病院設立組合」へ変更されるととも

に、法人名称が「地方独立行政法人くまもと県北病院機構」から「地方独立行政法人く

まもと県北病院」へ変更され、現在に至っている。 

新病院は、診療科数 32 科目、病床数 402 床の総合病院であり、病床の内訳は一般病

床 312 床、回復期リハビリテーション病床 45 床、地域包括ケア病棟 45床で、地域の急

性期から回復期までの病院機能を担っている。 

救急搬送件数年間 2,200件超の受入れ実績がある等、地域の救急において重要な役割

を果たしている地域中核病院である。また、地域の災害拠点病院としての役割も担い、

熊本大学病院の地域医療総合診療実践学寄附講座の玉名教育拠点も設置され医療人材

を育成する教育病院としての役割についても担っている。 

 

1. 基本情報 

【基本情報】 

名称 くまもと県北病院 

住所 〒865-0005 熊 本 県 玉 名 市 玉 名 550 番 地  

法的資格 地方独立行政法人 

理事長 山下康行 病院長 田宮貞宏 

診療科 

32 科目 

総合診療科／呼吸器内科／血液内科／感染症内科／腫瘍内科／脳神経

内科／循環器内科／糖尿病・内分泌科／腎臓内科／消化器内科／小児科

／外科／消化器外科／呼吸器外科／乳腺外科／泌尿器科／整形外科／

脳神経外科／皮膚科／眼科／耳鼻咽喉科／歯科口腔外科／婦人科／麻

酔科／緩和ケア内科／放射線科／精神科／病理診断科／アレルギー科／

リウマチ科／リハビリテーション科／救急科 

病床数 402 床 常 勤 医 師

数 

68 名 
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病棟編成 一 般 病 棟 312 床  

回 復 期 リハビリテーション病 棟 45 床  

地 域 包 括 ケア病 棟 45 床  

職員数 806 名 （ 2021 年 4 月 1 日 現 在 ）  駐車場 1000 台  

敷地面積 47,025.97

㎡ 
建築面積 7,775.61 ㎡ 延床面積 34,122.20 ㎡ 

関連施設 健 康 管 理 センター  

訪 問 看 護 ステーション  

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所  

病 児 病 後 児 保 育 （ ひだまりキッズ）  

院 内 保 育 所 （ はぴすく）  

 

2. 設立団体及びくまもと県北病院の関係図 

◆設立団体とくまもと県北病院の関係図          2022年 4月 1日現在 
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3. くまもと県北病院組織図 

◆くまもと県北病院組織図                                 2022年 4月 1日現在 
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摂食嚥下支援チーム

排尿ケアチーム

認知症ケアチーム

呼吸ケアチーム

褥瘡対策チーム

栄養サポートチーム

緩和ケアチーム

医療秘書室

緩和ケア内科

歯科口腔外科

透析室

整形外科

皮膚・排泄ケア室

脳神経外科

５Ｂ病棟

５Ⅽ病棟

皮膚科

アレルギー科

リウマチ科

リハビリテーション科

救急科

循環器内科 ４Ａ病棟

糖尿病・内分泌内科 ４Ｂ病棟

腫瘍内科 ＨＣＵ

脳神経内科 救急病棟

５Ⅾ病棟
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

腎臓内科 ４Ｃ病棟

消化器内科 ４Ｄ病棟

小児科
５Ａ病棟

地域包括ケア

外科

消化器外科

経営企画課

呼吸器外科 手術室 臨床工学科 診療支援課

乳腺外科

泌尿器科

薬局

薬　剤　部

呼吸器内科 外来 臨床検査科

血液内科 中央材料室
リハビリテーション

技術科

感染症内科
救急外来

中央放射線科 栄養管理科

総務課

診　療　部 健　診　部 看　護　部 診療技術部 事　務　部

総合診療科(内科) 健康管理センター 看護部長室 放射線科

訪問看護ステーション

教育・研修部 災害対策部

地域医療連携課 医療安全危機管理室

居宅介護支援事業所 病児病後児保育施設

感染対策室

法人事務局
  管理部門(総務課兼務)

  財務部門(経営企画課兼務) 内部統制･監査室 経営計画･管理室

くまもと県北病院
病院長

副　病　院　長

医療福祉連携部 医療安全管理部

理事会

理　事　長 副理事長 理事 監事
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◆くまもと県北病院における委員会等の構成 

2022年 4月 1日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本調査報告書に記載した危機管理委員会は、2021 年 3月 1日に上記の 6内部統制・

リスク管理委員会に名称変更されている。 

1 幹部会議 26 医療機器安全管理委員会
2 運営会議 27 透析機器安全管理委員会
3 内部統制委員会 28 DPC診療情報管理・個人情報保護委員会
4 懲戒審査委員会 29 医療ガス安全管理委員会
5 医事紛争対策委員会 30 地域医療連携委員会
6 内部統制・リスク管理委員会 31 広報委員会
7 人事評価委員会 32 働き方改革推進委員会
8 再雇用選考委員会 33 業務改善委員会
9 病院倫理委員会 34 教育委員会

10 治験委員会 35 臨床検査適正化委員会
11 医療安全管理委員会 36 災害対策・DMAT運営委員会
12 労働安全衛生委員会 37 防火防災 対策委員会
13 院内感染対策委員会 38 患者虐待対応委員会
14 喫煙対策委員会 39 研修管理委員会
15 糖尿病委員会 40 薬事審議会
16 摂食・嚥下・NST委員会 41 重症度、医療・看護必要度委員会
17 栄養委員会 42 診療報酬適正化委員会
18 救急委員会 43 図書委員会
19 化学療法委員会 44 病院機能評価準備委員会
20 緩和ケア委員会 45 外来業務改善委員会
21 がん診療委員会 46 健診運営委員会
22 輸血委員会
23 クリニカルパス委員会
24 手術室運営委員会
25 褥瘡委員会
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第3章 不祥事に係る問題点の分析方法 

1. 問題点の体系化の必要性 

本調査報告書では、「第 1章 当委員会及び本調査の概要 1.当委員会の設置の経緯」

に記載のとおり、不祥事が連続して発生している原因、共通事項や誘発する土壌、組織

的な欠陥等の検証を踏まえ、俯瞰的視点から再発防止策を提言する必要がある。 

そのためには、連続して発生する不祥事に係る原因等を整理し、体系化する必要があ

ると考える。なぜなら、単に各不祥事の問題点を指摘し、その提言策を論じるのみでは、

“連続して発生する”という現状に必ずしも対応できないと考えるからである。 

このため、各不祥事に係る問題点を関連資料の閲覧や病院職員等へのヒアリングを通

じて把握した上で、把握した様々な問題点について不祥事対応サイクル及び内部統制の

基本的要素の観点から体系化して分析を行うこととした。 

ここで、不祥事対応サイクルとは、不祥事に係る「予防」「発見」「事実調査及び原因

究明」並びに「再発防止」の 4つの段階を 1サイクルとして捉え、各段階の対応事項を

適切に行うことで不祥事に対して有効な再発防止策を講じることである。 

各段階における不祥事の対応事項が不適切である場合、有効な再発防止策に至らず、

その結果同様の不祥事を招いてしまうこととなる。このため、把握した問題点について

不祥事対応サイクルに照らすことで、法人で行われた対応のうち、どの段階の対応に問

題があるのかを浮かび上がらせることができる。 

また、内部統制とは、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わ

る法令等の遵守並びに資産の保全の 4 つの目的が達成されているとの合理的な保証を

得るために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいい、

「統制環境」「リスクの評価と対応」「統制活動」「情報と伝達」「モニタリング（監視活

動）」及び「ＩＴ（情報技術）への対応」の６つの基本的要素から構成される。 

内部統制が適切に構築されていると不祥事発生のリスクを軽減できる。しかし、内部

統制の基本的要素に不備があると不祥事発生のリスクが高まることになる。このため、

把握した問題点について内部統制の基本的要素に照らすことで、法人の内部統制上のど

こに問題があるのかを浮かび上がらせることができる。 

※「不祥事対応サイクル」の具体的な解説は下記「2．不祥事対応サイクル」に、「内

部統制」の具体的な解説は下記「3．内部統制」に、それぞれ記載した。 

このように、不祥事対応サイクル及び内部統制の基本的要素の観点から分析を行うこ

とで、不祥事に係る法人の対応や組織的体質等、法人のどこに本当の問題が潜んでいる

のかを推察し、その内容を踏まえて、くまもと県北病院が真に必要とする提言策の提案

を目指すものである。 

なお、上記を踏まえ、「第 4 章 個別案件に係る不祥事の概要と問題点」に記載した

各案件の「本案件に係る問題点」には、問題点の項目毎に不祥事対応サイクル及び内部

統制の基本的要素を記載している。 
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2. 不祥事対応サイクル 

不祥事対応サイクルとは、前述のとおり、不祥事に係る「予防」「発見」「事実調査及

び原因究明」並びに「再発防止」の４つの段階を１サイクルとして捉え、段階ごとの対

応事項を適切に行うことで不祥事に対して有効な再発防止策を講じることである。 

不祥事の対応を考えた際、最初に、不祥事が発生しないよう十分に「予防」を行う必

要があることは言うまでもない。しかし、不祥事を 100％防止することには限界がある。

このため、不祥事が発生した場合には、適時適切に「発見」する必要があるとともに、

発見した不祥事について「事実調査及び原因究明」を徹底的かつ精緻に行うことで、有

効な「再発防止」に繋げることが可能となる。逆に、これらのいずれかの段階において

適切な対応ができていない場合、不祥事の発生や再発は免れないこととなる。 

不祥事対応サイクルの各段階の内容は次のとおりである。 

【不祥事対応サイクル】 

① 予防 予防とは、不祥事を未然に防止する、不祥事を発生させない取

り組みのことである。 

具体的な実施事項は、組織内におけるコンプライアンス研修の

開催、内部通報制度の整備、経営陣によるコンプライアンス遵守

に関するメッセージの発信、現場と経営者層のコミュニケーショ

ンの充実等が挙げられる。 

予防は、「発見」とともに不祥事が特段発生していない平常時

における対応と位置付けられる。 

② 発見 発見とは、不祥事が発生した場合に、早期に的確に不祥事を把

握する取り組みのことである。経営者層が不祥事を把握していな

い場合であっても、現場レベルでは不祥事を把握していることが

多い。しかし、適切な再発防止へ繋げるためには、速やかに経営

者層が不祥事を把握することが重要である。 

具体的な実施事項は、現場レベルから中間管理者層、中間管理

者層から経営者層への情報と伝達の強化、内部通報制度の効果的

な運用、現場レベルへのアンケート調査等が挙げられる。 

③ 事実調査及び

原因究明 

事実調査及び原因究明とは、どのような不祥事が発生したの

か、なぜ不祥事が発生したのかを特定する取り組みのことであ

る。効果的な再発防止策を実行するためには、徹底的に事実調査

を行い、不祥事を招いた根本的な原因を把握することが不可欠で

ある。 

 具体的な実施事項は、現場から独立した調査チームを組成し、

客観的資料の収集・分析を行うとともに、当事者等へのヒアリン

グを実施して事実認定を行う。その際、背景等を明らかにして、

不祥事が発生した原因を掘り下げていくことで、不祥事が発生し
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予防 発見 再発防止
事実調査及

び原因究明

不祥事発生 不祥事発見 再発防止完了

た根本的な原因を究明する等が挙げられる。 

④ 再発防止 再発防止とは、どうしたら再び不祥事が発生しないかについ

て、「事実調査及び原因究明」で把握した根本的な原因に基づい

て、再発防止策を策定し実行する取り組みのことである。 

具体的な実施事項は、組織内規程やマニュアルの改訂、組織体

制の変更、業務フローの変更、現場レベルへの研修の開催、再発

防止策の運用状況や業務への定着状況等の定期的な事後検証等

が挙げられる。また、再発防止に取り組む上で、透明性を確保す

るために利害関係者に対して適切な情報開示を行うことも重要

である。 

 再発防止策を適時かつ着実に実行するためには、経営者層によ

る議論とトップダウンによる実行が必要である。 

 

不祥事対応サイクルを概念図で表すと次のとおりであり、このサイクルを継続的に実

施していくことで、適切な不祥事対応となり、患者や地域住民からの信頼回復、法人で

働く職員の労働意欲の向上、ひいては病院としての価値の向上に繋がることとなる。 

◆不祥事対応サイクルの概念図 

    

 

 

 

 

 

 

「図解不祥事の予防・発見・対応がわかる本、竹内朗著、(株)中央経済社、2019」を参考に当委員会作成 

 

3. 内部統制 

内部統制とは、前述のとおり、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活

動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の 4 つの目的が達成されているとの合理的

な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセ

スをいい、「統制環境」「リスクの評価と対応」「統制活動」「情報と伝達」「モニタリン

グ（監視活動）」及び「ＩＴ（情報技術）への対応」の 6 つの基本的要素から構成され

る。 

内部統制の 4つの目的の具体的内容は次のとおりであり、法人は、内部統制を構築す

ることにより、4つの目的、すなわち「業務の有効性及び効率性」や「資産の保全」を

通じて様々な利益を獲得するともに、「財務報告の信頼性」や「事業活動に関わる法令

等の遵守」を通じて患者、地域住民、病院職員等の利害関係者から信頼を得ることがで

きる。このため、法人の運営において内部統制の構築は必要不可欠である。 
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【内部統制の 4つの目的】 

業務の有効性及び効

率性 

事業活動の目的の達成のため、業務の有効性及び効率性を高

めること。 

財務報告の信頼性 財務諸表及び財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある情

報の信頼性を確保すること。 

事業活動に関わる法

令等の遵守 

事業活動に関わる法令その他の規範の遵守を促進すること。 

資産の保全 資産の取得、使用及び処分が正当な手続及び承認の下に行わ

れるよう、資産の保全を図ること。 

 

内部統制を構築する要となるのは、内部統制の基本的要素を法人内に適切に整備及び

運用することである。基本的要素の内容は次のとおりであり、法人における全般的な運

営や各種の業務に組み込まれ、内部統制の 4つの目的を達成するために全ての基本的要

素が有効に機能していることが必要である。 

仮に、基本的要素の 1つでも不備がある場合、例えば統制環境に不備があれば組織文

化として誠実性や倫理観に問題が生じることとなり、不祥事の発生を招く要因となるこ

とから、結果として、内部統制の 4つの目的達成が阻害されることになる。 

【内部統制の基本的要素】 

統制環境 統制環境とは、組織の気風を決定し、組織内の全ての者の統

制に対する意識に影響を与えるとともに、他の基本的要素の

基礎をなし、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モ

ニタリング及びＩＴへの対応に影響を及ぼす基盤をいう。 

統制環境は、組織が保有する価値基準及び組織の基本的な

人事、職務の制度等を総称する概念であり、他の基本的要素の

前提となるとともに、他の基本的要素に影響を与える最も重

要な基本的要素である。 

リスクの評価と対応 リスクの評価とは、組織目標の達成に影響を与える可能性

のある事象をリスクとして把握し、次に、当該リスクが生じる

可能性及びリスクがもたらす影響の大きさを分析し、当該リ

スクの重要性に照らして、対応策を講じるべきリスクかどう

かを評価することである。 

リスクへの対応とは、リスクの評価を受けて、当該リスクへ

の適切な対応を選択するプロセスをいう。適切な対応の選択

とは、評価されたリスクに対して、回避、低減、移転又は受容

等を選択することである。 

統制活動 統制活動とは、経営者の命令及び指示が適切に実行される

ことを確保するために定める方針及び手続をいう。 
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統制活動には、権限及び職責の付与、職務の分掌等の広範な方

針及び手続が含まれる。 

このような方針及び手続は、業務のプロセスに組み込まれ

るべきものであり、組織内の全ての者において遂行されるこ

とにより機能するものである。 

情報と伝達 情報と伝達とは、必要な情報が識別、把握及び処理され、組

織内外及び関係者相互に正しく伝えられることを確保するこ

とをいう。 

組織内の全ての者が各々の職務の遂行に必要とする情報

は、適時かつ適切に、識別、把握、処理及び伝達されなければ

ならない。また、必要な情報が伝達されるだけでなく、それが

受け手に正しく理解され、その情報を必要とする組織内の全

ての者に共有されることが重要である。 

モニタリング（監視

活動） 

モニタリングとは、内部統制が有効に機能していることを

継続的に評価するプロセスをいう。モニタリングにより、内部

統制は常に監視、評価及び是正されることになる。モニタリン

グには、業務に組み込まれて行われる日常的モニタリング及

び業務から独立した視点から実施される独立的評価がある。

両者は個別に又は組み合わせて行われる場合がある。 

IT（情報技術）への対

応 

IT への対応とは、組織目標を達成するために予め適切な方

針及び手続を定め、それを踏まえて、業務の実施において組織

の内外の ITに対し適切に対応することをいう。 

IT への対応は、内部統制の他の基本的要素と必ずしも独立

に存在するものではないが、組織の業務内容が IT に大きく依

存している場合や組織の情報システムが ITを高度に取り入れ

ている場合等には、内部統制の目的を達成するために不可欠

の要素として、内部統制の有効性に係る判断の規準となる。 

IT への対応は、IT 環境への対応と IT の利用及び統制から

なる。 

 

内部統制を概念図で表すと次のとおりであり、法人の運営において、内部統制の構築、

具体的には内部統制の基本的要素を法人内に適切に整備及び運用することは不可欠で

あるとともに、不祥事の発生を防止するためにも内部統制の内容を理解し、適切に構築

する必要がある。 
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◆内部統制の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「フローチャート式ですぐに使える内部統制の入門と実践（第 2 版）、佐々野未知著、 

(株)中央経済社、2007」を参考に当委員会作成 
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第4章 個別案件に係る不祥事の概要と問題点 

1. 案件 1 看護師による医薬品の窃盗 

(ア) 不祥事の概要 

【経緯】 

旧公立玉名中央病院の 40 歳代看護師が、院内の薬局から抗てんかん薬と睡眠薬を盗

んだ疑いで熊本県警玉名警察署に 2019年 6月 11日、逮捕された。看護師は熊本地方検

察庁に送検後、不起訴処分になった。看護師のロッカーから、10袋（計 100錠超）の薬

が見つかった。看護師は病院の調査に対し「過去 2年間に十数回、薬を盗んだ」と窃盗

行為を繰り返していたことを認め、退職を申し出た。窃盗の目的は不明。病院は看護師

を諭旨解雇処分にした。 

同看護師は 2016 年 4 月 2 日に玉名市内で車を運転中に自損事故を起こした。道路交

通法違反（酒気帯び運転）で警察に摘発され、簡易裁判所で罰金 30 万円の略式命令を

受けた。地方独立行政法人くまもと県北病院機構懲戒審査委員会が 2018 年 1 月 23 日

に、停職 1カ月減給 2 カ月（10％）の懲戒処分を決めた。本来は停職 3カ月相当と判断

したが、看護師の生計に配慮して停職 1カ月と看護助手扱いでの勤務 2カ月とした。職

員懲戒規程では（罰金等の）刑事事件に関する懲戒処分は公表すると定めているが、病

院は公表しなかった。 

新聞が 2019 年 2 月 5 日、同看護師の関与が疑われた薬の紛失を報道した際、酒気帯

び運転も合わせて報道した。 

 

【発見の経緯】 

2019年 1月 25日に、薬局倉庫の棚で本来は未開封であるはずの医薬品の箱が開封さ

れた不自然な状態で見つかったことから盗難の疑いが浮上した。病院が、薬局の防犯カ

メラに窃盗が疑われる映像が記録されていることを確認し、警察署へ盗難の被害届を提

出した。警察の聞き取りで看護師が薬の窃盗を認め、逮捕に至った。 

 

【病院が行った再発防止策】 

向精神薬のうち、それまで管理が比較的緩やかだった第 3種向精神薬も、鍵の掛かる

保管庫に移した。薬局の防犯カメラを増設した。2021 年 3月に移転・開院したくまもと

県北病院は、薬局入室の際に職員が ID カードを使用し入室の記録（ログ）を残す運用

に改めた。一方、開院当時は薬局内に監視カメラがなく、当委員会の聞き取り後に新設

された。 
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(イ) 本案件に係る問題点 

① 過去の懲戒事案に係る不適切な処分 

不祥事対応サイクル 予防 

内部統制の基本的要素 統制環境 

 

本案件の対象である看護師（以下「当該看護師」という。）が 2016年 4 月の道路交通

法違反に係る懲戒事案を起こした際、法人は看護師としての業務が停止されている期間

中に当該看護師を看護助手として従事させていた。 

資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、この処分は、当該看護師の経済的

事情を勘案し温情による処分を行ったとのことである。しかし、当該処分は「地方独立

行政法人くまもと県北病院職員就業規程（以下「就業規程」という。）」及び「地方独立

行政法人くまもと県北病院職員懲戒規程（以下「懲戒規程」という。）」から逸脱した取

り扱いである。 

これらの法人規程（以下、法人が定めた各種規程等を「法人規程等」という。）から

逸脱した取り扱いを行えば、法人規程等の規範性が損なわれ、法人の内外に向けて自ら

の法人規程等を無視する組織体質であることが伝わり、職員においては法人規程等準拠

に係る意識の低下、患者や地域住民においては病院イメージの低下や信頼の喪失に繋が

りかねない。 

仮に、法人規程等に従った適切な処分を当該看護師へ行っていた場合、職員には法人

規程等の規範性が保たれ、不祥事の発生を思い止まらせた可能性もある。 

結果として、過去の懲戒事案について当該看護師への処分は就業規程及び懲戒規程か

ら逸脱しており不適切である。 

このように就業規程及び懲戒規程から逸脱した処分が行われた理由は、資料の閲覧及

び病院職員へのヒアリングによれば、法人規程等に沿った厳正な運用が行われない温情

主義、組織風土が存在するためと考えられる。 

以上から、過去の懲戒事案に係る不適切な処分として、不祥事対応サイクルにおける

「予防」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」に問題があるこ

とを指摘する。 

 

② 不十分な事実把握及び原因究明 

不祥事対応サイクル 事実調査及び原因究明 

内部統制の基本的要素 リスクの評価と対応 

 

資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、当該看護師のロッカーから不眠改

善用の医薬品等が多数発見されていることから、その症状の改善を目的に窃盗が行われ

たと推測されるとのことである。 

しかし、これはあくまで推測であり、法人は当該看護師本人から医薬品の窃盗に係る

理由、方法、頻度等の具体的な内容の聞き取りができていない。 
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そのため、窃盗の背景、動機及び頻度（窃盗の開始時期や回数等）、内部統制上の問

題点等、事実把握がなされていない。 

結果として、当該看護師の個人的事情のみならず、法人における内部統制の脆弱性等、

様々な状況が推測され得る中で、原因究明及び詳細な分析が求められるにもかかわらず、

推測のままで検討が終わっているのは問題である。 

このように当該看護師本人からの事実把握及び原因究明並びに詳細な分析が十分に

できていない理由は、資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、医薬品の窃盗

というリスクの重要性を適切に把握しておらず、不祥事を曖昧に受け流そうとする組織

風土が存在するためと考えられる。 

以上から、本人からの聞き取りに基づく事実把握及び原因究明の不徹底として、不祥

事対応サイクルにおける「事実調査及び原因究明」に問題があること、内部統制の基本

的要素のうち「リスクの評価と対応」に問題があることを指摘する。 

 

③ 入室に係る電子的記録（ログ）の定期的な検証の未実施 

不祥事対応サイクル 再発防止 

内部統制の基本的要素 モニタリング、ITへの対応 

 

新病院の薬局では、入退室管理システムが常時稼働しており、誰がいつ入室したか事

後的に把握できる仕組みとなっている。 

しかし、法人は入室に係る電子的記録（ログ）と処方・指示等を照合する等、電子的

記録（ログ）について定期的な検証を行っていない。また、定期的な検証を実施する旨

を職員に通知しているわけでもない。 

結果として、入退室管理システムを利用した事後的な不正発見及び職員に対する牽制

が行われていないと言わざるを得ず、問題である。 

このように入室に係る電子的記録（ログ）の定期的な検証が未実施である理由は、資

料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、盗難に係るリスク認識が欠如しており、

当該リスクに対応するためのモニタリングが不十分になっているためと考えられる。 

以上から、入室に係る電子的記録（ログ）の定期的な検証の未実施として、不祥事対

応サイクルにおける「再発防止」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「モ

ニタリング」「IT への対応」に問題があることを指摘する。 

 

④ 当該看護師に対する規程から逸脱した処分 

不祥事対応サイクル 再発防止 

内部統制の基本的要素 統制環境 

 

当該看護師に対して、懲戒規程第 4条第 5項には、懲戒処分は「同一の非違行為に対

して重ねて行うことはできない」と規定されているにもかかわらず、停職と減給が併せ

て行われていた。 
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また、本案件は懲戒規程に従い公表すべきであったが、処分当時は規程に基づいた公

表が行われなかった。 

結果として、法人規程等から逸脱した取り扱いがなされたのは問題である。 

このように規程から逸脱した取扱いがなされた理由は、規程の内容が正確に組織内で

理解されていない可能性があるとともに、規程の厳正な運用が行われない組織風土、コ

ンプライアンスを軽視する組織風土が存在するためであると考えられる。 

以上から、当該看護師に対する規程から逸脱した処分として、不祥事対応サイクルに

おける「再発防止」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」に問

題があることを指摘する。 

 

(ウ) 当委員会が提示する再発防止策 

本案件について、「(イ)本案件に係る問題点」を踏まえた上で改めて再発防止策を検

討した結果、次のような内容が考えられる。 

⚫ 組織文化、組織風土に問題があることから、経営者層や管理職層を含め、組織全体

で意識改革、組織文化の変革が必要である。 

⚫ 不祥事が発生した際は、効果的な再発防止策を検討するため、徹底した事実調査及

び原因究明を行うべきである。本案件については、医薬品管理に係る内部統制上の

問題点、例えば、医薬品の棚卸管理や薬品倉庫のセキュリティ管理等に問題がない

かを調査及び分析すべきであった。 

⚫ 再発防止策の策定及び実行に当たっては、当該再発防止策の運用状況を定期的に事

後検証（モニタリング）すべきである。本案件については、薬局の入退室管理シス

テムにおける入室の電磁的記録（ログ）を定期的に事後検証すべきである。 

⚫ 職員の処分に当たっては、就業規程、懲戒規程等の法人規程等を理解し、当該規程

に基づく処分、公表等、適切な法人運営を行うべきである。これは、不祥事の発生

予防のみならず再発防止の観点からも重要である。 
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2. 案件 2 検体検査管理加算Ⅳの診療報酬過大受給 

(ア) 不祥事の概要 

【経緯】 

旧公立玉名中央病院が、週 4日勤務の非常勤医師を常勤扱いとして「検体検査管理加

算Ⅳ」を届け出て過大な診療報酬を得ていたことが明らかになった。当該施設基準の要

件について常勤医師の配置が求められるところ、法人は当時の就業規程において常勤職

員の勤務時間を週 40 時間と規定していたにもかかわらず、週 4 日勤務の医師を常勤扱

いとしていた。また、総務課の複数の職員が当該非常勤医師の ID カードを使用して勤

怠管理システムの代理打刻を行うことで勤務日数を水増ししていた問題も判明した。 

病院は九州厚生局の適時調査を受け、「検体検査管理加算Ⅳ」による診療報酬請求が

始まった 2015 年 4 月から不正が発覚した 2019 年 2 月までの合計 84,646,706 円の診療

報酬を保険者に返還した。また、病院は当時の理事長ら 4人を停職等の懲戒処分にした。 

なお、病院は、2022 年度以降に同加算により過大に自己負担分を請求していた患者

7,284人（計約 251 万円）への返金を予定している。 

 

【発見の経緯】 

新聞が 2019 年 1月 23日、診療報酬不正受給の疑いがあるとの記事を掲載した。当時

の病院総院長らが記者会見した。 

 

【病院が行った再発防止策】 

診療報酬過大受給を受け、病院は、危機管理員会を 2019 年１月頃発足した。危機管

理委員会は、非常勤医師や代理打刻をした職員、当時の理事長らに聞き取りをした結果

と、九州厚生局の適時調査の質疑応答を報告書にまとめている。ただし、報告書の作成

日付は明確に記載されていない。 

また、病院では、「保険適正化委員会」が診療報酬制度に詳しい医師や職員が集まり

2019年 2月 8日に発足しており、診療報酬適正化委員会に審議を引き継いだ。その後、

診療報酬適正化委員会が診療報酬請求の技術的課題を整理した。一方、2019 年初めごろ

に、院内組織の情報管理を強化する内部統制委員会が発足したとされる。しかし、審議

記録は保存されていなかった。 

 

(イ) 本案件に係る問題点 

① 施設基準の運用に関する脆弱性 

不祥事対応サイクル 予防 

内部統制の基本的要素 統制環境、統制活動 

 

本案件は、施設基準「検体検査管理加算Ⅳ」について、当該施設基準の要件のうち常

勤医師の配置について実質的に週 4日の勤務であったにもかかわらず、常勤として届出

を行っていたものである。 
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資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、届出当時は週 4日であっても常勤

の要件を満たしていると考えたとのことだが、その具体的な検討内容や根拠等を示す文

書は残されておらず、施設基準の届出時に適切な検討がされていたとは判断できない。 

また、施設基準の届出を行った後は、要件を継続して満たしているかの確認が肝要で

あるが、当該施設基準の届出を行った 2015 年 4 月以降、届出の内容に問題がないか、

具体的には「検体検査管理加算Ⅳ」に係る常勤医師の勤務時間の要件について、週 4日

勤務の非常勤医師を常勤扱いとしていた法人の運用に問題がないかといった要件の確

認は実質的かつ詳細には行われていない。 

結果として、施設基準の届出時における適切な検討が行われなかった可能性があるこ

と、及び、届出の後に要件の確認を怠ってきた問題点があり、すなわち、施設基準の運

用に関して脆弱であると言わざるを得ない。 

このように施設基準の運用に関して脆弱であった理由は、資料の閲覧及び病院職員へ

のヒアリングによれば、施設基準の運用に関する専門的な知識を有する職員が不存在で

あったこと、施設基準の運用に関する会議体がなかったことに加え、施設基準に詳しい

事務職員の人材育成を怠ってきたこと、放漫な組織文化等にも起因すると考えられる。 

以上から、施設基準の運用に関する脆弱性として、不祥事対応サイクルにおける「予

防」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」及び「統制活動」に

問題があることを指摘する。 

なお、現在においては、施設基準管理士資格を保有する事務職員の採用、施設基準の

適切な運用について協議等を行う診療報酬適正化委員会が設置されている。 

 

② 代理打刻に係る重要性認識の欠如 

不祥事対応サイクル 発見 

内部統制の基本的要素 統制環境、モニタリング 

 

本案件で問題点が大きいのは、施設基準を満たすために勤怠管理システム上、代理打

刻を行っていた点である。 

資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、週 4日の勤務形態自体は施設基準

の常勤医師配置の要件を満たしていたと考えていた。しかし、勤怠管理システムにおい

て月次で勤務時間の集計作業を行う必要があり、当該システムの運用上、週 5日の勤務

を登録する必要があったことから、便宜上、代理で打刻を行っていたとのことである。 

しかし、代理打刻を行う以上は、勤務実績は出勤扱いとなり、診療報酬の請求上も週

5 日の勤務実績となることから、「週 4 日でも問題ない」というくまもと県北病院の主

張は通らない。 

また、代理打刻を行っていた職員は、当時の総務課長や事務員等複数名おり、代理打

刻を行っている事実を認識していた職員はその他にもいたはずである。代理打刻につい

て問題提起する職員がいれば、本案件は適時に発見されたはずである。しかし、資料を

閲覧する限り、どの職員からも代理打刻を行うことに対する問題提起はなされていない。 
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結果として、法人として、代理打刻に係る重要性の認識が欠如していたと言わざるを

得ない。 

また、くまもと県北病院には内部監査規程が整備されているが、内部監査は実施され

ていない。本案件について内部監査が実施されていた場合は、代理打刻の問題は発見さ

れていた可能性がある。 

このように代理打刻に係る重要性認識の欠如及び内部監査の未実施の理由は、資料の

閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、事務職員の人材育成を怠ってきたこと、放

漫な組織文化等に起因すると考えられる。 

以上から、代理打刻に係る重要性認識の欠如として、不祥事対応サイクルにおける「発

見」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」及び「モニタリング」

に問題があることを指摘する。 

 

③ 事実調査及び原因究明に係る杜撰な文書管理 

不祥事対応サイクル 事実調査及び原因究明 

内部統制の基本的要素 統制環境、情報と伝達 

 

資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、本案件の発覚後、くまもと県北病

院（旧公立玉名中央病院）は、弁護士・社会保険労務士に玉名郡市医師会員を加えた院

内外多職種メンバーによる危機管理委員会(13 名)を設置したとのことである。危機管

理委員会からは、組織としての確認・検証や議論を行わずに判断を少数の個人に委ねる

等の脆弱な組織体制が指摘され、くまもと県北病院は、その改善を図ったとのことであ

る。 

しかし、当該危機管理委員会における会議資料、議事録、危機管理員会からの報告書

等の閲覧を要求したところ、当該文書が保存されておらず、その具体的な内容は確認で

きなかった。また、くまもと県北病院が図ったとされる改善内容についても、その後に、

診療報酬適正化委員会を設置した旨は確認できたものの、改善策を明確かつ具体的に示

す文書は確認できなかった。 

仮に、本案件に係る事実調査、原因の究明及び改善策が適切に実施されたとしても、

その調査結果等の文書が保存されていない場合は、調査結果等を事後的に把握できず、

妥当な対応策等が検討され実施されているか判断ができない。 

結果として、病院から入手した「改善を図ったとの情報」は、その事実を確認できず、

適切な事実調査及び原因の究明がなされているとは判断できない。 

このように、杜撰な文書管理である理由は、文書管理に関する職員の認識不足、放漫

な組織文化等に起因すると考えられる。 

以上から、事実調査及び原因究明に係る杜撰な文書管理として、不祥事対応サイクル

における「事実調査及び原因究明」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統

制環境」及び「情報と伝達」に問題があることを指摘する。 
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④ 再発防止策の不徹底 

不祥事対応サイクル 再発防止 

内部統制の基本的要素 統制環境、リスクの評価と対応 

 

資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、本案件に対する対応策として、適

切な施設基準の運営を企図して、診療報酬適正化委員会(11 名)を設置し、施設基準等

の遵守に向けた厳正な取り組みを開始したとのことである。 

確かに、診療報酬適正化委員会は月に 1回程度等継続して開催されており、施設基準

の適切な運営の観点から一定の成果を上げていると考えられる。 

しかし、本案件の課題は、施設基準について不適切な運営がなされないように事前に

防止すること、仮に不適切な運営がなされている場合には、適時に発見し修正すること

ができなかったことにある。 

このように考えると、診療報酬適正化委員会が担うべき重要な役割は、施設基準の運

営状況に係る予防及び発見として施設基準の各要件の充足状況を確認すること、施設基

準の運営に係る留意事項について病院職員へ啓発を行うことも含まれると考えられる。 

しかし、現状の診療報酬適正化委員会では、施設基準の運用状況に関して定期的に施

設基準の各要件の充足状況を継続的かつ詳細に確認する役割は担っておらず、施設基準

の運用に関する留意事項等を病院職員へ啓発するような役割も特段担っていない。 

また、現状の診療報酬適正化委員会の構成メンバーは病院内部の職員のみであり、病

院外部から施設基準の運用状況を確認する視点はない。内部の職員のみで構成される委

員会では、十分なチェック機能が発揮されない可能性がある。 

結果として、くまもと県北病院の本案件に係る再発防止策は不徹底であると言わざる

を得ない。 

このように、再発防止策が不徹底である理由は、放漫な組織文化、施設基準に係るリ

スク評価が適切に実施されていないこと等に起因すると考えられる。 

以上から、再発防止策の不徹底として、不祥事対応サイクルにおける「再発防止」に

問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」及び「リスクの評価と対応」

に問題があることを指摘する。 
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(ウ) 当委員会が提示する再発防止策 

本案件について、「(イ)本案件に係る問題点」を踏まえた上で改めて再発防止策を検

討した結果、次のような内容が考えられる。 

⚫ 組織文化、組織風土に問題があることから、経営者層や管理職層を含め、組織全体

で意識改革、組織文化の変革が必要である。代理打刻に係る重要性の認識が欠如し

ていることから、経営者層及び管理職層の誠実性や倫理観から変革が必要である。 

⚫ 不祥事が発生した際に適時適切に発見できる取り組みを強化すべきである。本案件

については、組織体制を強化すること、すなわち、内部監査室を設置し定期的に内

部監査を実施すること、組織体制の強化について職員の人材育成を行うこと等をす

べきである。 

⚫ 事実調査及び原因究明並びに再発防止に当たっては、調査内容や再発防止策の実行

に係る記録を適切に保存すべきである。 

⚫ 施設基準の運用については、各要件の充足状況を定期的に確認するとともに、施設

基準の運用に係る留意事項を職員へ啓発すべきである。また、診療報酬適正化委員

会のチェック機能を強化するため外部委員の関与を検討すべきである。 
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3. 案件 3 病棟における麻薬テープの紛失 

(ア) 不祥事の概要 

【経緯】 

旧公立玉名中央病院南 4階病棟の担当看護師が 2019 年 5月 29日、麻薬保管庫から医

療用麻薬のフェントステープ 2 枚が袋ごとなくなっていることに気づいた。病院職員

が、同病棟のナースステーションとごみ袋を探したが発見できず、熊本県有明保健所と

熊本県警玉名警察署に紛失を届け出た。同年 6 月 10 日に、熊本県薬務衛生課が病院を

訪れ改善を指導した。本案件について、処分された職員はいない。 

 

【発見の経緯】 

看護師が、患者に割り当てられていた麻薬の確認作業中に、不足に気づいた。病院は

報道発表しなかったが、新聞社から病院への取材があり、2019 年 6 月 4 日に報道され

た。 

 

【病院が行った再発防止策】 

院内の麻薬管理者や薬局長、医療安全担当看護師らで協議し、「麻薬管理取扱い改善

対策」（第 1・1版）を策定し、2019年 6月 5日に熊本県有明保健所、同 6 月 10日に熊

本県薬務衛生課へ提出した。院内にも配布し周知を図った。対策書は、麻薬管理庫に不

要な書類を入れない/病棟に麻薬専用のカートを配備する/麻薬の薬袋に「麻」と丸印で

表示する/麻薬の薬袋に薬剤師が麻薬施用票を貼り看護師が麻薬配薬時に施用を記載す

る－等を定めた。 

 

(イ) 本案件に係る問題点 

本案件に係る問題点を当委員会で調査した結果、速やかに再発防止策が検討され、熊

本県有明保健所へ「麻薬管理取扱い改善対策」（第 1・1版）が提出されているとともに、

麻薬管理に関する再発防止策は適切に業務に定着していると認められる。 

このため、本案件に係る問題点は特段ないものと考える。 

 

(ウ) 当委員会が提示する再発防止策 

前項「（イ）本案件に係る問題点」を踏まえ、改めて述べるべき再発防止策は特段な

い。 
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4. 案件 4 屋内喫煙の常態化 

(ア) 不祥事の概要 

【経緯】 

旧公立玉名中央病院では 2019 年当時、病院の建物内で喫煙しない「屋内禁煙」をす

ることで年間約 2500 万円の診療報酬の加算を得ていた。将来、より厳しい「敷地内禁

煙」の制度化が予想されたため、病院が禁煙を呼び掛けたが、病棟地下に喫煙場所が残

る等徹底できていなかった。院内の危機管理委員会は、検体検査管理加算Ⅳ（案件 2）

の発覚に伴い、九州厚生局から屋内禁煙加算の監査を受ける可能性があると判断し、病

院長名で「屋内禁煙の加算は年間約 2500 万円」との文書を院内に配布し注意を呼び掛

けた。2019年 2月 13日、「屋内禁煙が常態化」との新聞報道があった。病院は「喫煙が

一部職員にとどまる」として、診療報酬の不正請求には当たらないと判断した。 

 

【発見の経緯】 

健康増進法による「敷地内禁煙」が 2019 年 7 月に迫っていたが、旧公立玉名中央病

院では、病棟の外側や駐車場等で喫煙や吸い殻の投げ捨てが見られた。病院の不祥事が

続く中、喫煙の実態に注目が集まり新聞社から取材を受けた。 

 

【病院が行った再発防止策】 

2019 年 2 月に喫煙対策委員会（20 人）を設立し、警備員と職員 2 人組によるパトロ

ールを始めた。くまもと県北病院では、「敷地内禁煙」の看板を 11箇所に設置した。喫

煙対策委員会は、本調査時点では 12人で活動している。同委員会の開催記録は 2019 年

6 月 10日の第 11回から残っているが、発足当時の経緯は不明瞭である。 

 

(イ) 本案件に係る問題点 

① 不十分な事実調査と不祥事としてのリスク認識の欠如 

不祥事対応サイクル 事実調査及び原因究明 

内部統制の基本的要素 リスクの評価と対応 

 

病院は 2019 年 2月 1日「施設内禁煙に関して」という文書を発出している。 

当該文書によれば、当時、「敷地内禁煙よりも緩い基準に『屋内禁煙』というものが

あり、当院はそれを満たしていなければ加算することができないいくつかの加算をとっ

て」いたとのことである。 

そのような状況であるにもかかわらず、「一部の患者や職員の屋内での喫煙があるこ

とは否定できない状況があった」としている。 

しかし、病院は屋内喫煙の状況に関して詳細な事実調査を行っておらず、調査に係る

記録も残されていない。 

また、本案件の概要を記載した文書によれば、病院は本案件に関して「職員のルール

違反があったものであり、不正請求という認識はない」としている。 
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しかし、屋内喫煙に関する詳細な事実調査をしていなければ、加算に関する請求の適

否について十分な検討を行うことは困難である。 

結果として、屋内喫煙に関する詳細な事実調査を行っておらず、適切なリスク把握を

行っていないのは問題である。 

このように屋内喫煙に関する詳細な事実調査を行っていないこと、また、加算に関す

る請求の適否について十分な検討を行っていない理由は、資料の閲覧及び病院職員への

ヒアリングによれば、コンプライアンス意識の希薄さ、リスク把握又はリスク認識の欠

如といった組織文化の脆弱性が存在しているためと考えられる。 

以上から、不十分な事実調査と不祥事としてのリスク認識の欠如として、不祥事対応

サイクルにおける「事実調査及び原因究明」に問題があること、内部統制の基本的要素

のうち「リスクの評価と対応」に問題があることを指摘する。 

 

② 処分に関する不十分な議論及び記録の不存在 

不祥事対応サイクル 再発防止 

内部統制の基本的要素 統制環境、情報と伝達 

 

病院は、本案件について、詳細な事実調査を実施していない。そのため、病院は本案

件の関係者（屋内で実際に喫煙した者や管理責任者等）を正確に把握していない。 

結果として、本案件の関係者に対する処分の必要性について議論が十分に行われてお

らず、検討内容の記録も残されていない。すなわち、本案件に対しての処分は、組織と

して極めて「甘い対応」であり、問題であると言わざるを得ない。 

このようにルール違反があっても詳細な調査が行われず、関係者に対する処分も発せ

られなかった理由は、資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、組織内の温情

主義、統制活動の脆弱性が存在するためと考えられる。 

以上から、関係者に対する処分の必要性に関する議論及び記録の不存在として、不祥

事対応サイクルにおける「再発防止」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち

「統制環境」及び「情報と伝達」に問題があることを指摘する。 

 

③ 喫煙対策委員会立ち上げ当時の議事録の不存在 

不祥事対応サイクル 再発防止 

内部統制の基本的要素 情報と伝達 

 

病院は屋内喫煙の常態化に関する報道を受け、2019 年 2 月に喫煙対策委員会（当初

20 名、2021 年度 12 名）を立ち上げ、敷地内禁煙のルール徹底を目指す取り組みが開始

された。 

しかし、喫煙対策委員会立ち上げ当初の議事録が残っておらず、本案件への対応が適

切になされたのか、検証ができない。 

結果として、不祥事案件への対応状況を明確に記録し、改善に繋げていくという意識
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が欠如している点で問題があると言わざるを得ない。 

このように委員会の議事録を残さず不祥事への対応状況を記録していなかったのは、

資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、業務実施上の基本的な理解が欠如し

ており、文書保存の重要性が組織内で浸透していない等の情報と伝達の脆弱性が原因と

なっていると考えられる。 

以上から、喫煙対策委員会立ち上げ当時の議事録の不存在として、不祥事対応サイク

ルにおける「再発防止」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「情報と伝達」

に問題があることを指摘する。 

 

④ 不祥事案件の外部公表検討の不徹底 

不祥事対応サイクル 再発防止 

内部統制の基本的要素 統制環境、情報と伝達 

 

本案件に係る外部への公表等について、その必要性等の検討を行っていない。 

本案件は、屋内禁煙を届け出ている中で、それに違反した屋内喫煙が常態化しており、

禁煙に関する医療機関としての取り組みが問われることから、社会への影響等を考慮し

て、外部へ公表すべきか否か検討すべきであったと考えられる。 

しかし、そのような検討は実施されておらず、検討内容を示す議事録等は確認できな

かった。 

結果として、本案件について外部に公表するに至らず、透明性の確保がなされなかっ

た点は問題がある。 

このように、外部への公表の必要性について検討がなされなかった理由は、公表等の

必要性を検討すべき部署が不明瞭、危機意識の低さ、外部公表に消極的な組織文化等が

あるためと考えられる。 

以上から、不祥事案件の外部公表検討の不徹底として、不祥事対応サイクルにおける

「再発防止」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」及び「情報

と伝達」に問題があることを指摘する。 
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(ウ) 当委員会が提示する再発防止策 

本案件について、「(イ)本案件に係る問題点」を踏まえた上で改めて再発防止策を検

討した結果、次のような内容が考えられる。 

⚫ 組織文化、組織風土に問題があることから、経営者層や管理職層を含め、組織全体

で意識改革、組織文化の変革が必要である。 

⚫ 事実調査及び原因究明並びに再発防止に当たっては、調査内容や再発防止策の実行

に係る記録を適切に保存すべきである。 

⚫ 不祥事が発生した際は、効果的な再発防止策を検討するため、徹底した事実調査及

び原因究明を行うべきである。本案件については、屋内喫煙に係る詳細な事実調査

及び診療報酬加算に係る十分な検討を行うべきであった。 

⚫ 職員の処分に当たっては、詳細な事実調査を踏まえ、処分の必要性等を十分に議論

すべきである。 

⚫ 再発防止に取り組む上で、透明性を確保するために、内外の利害関係者に対して不

祥事案件の内容について適切に情報開示すべきである。 
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5. 案件 5 処方箋偽造疑い 

(ア) 不祥事の概要 

【経緯】 

旧公立玉名中央病院の 30 歳代医師（以下「A 医師」という。）が 2020 年 8 月 5 日、

自らを患者として処方箋を発行し、薬局で向精神薬を入手した。A医師は、処方箋の発

行者欄に印字された自らの名前をボールペンで消して同僚医師の名前に書き換え、同僚

医師名の印鑑を押して訂正した。九州厚生局が捜査に着手したとの新聞報道が 2021 年

2 月 18日にあった。病院は 2021年 5月 26日付で、A医師を戒告処分にし、同僚医師が

上司だったとして管理責任を問い厳重注意処分にした。九州厚生局は 2021 年 11 月 16

日、A医師を麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで熊本地方検察庁に書類送検した。熊

本県警も同日、詐欺と有印公文書偽造・同行使、医師法違反の疑いで、書類送検した。

くまもと県北病院は A 医師を 2021 年 12 月 20 日ごろから出勤停止とした。同地検は

2022 年 3 月 4 日付で不起訴処分とした。A 医師は出勤停止が解除され 2022 年 3 月末で

退職した。 

 

【発見の経緯】 

病院理事長は 2021 年 9 月末、処方箋に名前を使われた同僚医師から処方箋偽造の報

告を受け、A 医師を口頭で注意した。A 医師自身も偽造の事実を認めたが理事長は組織

的な対応を取らなかった。新聞報道で処方箋偽造が明らかになり、他の新聞やテレビも

報道した。 

 

【病院が行った再発防止策】 

新聞報道を受け、院内の危機管理委員会が 2021 年 2 月 20 日から同 3 月 19 日にかけ

て院内職員に聞き取り調査をした。処方箋偽造事案報告書は同 3 月 11 日時点までの記

録がある。2021年 6月 29日のくまもと県北病院設立組合議会で、病院理事長が外部調

査委員会を設置する方針を答弁した。同委員会は 2021年 10月 25日に発足した。 

 

(イ) 本案件に係る問題点 

① 処方箋偽造に係る予防の欠如 

不祥事対応サイクル 予防 

内部統制の基本的要素 統制環境 

 

本案件について、そもそも処方箋を偽造する行為は違法である。しかし、資料の閲覧

及び病院職員へのヒアリングを実施した結果、A医師は、処方箋偽造が違法であるとの

認識もないままに安易に偽造を行っていたと考えざるを得ない。 

これは、医師個人の見識によるところもあると考えられるが、理事長等へのヒアリン

グを実施した結果、本案件のような処方箋偽造を始め、違法であることを行ってはなら

ないという、組織内で予防する、強く統制する文化が脆弱であることにも起因すると考
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えられる。 

結果として、処方箋偽造を予防するという統制がくまもと県北病院（旧公立玉名中央

病院）には欠如していたと言わざるを得ない。 

このように、処方箋偽造を予防する統制が欠如していた理由は、放漫な組織文化等に

起因すると考えられる。 

以上から、処方箋偽造に係る予防の欠如として、不祥事対応サイクルにおける「予防」

に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」に問題があることを指摘

する。 

 

② 処方箋偽造発見時における重要性認識の欠如 

不祥事対応サイクル 発見 

内部統制の基本的要素 統制環境、リスクの評価と対応 

 

本案件が発生したのは、2020 年 8 月であり、同年同月には理事長始め院内で処方箋

偽造の事実は把握されている。しかし、実質的にくまもと県北病院（旧公立玉名中央病

院）が事実調査を開始したのは 2021 年 2月になってからである。 

これは、2021 年 2 月に当該処方箋偽造に関するマスコミ報道がなされたことを受け

て、院内で危機管理員会が開催され事実調査等が行われたことによる。すなわち、くま

もと県北病院は自ら処方箋偽造の事実を把握していたにもかかわらず、マスコミ報道が

行われるまで不祥事を放置し、事実調査を行っていない。 

資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、処方箋偽造の事実は把握していた

が、理事長始め病院職員における知識や経験不足、院内の放漫な組織文化の結果、適時

な事実調査には至らなかったとのことである。 

結果として、処方箋偽造発見時における重要性の認識が欠如しており、不祥事発生を

軽んじていると言わざるを得ない。 

このように、処方箋偽造発見時における重要性の認識が欠如していた理由は、放漫な

組織文化、処方箋偽造に係るリスクを適切に把握できていなかったこと等に起因すると

考えられる。 

以上から、処方箋偽造発見時における重要性認識の欠如として、不祥事対応サイクル

における「発見」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」及び「リ

スクの評価と対応」に問題があることを指摘する。 

 

③ 内部通報制度の形骸化 

不祥事対応サイクル 発見 

内部統制の基本的要素 統制環境、情報と伝達 

 

くまもと県北病院（旧公立玉名中央病院）では、2019年 6月に内部通報制度の根拠規

程となる「地方独立行政法人くまもと県北病院内部通報及び外部通報に関する規程」を
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定めている。本案件のような不祥事が発生した際、本来であれば、当該内部通報制度に

基づき、不祥事を認識した院内職員が内部通報窓口へ通報することにより、適時に情報

を把握するとともに、適切な対応の検討に結び付いた可能性がある。しかし、本案件で

は、内部通報制度に基づく通報等は行われていない。 

病院職員へのヒアリングによれば、内部通報制度は整備しているものの、制度の内容

や通報者保護等について、病院内の職員へ周知徹底を行っている状態にはないとのこと

である。内部通報制度は、規程等の整備を行うのみでは制度が構築されているとは言え

ず、職員への周知徹底等を図ることで実質的な運用に結び付くものである。 

結果として、くまもと県北病院における内部通報制度は形骸化していると言わざるを

得ない。 

このように、内部通報制度が形骸化している理由は、組織内の情報を収集し適切に対

応しなければならないという意識の欠如、内部通報制度に係る認識が低いという組織文

化等に起因すると考えられる。 

以上から、内部通報制度の形骸化として、不祥事対応サイクルにおける「発見」に問

題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」及び「情報と伝達」に問題が

あることを指摘する。 

 

④ 不祥事発見時の対応マニュアル等の不存在 

不祥事対応サイクル 事実調査及び原因究明 

内部統制の基本的要素 統制環境、リスクの評価と対応 

 

本案件については、前述のとおりマスコミ報道の後に、本案件に係る事実調査が遅れ

て実施されている。このことについて、資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれ

ば、そもそも本案件のような不祥事の事実を把握した際、どの部署で当該事実を把握し、

どのようなスケジュールや対応方針で事実調査を実施すべきかといった具体的な対応

マニュアル等はないとのことである。 

これは、普段の病院経営において、不祥事を防ぐ、不祥事の発生を看過しない及び不

祥事が発生した場合は適時適切に対応するという体制が院内に構築されていないと言

わざるを得ない。 

また、本案件のような処方箋偽造の発生は極めて重大な問題である。であれば、本案

件 1件の発見の他に同様の不祥事が発生していないか、法人として網羅的に調査するこ

とが必要と考えるが、そのような網羅的な調査は実施されていない。 

結果として、不祥事発見時の対応マニュアル等が不存在であり、このため発見後の事

実調査が遅れているとともに不十分な事実調査になっていると言わざるを得ない。 

このように、不祥事発見時の対応マニュアル等が不存在となっている理由は、コンプ

ライアンス意識が低いという組織文化、処方箋偽造等の不祥事に係るリスクを適切に把

握できていなかったこと等に起因すると考えられる。 

以上から、不祥事発見時の対応マニュアル等の不存在として、不祥事対応サイクルに
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おける「事実調査及び原因究明」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統

制環境」及び「リスクの評価と対応」に問題があることを指摘する。 

 

⑤ 懲戒規程に基づく処分に係る不十分な協議 

不祥事対応サイクル 再発防止 

内部統制の基本的要素 統制環境、統制活動 

 

くまもと県北病院は、A医師に対して「戒告」の懲戒処分を行っている。この処分内

容は、就業規程第 31 条に違反し、かつ、就業規程第 58 条第 6項「法人の名誉又は信用

を傷つけた場合」に該当すると結論付けられたものである。 

この処分の決定に至って、資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、次のよ

うな状況を踏まえて懲戒委員会で結論が下されたものである。 

・処分を厳粛に受け止める。 

・自身の体調不良に使っていたもので転売目的ではない。 

・診療科内で他医師との関係が上手くいっておらず精神的負荷があった。普段から誠

実に業務を行っている。 

しかし、懲戒規程に定められた別表によれば、本案件は「法人公文書を不正に作成し、

使用すること」に該当することも否定できず、その場合の懲戒処分は「解雇又は停職」

となる。この点、懲戒審査委員会の議事録を見る限り、懲戒規程の別表に係る処分につ

いては具体的な検討がなされていると言い難い。 

結果として、懲戒規程に基づく処分について、懲戒審査委員会による協議が不十分で

あり、不祥事の内容に応じた厳正な処分が行われているか疑念があると言わざるを得な

い。 

このように、懲戒規程に基づく処分に係る協議が不十分となっている理由は、放漫な

組織文化、法令や規程等に基づき処分を行わなければならないという認識が低いこと、

規程等に対する職員の認識不足等に起因すると考えられる。 

以上から、懲戒規程に基づく処分に係る不十分な協議として、不祥事対応サイクルに

おける「再発防止」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」及び

「統制活動」に問題があることを指摘する。 

 

⑥ 不祥事案件の外部公表検討の不徹底 

不祥事対応サイクル 再発防止 

内部統制の基本的要素 統制環境、情報と伝達 

 

本案件に係る外部への公表等について、その必要性等の検討を行っていない。 

本案件は、処方箋偽造という違法行為であり、社会への影響等を考慮して、外部へ公

表すべきか否か検討すべきであったと考えられる。 

しかし、そのような検討は実施されておらず、検討内容を示す議事録等は確認できな
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かった。 

結果として、本案件について外部に公表するに至らず、透明性の確保がなされなかっ

た点は問題がある。 

このように、外部への公表の必要性について検討がなされなかった理由は、公表等の

必要性を検討すべき部署が不明瞭である、危機意識が低い、外部公表に消極的な組織文

化等があるためと考えられる。 

以上から、不祥事案件の外部公表検討の不徹底として、不祥事対応サイクルにおける

「再発防止」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」「情報と伝

達」に問題があることを指摘する。 

 

(ウ) 当委員会が提示する再発防止策 

本案件について、「(イ)本案件に係る問題点」を踏まえた上で改めて再発防止策を検

討した結果、次のような内容が考えられる。 

⚫ 組織文化、組織風土に問題があることから、経営者層や管理職層を含め、組織全体

で意識改革、組織文化の変革が必要である。不祥事に係る重要性の認識が欠如して

いることから、経営者層及び管理職層の誠実性や倫理観から変革が必要である。 

⚫ 不祥事発生を予防する取り組みを強化すべきである。不祥事を抑止する組織風土、

経営者の態度、経営者から職員へ強いメッセージ等が必要であるとともに、不祥事

予防やコンプライアンス意識の向上に係る職員研修等を強化すべきである。 

⚫ 不祥事が発生した際に適時適切に発見できる取り組みを強化すべきである。処方箋

偽造のような不祥事は特に重要なリスクとして理解しておき、発見時には適時適切

に経営者層まで報告される仕組みを構築するとともに、速やかに事実調査と原因究

明を行うべきである。また、内部通報制度を実質的に運用すべきである。 

⚫ 不祥事を発見した際は、効果的な再発防止策を検討するため、徹底した事実調査及

び原因究明を行うべきである。特に処方箋偽造のような重要な不祥事を発見した際

に、どのような対応をすべきかを定めた不祥事対応マニュアル等を整備しておき、

当該マニュアル等に沿った事実調査及び原因究明を行うべきである。 

⚫ 職員の処分に当たっては、就業規程、懲戒規程等の法人規程等を理解し、当該規程

に基づく処分、公表、議事録の保存等、適切な法人運営を行うべきである。 

⚫ 再発防止に取り組む上で、透明性を確保するために、内外の利害関係者に対して不

祥事案件の内容について適切に情報開示すべきである。 
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6. 案件 6 処方箋偽造疑い医師の昇格 

(ア) 不祥事の概要 

【経緯】 

処方箋偽造疑い（案件 5）で九州厚生局の捜査を受けたくまもと県北病院の A医師を、

病院が 2021 年 4 月 1 日付で、医員から医長に昇格させた。同医師を含む人事案の決裁

手順は、通常は、決裁文書を作成して総務課長、事務部次長、事務部長等へ稟議を行っ

ているが、新病院開院に伴う業務多忙の中で当該稟議を省略し理事長に口頭で説明した

だけだった。 

直前の 2021 年 3月 25日に開かれたくまもと県北病院設立組合議会で、議員から同医

師の処分を求める意見が出たが、病院は調査の完了まで処分を待つ方針を示していた。

しかし、調査完了前に昇格させたことに議員から批判の声が上がった。病院は 2021 年

5 月 24日の病院理事等連絡会議で、昇格を 4月 1日に遡って取り消すことを決めた。 

 

【発見の経緯】 

2021 年 4 月 23 日に「処方箋偽造問題調査中対象の医師を昇格」と新聞報道された。 

 

【病院が行った再発防止策】 

上記の病院理事等連絡会議で、「昇格を 4 月に遡って保留するという方法はどうか」

「医療者からみれば重大な事件とは思わないところだが、そう言っても一般には理解が

得られない」と、昇格を問題視する意見が出た。 

しかし、病院は明確な再発防止策の検討を行っていない。 

 

(イ) 本案件に係る問題点 

① 対外的な説明と昇格人事との齟齬 

不祥事対応サイクル 予防 

内部統制の基本的要素 統制環境 

 

くまもと県北病院は、2021 年 3月 25日に開催された玉名市玉東町病院設立組合議会

全員協議会（以下「全員協議会」という。）において、処方箋偽造疑い医師（A医師）に

ついては、断固とした処分の方針であることを明言していた。しかし、くまもと県北病

院は、2021 年 4月 1日付で A医師を医員から医長へ昇格させている。 

本来、病院職員の昇格等の人事権は法人理事長が有するものであり、A 医師の昇格を

理事長が決定すること自体は法令や病院の規程等の違反には該当しない。また、A医師

に対する処分については、全員協議会においても九州厚生局の判断を待って処分を下す

旨の説明がなされている。 

しかし、A医師に対して断固たる処分の方針を持っていると明言した数日後に昇格の

人事を行っていることは、対外的な説明と昇格人事に齟齬があると見做されかねない。 

さらに、九州厚生局の判断が重要であるにせよ、不祥事を発生させた A医師を昇格さ
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せたことは、特に地域住民や病院の利用者に対して信頼を失いかねない行為と考えられ

る。 

結果として、対外的な説明と昇格人事に齟齬があり、それにより特に地域住民や病院

の利用者からの信頼を失いかねないことは問題がある。 

このように、対外的な説明と齟齬があるにもかかわらず昇格人事を行った理由は、院

内において、処方箋偽造における重要性の認識が欠如している組織文化に起因しており、

重要性が低いと認識していたため昇格人事を行うことに病院内部からの異論や反論等

が挙がっていないと考えられる。 

以上から、対外的な説明と昇格人事との齟齬として、不祥事対応サイクルにおける「予

防」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」に問題があることを

指摘する。 

 

② 昇格及び降格等規程を逸脱した運用 

不祥事対応サイクル 予防 

内部統制の基本的要素 統制環境、統制活動 

 

くまもと県北病院では、職員の昇格及び降格等については「地方独立行政法人くまも

と県北病院昇格及び降格等規程」（以下「昇格及び降格等規程」という。）を 2017年 10

月に設置している。 

昇格及び降格等規程によれば、原則として、昇格に当たっては次のような厳正な仕組

みが取り入れられている。すなわち、職員の昇格に際しては絶対要件として、給与表に

おける同一の「級」に在級すべき最低年数を定めた「最低在級年数」、病院で実施され

る「人事評価」、及び上司による推薦を定めた「上司推薦」が求められる。また、絶対要

件を満たした者は昇格候補者となり、この昇格候補者に対して認定要件として人事評価

表に基づく評価が行われ、当該結果を踏まえた上で、理事長による昇格審査が行われる

こととされている。 

しかし、資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、くまもと県北病院では医

師の昇格については昇格及び降格等規程に基づく運用は特段行われていないとのこと

であり、同規程の内容は有名無実化している。 

そもそも病院で自ら定めた規程等を逸脱した運用をすることは問題がある。また、昇

格及び降格等規程に求められる厳正な仕組みが運用されていれば、例えば、「人事評価」

や「上司推薦」等が実施された際に、院内で A医師に対する昇格に疑義等が付された可

能性も否定できない。 

結果として、昇格及び降格等規程を逸脱した運用がなされていることは問題が大きい

と言わざるを得ない。 

このように、昇格及び降格等規程を逸脱した運用となっている理由は、放漫な組織文

化、法令や規程等に基づき業務を行わなければならないという認識が低いこと、規程等

に対する職員の認識不足等に起因すると考えられる。 
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以上から、昇格及び降格等規程を逸脱した運用として、不祥事対応サイクルにおける

「予防」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」及び「統制活動」

に問題があることを指摘する。 

 

③ 事実調査の欠如、不十分な原因究明 

不祥事対応サイクル 事実調査及び原因究明 

内部統制の基本的要素 統制環境、リスクの評価と対応 

 

資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、本案件発覚後に、なぜ昇格対象者

としたのか、昇格対象とすることに問題はなかったのか、内部で昇格に対する疑義等は

なかったのか等の事実調査や原因究明については特段実施されていない。 

本来、病院として昇格対象とすることに特段問題がないのであれば、昇格を取り消す

必要もないはずであるが、本案件では取消していることからくまもと県北病院自身が、

問題があったと認めていることに他ならない。 

そうであれば、本案件の問題について、事実調査や原因の究明を行う必要があると考

えられるが、具体的な実施はされていない。 

結果として、事実調査が欠如しており、原因の究明が不十分となっていることは、問

題があると言わざるを得ない。 

このように、事実調査の欠如及び原因究明が不十分となっている理由は、第三者的な

視点や利用者の視点が欠如しているという組織文化、処方箋偽造疑い医師の昇格に係る

リスクを適切に把握できていなかったこと等に起因すると考えられる。 

以上から、事実調査の欠如及び原因究明が不十分として、不祥事対応サイクルにおけ

る「事実調査及び原因究明」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環

境」及び「リスクの評価と対応」に問題があることを指摘する。 

 

④ 再発防止の未検討 

不祥事対応サイクル 再発防止 

内部統制の基本的要素 統制環境、統制活動 

 

本案件は、2021 年 4月 1日に昇格人事を行ったものの、2021 年 5月 27日付で昇格人

事を取り消す旨の決定がなされている。 

これは、2021 年 4 月に当該医師昇格に関するマスコミ報道がなされ、また、2021 年

3 月 25 日の病院議会全員協議会で医師昇格に関する批判的な意見が出されたことを受

けて意思決定したものであり、くまもと県北病院が自ら事実調査及び原因究明を行って

昇格人事の取消しを行ったものではない。 

また、昇格人事の取消しについて、資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、

院内で再発防止策の検討は特段行われていない。 

結果として、再発防止の検討が特段行われておらず、事後対応が欠如していると言わ
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ざるを得ない。 

このように、再発防止が未検討である理由は、不祥事の発生に関する意識の欠如、地

域住民や利用者からの視点を意識しない組織文化、不祥事に係る事後対応を適切に実施

すべきことに関する職員の認識不足等に起因すると考えられる。 

以上から、再発防止の未検討として、不祥事対応サイクルにおける「再発防止」に問

題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」及び「統制活動」に問題があ

ることを指摘する。 

 

(ウ) 当委員会が提示する再発防止策 

本案件について、「(イ)本案件に係る問題点」を踏まえた上で改めて再発防止策を検

討した結果、次のような内容が考えられる。 

⚫ 組織文化、組織風土に問題があることから、経営者層や管理職層を含め、組織全体

で意識改革、組織文化の変革が必要である。不祥事に係る重要性の認識が欠如して

いることから、経営者層及び管理職層の誠実性や倫理観から変革が必要である。 

⚫ 職員の昇格及び降格等に当たっては、昇給及び降格等規程等の法人規程等を理解

し、当該規程に基づく昇格、降格、議事録の保存等、適切な法人運営を行うべきで

ある。 

⚫ 不祥事が発生した際は、効果的な再発防止策を検討するため、徹底した事実調査及

び原因究明を行うべきである。本案件については、昇格対象者としたことの問題点

等について事実調査及び原因究明を行うべきであった。 

⚫ 事実調査及び原因究明の後、適切に再発防止の検討及び実施を行うべきである。 
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7. 案件 7 敷地内喫煙 

(ア) 不祥事の概要 

【経緯】 

くまもと県北病院の 50歳代医師と 40歳代医師が、病院敷地内でたびたび喫煙してい

たことが明らかになった。病院は 2021 年 6月 28日付で 50歳代医師を戒告処分、40歳

代医師を厳重注意処分にし、報道発表した。 

 

【発見の経緯】 

2021年5月25日ごろ、新聞記者から病院理事長に敷地内喫煙に関する取材があった。

病院は同年 5 月 27 日、将来の記事化を想定し「敷地内喫煙を受けて禁煙外来の開設を

延期する」と報道発表した。処方箋偽造疑い（案件 5）の懲戒処分も同時に発表した。 

本案件敷地内喫煙の報道では、病院の医師や職員が病院敷地内や周囲で喫煙している

との住民の苦情が紹介された。新病院の移転・開院に地元の注目が集まる時期に喫煙が

相次いだことが、報道機関への取材に繋がった可能性も推測される。 

 

【病院が行った再発防止策】 

院内の危機管理委員会が 2021 年 6 月 1 日に 50 歳代の医師から、同年 6 月 4 日に 40

歳代の医師から事情を聞き取り、報告書をまとめた。病院の職員懲戒規程を改正して「敷

地内喫煙を減給または戒告」「敷地内喫煙を繰り返すことを停職または減給」にすると

の項目を同年 6月 28日付で追加した。院内喫煙対策委員会が職員アンケートを行った。

敷地内 11ヵ所に敷地内が全面禁煙と知らせる看板を立てた。 

 

(イ) 本案件に係る問題点 

① 内部通報制度等による情報収集の脆弱性 

不祥事対応サイクル 発見 

内部統制の基本的要素 情報と伝達 

 

本案件の発覚及び公表については、禁煙外来の開設を準備しているさなか、外部の新

聞記者により、敷地内で喫煙する職員の写真を持っている旨を告げられたことに端を発

している。 

結果として、外部の新聞記者からの通報であり、内部からの通報ではない点に鑑みる

と、内部の情報把握の仕組みに問題があると言わざるを得ない。 

このように内部からの情報把握ができなかった理由は、資料の閲覧及び病院職員への

ヒアリングによれば、内部の情報把握の仕組み、特に内部通報制度が脆弱であり、事実

上機能していないためと考えられる。 

以上から、内部通報制度等による情報収集の脆弱性として、不祥事対応サイクルにお

ける「発見」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「情報と伝達」に問題が

あることを指摘する。 
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② 職員の喫煙に対する認識不足 

不祥事対応サイクル 予防 

内部統制の基本的要素 統制環境 

 

本案件が発覚し、事実を公表した時、病院では禁煙外来の開設に向けて取り組んでい

るさなかであった。にもかかわらず、敷地内での職員による喫煙という事案が発生した。 

結果として、職員における喫煙に対する認識が不足しており、問題があると言わざる

を得ない。 

このように再び喫煙に関する不祥事案が発生した理由は、過去の喫煙に関する不祥事

や、病院としての禁煙に関する取り組みについて、職員が「自分の問題」として認識し

ていない等、職員におけるコンプライアンス意識が希薄であるためと考えられる。 

以上から、職員の喫煙に対する認識不足として、不祥事対応サイクルにおける「予防」

に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」に問題があることを指摘

する。 

 

③ 喫煙対策委員会による不十分な統制活動 

不祥事対応サイクル 再発防止 

内部統制の基本的要素 統制環境、統制活動 

 

本案件が発覚し、事実を公表した時、「案件 4 屋内喫煙の常態化」の発覚を受けて、

「敷地内禁煙のルール徹底」を目的とした喫煙対策委員会を設置し、敷地内禁煙の徹底

に向けた取り組みを実施しているところであった。 

にもかかわらず、そのようなさなかに敷地内での職員による喫煙という事案が発生し

たことに鑑みれば、結果として喫煙対策委員会が有効に機能しておらず、統制活動が不

十分であった点で問題があると言わざるを得ない。 

本案件に関して、喫煙対策委員会に期待される機能としては、例えば次のようなこと

が考えられる。 

・敷地内での職員による喫煙の状況に関する情報収集の徹底 

・敷地内喫煙に関する職員への啓発活動 

喫煙対策委員会に期待されるこれらの機能が十分に発揮されず、統制活動が不十分と

なった理由は、喫煙対策委員会が内部の組織であり、毅然とした対応ができず、いわば

「緊張感がない」「馴れ合い」の状況になっていること、また、その状況を許容してし

まう組織風土が存在するためと考えられる。 

以上から、喫煙対策委員会による不十分な統制活動として、不祥事対応サイクルにお

ける「再発防止」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」「統制

活動」に問題があることを指摘する。 

なお、病院は、（ア）不祥事の概要に記載のとおり、病院の職員懲戒規程を改正して
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「敷地内喫煙を減給または戒告」「敷地内喫煙を繰り返すことを停職または減給」にす

るとの項目の追加、院内喫煙対策委員会による職員アンケートの実施、敷地内 11 ヵ所

に敷地内全面禁煙の看板設置を行っている。 

 

(ウ) 当委員会が提示する再発防止策 

「(イ)本案件に係る問題点」に記載のとおり、本案件については職員懲戒規程の改正

等の再発防止の取り組みを行っている。しかし、調査の結果、現在においても問題点が

解消しておらず再発防止の取り組みが必要と考えられる事項について、次のとおり記載

する。 

⚫ 不祥事が発生した際に適時適切に発見できる取り組みを強化すべきである。本案件

については、重要事項については現場レベルから管理職層や経営者層へ適切に報告

される仕組みを、職員研修等を通じて構築する他、内部通報制度を実質的に運用す

べきである。 

⚫ 組織文化、組織風土に問題があることから、経営者層や管理職層を含め、組織全体

で意識改革、組織文化の変革が必要である。不祥事を抑止する組織風土、経営者の

態度、経営者から職員へ強いメッセージ等が必要である。 
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8. 案件 8 前理事長による私的流用疑い 

(ア) 不祥事の概要 

【経緯】 

旧公立玉名中央病院の前理事長が、自身が管理していた整形外科のグループ費から約

710 万円を支出し乗用車の支払いに充てたとして、病院が 2019 年 8 月 9 日、前理事長

を懲戒解雇し記者会見で発表した。グループ費は、製薬会社の研究に協力した謝礼とし

て病院が受け取り、研究を担当した整形外科に配分したものである。 

病院は 2020 年 11 月 10 日に前理事長を熊本県警に刑事告訴し、報道発表した。熊本

県警は 2021 年 1月 21日に業務上横領の疑いで前理事長を逮捕した。熊本地方検察庁は

2021 年 10 月 29 日、前理事長を不起訴処分にした。病院は 2022 年 2 月 22 日、起訴を

求めて熊本検察審査会に申し立てた。検察審査会は 2022 年 7 月 15 日、「更に捜査及び

検討を行う余地がある」として「不起訴処分は不当」とする議決を病院に通知した。 

前理事長は 2019年 11月 1日付で、懲戒解雇等の無効と地位確認を求める訴訟を熊本

地方裁判所に起こした。病院は 2020 年 8月 20日、前理事長にグループ費の返還を求め

反訴した。前理事長は 2021 年 1月 12日に病院に対する損害賠償請求訴訟を、2021 年 3

月 10 日に債務不存在確認請求訴訟を、それぞれ提起した。本調査時点では熊本地裁で

各訴訟の審理が続いている。 

 

【発見の経緯】 

2018 年 5 月ごろ、旧公立玉名中央病院の会計業務を助言する公認会計士が「グルー

プ費の出納については領収書を元に管理・監査し、残高を財務諸表に計上しなければな

らない」と病院に指摘した。同病院整形外科の医師が銀行に取引履歴の開示を請求した

結果、グループ費から自動車販売会社へ約 710 万円が 2016 年に支出されていたことを

把握した。 

 

【病院が行った再発防止策】 

2020 年 6 月 1 日に、治験収入還元金及び実習謝礼還元金等取扱要綱を定め、当該要

綱に基づきグループ費の管理について運用を開始した。 

具体的な運用内容は、製薬会社等が病院に払った謝礼の 4割を調査に協力した診療科

への還元金とする／還元金を使用する場合は各診療科が病院会計課に文書で申請する

／使途は研修会参加費や講師謝礼、図書費等の治験収入還元金及び実習謝礼還元金等取

扱要綱で定めたものに限る／還元金の出納や収支の管理は会計課が行う－等となって

いる。 
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(イ) 本案件に係る問題点 

① グループ費に関するルールの不存在 

不祥事対応サイクル 予防 

内部統制の基本的要素 統制環境、統制活動 

 

本案件に関する基本的な問題点は、グループ費の管理に関するルールがなかったこと

に起因している。すなわち、くまもと県北病院（旧公立玉名中央病院）では、本案件の

発生までグループ費の管理に関するルールがなく、また、グループ費の預金通帳の管理

を各診療科に任せていた。 

製薬会社からの治験等に係り病院が受領する報酬は、原則として病院の管理下に置か

れるべきものであり、その取り扱いや用途等については病院として、明確に規程等のル

ールを設け、このルールに従い支出を行うとともに、預金通帳の管理は会計部門が厳正

に行う必要があると考えられる。 

結果として、くまもと県北病院ではグループ費に係るルールが不存在であったことか

ら、本案件のような不祥事が発生したと考えられる。 

このように、グループ費に係るルールが不存在であった理由は、現金預金に関する管

理が甘いという組織文化、グループ費管理の必要性に関する職員の認識不足等に起因す

ると考えられる。 

以上から、グループ費に係るルールの不存在として、不祥事対応サイクルにおける「予

防」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」及び「統制活動」に

問題があることを指摘する。 

なお、病院は、（ア）不祥事の概要に記載のとおり、2020年 6月 1日にグループ費に

係るルールとして「治験収入還元金及び実習謝礼還元金等取扱要綱」を定めている。 

 

② 権限の集中によるモラルの欠如 

不祥事対応サイクル 予防 

内部統制の基本的要素 統制環境、統制活動 

 

前項のとおり、本案件の基本的な問題点は、グループ費の管理に関するルールがなか

ったことに起因している。 

資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングによれば、グループ費の管理に関するルール

がなかったことについて、人事や予算等病院運営全般に関する権限が経営者である前理

事長に集中しており、病院職員から前理事長へグループ費の管理に係る改善等を進言し

づらかったとも考えられる。 

経営者に権限が集中する場合、下位の職員からの進言等が通りづらいだけでなく、経

営者は自身が不利になるようなルールは設けたがらない可能性があること、すなわちモ

ラルの欠如を招く可能性は否定できない。 

結果として、権限が経営者に集中していたことによるモラルの欠如があったことから、
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本案件のような不祥事が発生したと考えられる。 

このように、権限の集中によるモラルの欠如を招いた理由は、経営者に権限が集中し

ていたこと、経営者への権限集中が放置されてきた組織文化等に起因すると考えられる。 

以上から、権限の集中によるモラルの欠如として、不祥事対応サイクルにおける「予

防」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」「統制活動」に問題

があることを指摘する。 

 

③ モニタリングの不十分性 

不祥事対応サイクル 発見 

内部統制の基本的要素 統制環境、モニタリング 

 

本案件に係るグループ費の預金管理は、2009 年度から発生していると考えられる。こ

のように、本案件が長期にわたり発覚されなかった要因の一つにモニタリングの欠如が

挙げられる。 

すなわち、仮にグループ費の管理に関するルールがない、又は、経営者にモラルが欠

如している場合であっても、内部及び外部からのモニタリングが十分に発揮されていれ

ば、適時に問題が発見されていた可能性は高いと考えられる。 

くまもと県北病院には「地方独立行政法人くまもと県北病院内部監査規程」が 2019

年 6 月に設置されているが、現在においても内部監査という体制は構築されていない。

このため、内部からのモニタリングは事実上なかったと考えられる。 

また、外部からのモニタリングとしては地方独立行政法人における監事 2名が存在す

る。しかし、監事は四半期ごとに 2日程度の監査を行うのみであり、外部の視点から詳

細かつ具体的に監査を実施するという、強力なモニタリングの発揮には至っていなかっ

たと考えられる。 

結果として、モニタリングに不十分性があったことから、本案件のような不祥事が発

生したと考えられる。 

このように、モニタリングの不十分性を招いた理由は、内部監査の必要性及び監事監

査の強化に対する認識不足、事務職員の人材育成を怠ってきたこと、放漫な組織文化等

に起因すると考えられる。 

以上から、モニタリングの不十分性として、不祥事対応サイクルにおける「発見」に

問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」「モニタリング」に問題が

あることを指摘する。 
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(ウ) 当委員会が提示する再発防止策 

「(イ)本案件に係る問題点」に記載のとおり、本案件についてはグループ費に係るル

ールを定めており再発防止の取り組みを行っている。しかし、調査の結果、現在におい

ても問題点が解消しておらず再発防止の取り組みが必要と考えられる事項について、次

のとおり記載する。 

⚫ 組織文化、組織風土に問題があることから、経営者層や管理職層を含め、組織全体

で意識改革、組織文化の変革が必要である。 

⚫ 不祥事の発生を予防するとともに、不祥事が発生した際に適時適切に発見できる取

り組みを強化すべきである。本案件については、組織体制を強化すること、すなわ

ち、内部監査室を設置し定期的に内部監査を実施すること、監事の監査日数を増加

させる等、より効果的な監査を行うこと、組織体制の強化について職員の人材育成

を行うこと等をすべきである。 
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9. 案件 9 過大な超過勤務 

(ア) 不祥事の概要 

【経緯】 

旧公立玉名中央病院の事務職員の時間外労働時間が、2016 年度と 2017 年度に労働基

準法上の三六協定で可能な年間 360時間を大幅に上回っていたことが分かった。 

病院は 2018 年 5 月 2 日に記者会見し人材不足のため違法な長時間労働を容認してい

たことを明らかにした。病院が 2018 年 4 月に依頼した弁護士と公認会計士と社会保険

労務士による第三者委員会は、同年 6 月 29 日に長時間労働に関する調査報告書（以下

「調査報告書」という。）をまとめ、「病院側（当時は企業団）が事務職員に時間外労働

をさせたことは違法」「企業団等の法令遵守意識の欠如がうかがわれる」等と指摘した。

病院は同年 8 月 20 日付で、事務部長らと、時間外労働をした事務職員の計 4 人を減給

処分とした。事務職員は、同年 11 月 1 日に病院を相手取り熊本地方裁判所に労働審判

を起こした。2019年 1月 18日、減給を無効とし戒告とする調停が成立した。病院は同

年 1月 31日に事務職員を改めて戒告処分とし、事務職員は退職した。 

 

【発見の経緯】 

熊本県内の月刊紙が 2018 年 5 月 1 日、事務職員の長時間労働と残業代に関する記事

を掲載した。翌 5月 2日の病院の記者会見を受け、複数の新聞が報道した。 

 

【再発防止策】 

時間外労働が必要な場合は、勤怠管理システムで事前申請するよう職員に周知した。

2022 年 4 月から申請の承認者を課長だけでなく次長や部長も加えるダブルチェック体

制とした。 

 

(イ) 本案件に係る問題点 

① 調査報告書における指摘事項に対する不十分な対応 

不祥事対応サイクル 予防 

内部統制の基本的要素 統制環境、統制活動 

 

2018 年 6 月に第三者委員会から調査報告書が提出されており、当該調査報告書によ

ればくまもと県北病院で取り組むべき改善策として、次のような事項が指摘されている。 

【システム構築における内部統制の不在】 

 システムを構築する際に特定の事務職員が一手に担っており、システム構築に

係る内部統制が欠如していたと推察される。 

 情報システムが抱える基本的なリスクについては、システム利用部署から独立

した立場で、組織的に検討できる体制の整備が必要である。 
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【時間外労働等の申請・承認プロセス】 

 実績が所定の労働時間に達するとシステムアラートが発せられ時間外労働等の

事前登録ができない（もしくは上席者へ報告される）といったシステム統制を加

え、実際に運用していくことを検討すべきである。 

 加えて、一定の労働時間に達した職員については、上席者による面談を義務付け

る等して、組織全体として長時間労働を抑制するための仕組み作りが必要である。 

 

【内部監査の充実・強化】 

 内部監査の規定が一応設けられている。 

 法人内に内部監査部門を常置して、内部監査マニュアルの整備や監査範囲の拡

大（会計だけでなく業務面も含めて）により、その実効性を向上させることも検討

の価値がある。 

 

【予算作成プロセスの活用】 

 予算作成において、①勤務実態の正確な把握→②あるべき時間外労働等の確認

→③真正な人件費予算の策定→④執行状況のモニタリング→①・・・、といった具

合に、予算作成プロセスを通じて勤務形態等の在り方を継続的に見直していくこ

とは、長時間労働の抑制だけでなく今後の経営全般に資するものである。 

 

資料の閲覧及び病院職員へのヒアリングの結果、【予算作成プロセスの活用】につい

ては、予算作成プロセスにおいて時間外労働の実績等を踏まえた予算編成が行われてい

ると考えられる。 

しかし、【時間外労働等の申請・承認プロセス】については、勤怠管理システムにお

いて所定の時間外労働時間を超えた職員が把握されているが、あくまで事後把握となっ

ており、事前に所定労働時間を超えないような予防を備えた運用にはなっていない。 

また、【システム構築における内部統制の不在】については、システム構築について

組織的に検討できる体制が整備されていることは確認できず、さらに、【内部監査の充

実・強化】については、内部監査は未実施である。 

よって、調査報告書における指摘事項について、十分な対応がなされているとは言い

難い。 

結果として、本案件に係る対応策が不十分である以上、同様の不祥事の発生を十分に

予防しているとは言い難く、同様の不祥事の発生が懸念される。 

このように、調査報告書における指摘事項について、対応策が不十分である理由につ

いて病院職員へヒアリングを行ったところ、明確に対策を検討する部署等が不明瞭であ

り、具体的な対応策の検討は特段練られていなかったとのことである。また、対応策に

ついて、進捗状況を確かめる統制が不存在である。 

さらに、これらの根底には、不祥事の再発防止に真摯に取り組む姿勢の欠如があると

言わざるを得ない。これは、病院の経営者層に取り組む意識が欠如していることや統制
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環境にも問題があることを指摘せざるを得ない。 

以上から、調査報告書における指摘事項に対する不十分な対応として、不祥事対応サ

イクルにおける「予防」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」

「統制活動」に問題があることを指摘する。 

 

② 勤怠管理システムの不適切な運用 

不祥事対応サイクル 再発防止 

内部統制の基本的要素 統制環境、統制活動、モニタリング 

 

勤怠管理システムの現在の運用状況についてヒアリングを実施したところ、時間外勤

務時間の承認については必ず上席者が確認する運用となっており、一定の統制は強化さ

れていると考えられる。しかし、時間外勤務の申請は、原則として業務実施前に勤怠管

理システムで申請することとされているが、実際には事後申請が散見され、事前の申請

が徹底されていない。 

時間外勤務の申請が事後申請である限り、職員の過度な長時間労働の発生を事前に防

止することができず、結果として、勤怠管理システムについて適切な運用がされている

とは言い難い。 

このように、勤怠管理システムについて適切な運用がされていない理由は、組織全体

として勤怠管理の重要性が共有されていないこと、管理職等に対して勤怠管理に関する

研修等が実施されていないこと、勤怠管理システムが適切に運用されているか確認する

統制が存在しないこと等に起因すると考えられる。 

以上から、勤怠管理システムの不適切な運用として、不祥事対応サイクルにおける「再

発防止」に問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」「統制活動」及

び「モニタリング」に問題があることを指摘する。 

 

③ 長時間勤務の発生 

不祥事対応サイクル 再発防止 

内部統制の基本的要素 統制環境、統制活動 

 

2021 年 3 月の勤務状況を把握したところ、108 時間 1 名、90 時間 2 名、80 時間超 2

名等が発生しており、長時間勤務が生じている。 

新病院の開院準備のため、長時間勤務が発生していることは一定程度理解できる。し

かし、80 時間超の長時間勤務は労働基準法上問題が生じかねないことは指摘せざるを

得ない。 

そもそも新病院の開院準備のために、相当時間の時間外勤務が発生することは想定で

きたはずである。このため、事前に業務分担の見直しや特定の職員に時間外勤務が偏ら

ないような準備はできたと考えられる。この点、病院職員へヒアリングを行ったところ、

具体的な業務分担の見直し等は行っていなかったとのことである。 
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また、前項のとおり、時間外勤務の事前申請が徹底されていないことも長時間勤務が

生じた要因と考えられる。 

本案件の内容は、時間外勤務の実施に際して勤怠管理システムが不適切に運用されて

いたという事例であり、必要な業務に相当する時間外勤務を職員に命じること自体に問

題があるわけではない。しかし、本案件の発生に係る原因は、上席者による業務内容の

理解不足や管理不足にあることは調査報告書に指摘されているとおりである。 

結果として、2021 年 3 月に生じた長時間勤務について、職員に対する業務管理や勤

怠管理システムの運用に問題があったことは、本案件の根底的な原因と通じるものがあ

り、くまもと県北病院の組織的な体質は何ら変わっていない、と考えざるを得ない。 

このように、職員に対する業務管理や勤怠管理システムの運用に問題がある理由は、

管理職の知識不足や経験不足、長時間勤務防止に係る組織としての意識の低さ等に起因

すると考えられる。 

以上から、長時間勤務の発生として、不祥事対応サイクルにおける「再発防止」に問

題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」及び「統制活動」に問題があ

ることを指摘する。 

 

④ 内部監査機能の欠如 

不祥事対応サイクル 再発防止 

内部統制の基本的要素 統制環境、モニタリング 

 

本案件については、過去の第三者委員会の調査報告書で指摘された事項について十分

な対応がされておらず、また、現在の勤怠管理システムの運用上にも問題が生じており、

かつ、実際に長時間勤務が生じている。 

これらのことを鑑みると、法人内部において自らの運用状況について監視を行うとい

う監視機能が不存在であることを指摘せざるを得ない。監視機能は内部統制における重

要な機能である。この監視機能が有効に機能していない場合、組織内のあらゆる不祥事

が看過される可能性がある。 

このように、くまもと県北病院において監視機能、すなわち、例えば内部監査室の設

置等がされてこなかった理由は、不祥事の再発防止に関する組織としての意識の低さ、

放漫な組織文化、内部監査等監視機能に係る知識不足等に起因すると考えらえる。 

以上から、内部監査機能の欠如として、不祥事対応サイクルにおける「再発防止」に

問題があること、内部統制の基本的要素のうち「統制環境」及び「モニタリング」に問

題があることを指摘する。 

 



51 

 

(ウ) 当委員会が提示する再発防止策 

本案件について、「(イ)本案件に係る問題点」を踏まえた上で改めて再発防止策を検

討した結果、次のような内容が考えられる。 

⚫ 組織文化、組織風土に問題があることから、経営者層や管理職層を含め、組織全体

で意識改革、組織文化の変革が必要である。不祥事の再発防止に真摯に取り組むと

いう姿勢の欠如、勤怠管理の重要性が共有されていないこと等から、経営者層及び

管理職層の誠実性や倫理観から変革が必要である。 

⚫ 不祥事発生を予防する取り組みを強化すべきである。本案件については、不祥事に

対応する担当部署等を明確化した上で不祥事対応を実施すべきであるとともに、不

祥事対応について進捗管理する統制を構築すべきである。 

⚫ 勤怠管理システムの運用に当たっては、職員向けに勤怠管理に関する研修等を実施

するとともに、内部監査等で勤怠管理システムの運用状況を確認すべきである。 

⚫ 長時間勤務の防止に取り組むため、管理職層向けに業務管理及び勤怠管理に関する

研修等を実施するとともに、業務効率化の検討、職員間の業務分担の見直し、管理

職層による管理監督機能の強化等に取り組むべきである。また、これらの実行可能

性を高めるため、人材育成が急務である。 

⚫ 不祥事の再発防止に向けて組織体制を強化すること、すなわち、内部監査室を設置

し定期的に内部監査を実施すること、監事の監査日数を増加させる等、より効果的

な監査を行うこと等をすべきである。 

 

 

 



52 

 

第5章 不祥事発生に係る再発防止策の提言 

1. 当委員会が考える不祥事が連続して発生する原因 

(ア) 各案件に係る分析結果 

「第４章 個別案件に係る不祥事の概要と問題点」で調査した結果を踏まえ、各案件

の問題点について、不祥事対応サイクルの段階、及び内部統制の基本的要素の観点から

下表のとおり整理を行い、分析を行った。 

【各案件における問題点、不祥事対応サイクルの段階、及び内部統制の基本的要素】 

案件 No 問題点 不祥事対応サイクル

の段階 

内部統制の 

基本的要素 

案件 1 

看護師による医薬

品の窃盗 

①過去の懲戒事案に

係る不適切な処分 

予防 

 

統制環境 

 

②不十分な事実把握

及び原因究明 

事実調査及び原因究

明 

リスクの評価と対応 

③入室に係る電子的

記録（ログ）の定期的

な検証の未実施 

再発防止 モニタリング、IT へ

の対応 

④当該看護師に対す

る規程から逸脱した

処分 

再発防止 統制環境 

案件 2 

検体検査管理加算

Ⅳの診療報酬過大

受給 

①施設基準の運用に

関する脆弱性 

予防 統制環境、統制活動 

②代理打刻に係る重

要性認識の欠如 

発見 統制環境、モニタリ

ング 

③事実調査及び原因

究明に係る杜撰な文

書管理 

事実調査及び原因究

明 

統制環境、情報と伝

達 

④再発防止策の不徹

底 

再発防止 統制環境、リスクの

評価と対応 

案件 3 

病棟における麻薬

テープの紛失 

なし － － 

案件 4 

屋内喫煙の常態化 

①不十分な事実調査

と不祥事としてのリ

スク認識の欠如 

事実調査及び原因究

明 

リスクの評価と対応 

②処分に関する不十

分な議論及び記録の

不存在 

再発防止 統制環境、情報と伝

達 
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案件 No 問題点 不祥事対応サイクル

の段階 

内部統制の 

基本的要素 

③喫煙対策委員会立

ち上げ当時の議事録

の不存在 

再発防止 情報と伝達 

④不祥事案件の外部

公表検討の不徹底 

再発防止 統制環境、情報と伝

達 

案件 5 

処方箋偽造疑い 

①処方箋偽造に係る

予防の欠如 

予防 統制環境 

②処方箋偽造発見時

における重要性認識

の欠如 

発見 統制環境、リスクの

評価と対応 

③内部通報制度の形

骸化 

発見 統制環境、情報と伝

達 

④不祥事発見時の対

応マニュアル等の不

存在 

事実調査及び原因究

明 

統制環境、リスクの

評価と対応 

⑤懲戒規程に基づく

処分に係る不十分な

協議 

再発防止 統制環境、統制活動 

⑥不祥事案件の外部

公表検討の不徹底 

再発防止 統制環境、情報と伝

達 

案件 6 

処方箋偽造疑い医

師の昇格 

①対外的な説明と昇

格人事との齟齬 

予防 統制環境 

②昇格及び降格等規

程を逸脱した運用 

予防 統制環境、統制活動 

③事実調査の欠如、

不十分な原因究明 

事実調査及び原因究

明 

統制環境、リスクの

評価と対応 

④再発防止の未検討 再発防止 統制環境、統制活動 

案件 7 

敷地内喫煙 

①内部通報制度等に

よる情報収集の脆弱

性 

発見 情報と伝達 

②職員の喫煙に対す

る認識不足 

予防 統制環境 

③喫煙対策委員会に

よる不十分な統制活

動 

再発防止 統制環境、統制活動 



54 

 

案件 No 問題点 不祥事対応サイクル

の段階 

内部統制の 

基本的要素 

案件 8 

前理事長による私

的流用疑い 

①グループ費に関す

るルールの不存在 

予防 統制環境、統制活動 

②権限の集中による

モラルの欠如 

予防 統制環境、統制活動 

③モニタリングの不

十分性 

発見 統制環境、モニタリ

ング 

案件 9 

過大な超過勤務 

①調査報告書におけ

る指摘事項に対する

不十分な対応 

予防 統制環境、統制活動 

②勤怠管理システム

の不適切な運用 

再発防止 統制環境、統制活動、

モニタリング 

③長時間勤務の発生 再発防止 統制環境、統制活動 

④内部監査機能の欠

如 

再発防止 統制環境、モニタリ

ング 

 

⚫ 不祥事対応サイクルからの分析 

不祥事対応サイクルの観点から考えると、案件３を除いて、概ねどの案件でも「予防」

「発見」「事実調査及び原因究明」及び「再発防止」の各段階において病院が行った対

応が不十分であることが分かる。 

特に、不祥事が発生した後、同様の不祥事の発生は繰り返さないことが重要である。

そのためには適切な「事実調査及び原因究明」を行い、その結果を踏まえて「再発防止」

を実施することが不可欠である。 

しかし、上表のとおり、多くの案件で、「事実調査及び原因究明」及び「再発防止」の

段階における対応が不十分として検出された。これは多くの案件で「事実調査及び原因

究明が不十分」「再発防止策の実施が不徹底」「外部公表の検討が不十分」等であること

を意味している。 

また、「予防」及び「発見」の段階における対応についても、複数の案件で不十分と

して検出された。これは、「経常的に不祥事の発生を予防する対策が不十分」であると

ともに、「不祥事が発生した際に適時に発見されない」ことを意味している。 

これらを踏まえると、不祥事対応サイクルの全ての段階に大きな問題があり、不祥事

が連続して発生したことに繋がったと考えられる。 

 

⚫ 内部統制の基本的要素からの分析 

内部統制の基本的要素の観点から全ての案件を通して考えると、案件３を除いて、「統

制環境」「リスクの評価と対応」「統制活動」「情報と伝達」「モニタリング（監視活動）」
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及び「ＩＴ（情報技術）への対応」の 6 つの基本的要素の全てに不備があることが分か

る。 

特に、案件 3 を除く全ての案件で「統制環境」に不備があることが検出された。「統

制環境」は他の基本的要素の基礎をなし、「リスクの評価と対応」「統制活動」「情報と

伝達」「モニタリング」及び「ＩＴへの対応」に影響を及ぼす基盤である。すなわち、案

件３を除く全ての案件で、「統制環境」の問題として、「経営意識の低さ」「放漫な組織

文化」「コンプライアンス意識の低さ」等が検出され、結果として、法人としての内部

統制は基盤の部分から大きな問題を抱えていることを意味している。 

また、「リスクの評価と対応」「統制活動」「情報と伝達」及び「モニタリング」につい

ても、複数の案件で不備が検出された。各種規程等のルールや上席者の指示により適切

に業務を行うことを担保する「統制活動」、組織の内外に必要な情報を適時かつ適切に

伝達することを担保する「情報と伝達」は、いずれも経常的な組織運営において必要不

可欠であるが、このような基本的要素についても問題が検出されている。 

これらを踏まえると、「統制環境」を始めとする内部統制の全ての基本的要素に大き

な問題があり、前述の「不祥事対応サイクルからの分析」と同様に、不祥事が連続して

発生したことに繋がったと考えられる。 

 

(イ) 不祥事が連続して発生する原因 

「第 4 章 個別案件に係る不祥事の概要と問題点」及び「（ア）各案件に係る分析結

果」を踏まえ、不祥事が連続して発生する原因を内部統制の基本的要素の観点から考察

する。 

① 統制環境の脆弱性 

案件 3を除くすべての案件で「統制環境」に不備があることが検出された。すなわち、

放漫な組織文化、コンプライアンス意識の希薄さ、不祥事等を許してしまう土壌、不祥

事に係る重要性認識の欠如、組織としての誠実性や倫理観の欠如等が顕在化しており、

内部統制上最も重要な基本的要素である統制環境が極めて脆弱である。 

統制環境が脆弱であれば、すなわち、放漫な組織文化、コンプライアンス意識の希薄

さ等があると、不祥事が多数発生してしまうことは容易に想定できる。 

本来、不祥事が発生した際には、不祥事対応サイクルに沿って適切な対応を行うこと

で、同様の不祥事発生を抑える必要がある。しかし、統制環境が脆弱であるがゆえに、

不祥事の発生後に適切な対応ができない。 

例えば、統制環境が脆弱であれば、「事実調査及び原因究明」が適切に実施されず適

切な再発防止策の検討及び実行に繋がらず、あるいは、「再発防止」の取り組みが不十

分になり、同様の不祥事発生を予防できない。その結果、連続して不祥事が発生してし

まうこととなる。 

統制環境の脆弱性は、不祥事対応サイクルの「予防」「発見」「事実調査及び原因究明」

及び「再発防止」の全ての段階における対応に影響を及ぼし、各段階における問題を誘

発すると考えられ、不祥事が連続して発生する極めて本質的な原因となる。 
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② リスクの評価と対応の脆弱性 

案件 1、2、4、5 及び 6において、「リスクの評価と対応」に不備があることが検出さ

れた。すなわち、病院内において不祥事を把握した際に、不祥事が法人の内外にもたら

す影響の大きさ、不祥事に係る重要性等を的確に評価できておらず、リスクの評価と対

応が脆弱である。 

不祥事が発生した場合には、適時適切に不祥事を発見する必要があるとともに、当該

不祥事について徹底した事実調査及び原因の究明が必要である。また、これらの段階を

経て、必要な再発防止策の検討及び実行を行うべきである。これら一連の流れは、発生

した不祥事が法人の内外にもたらす影響や重要性を評価できることが前提である。 

例えば、不祥事の発生を把握したとしても、当該不祥事の重要性の判断を誤り、「大

した事ではない」と考えてしまうと、その後に行うべき事実調査及び原因究明が不十分

となってしまう。その結果、必要な再発防止策の検討及び実行は行われないこととなり、

同様の不祥事発生を抑止することに繋がらず、不祥事が連続して発生してしまう原因に

なると考えられる。 

リスクの評価と対応の脆弱性は、不祥事対応サイクルの「発見」「事実調査及び原因

究明」及び「再発防止」の段階における対応に影響を及ぼし、当該段階における問題を

誘発すると考えられ、不祥事が連続して発生する原因となる。 

 

③ 統制活動の脆弱性 

案件 2、5、6、7、8 及び 9 において、「統制活動」に不備があることが検出された。

すなわち、職員の各種業務運営や規程等に関する知識不足や経験不足、人材育成が適切

に行われていない、不祥事対応の担当部署が不明瞭、システム運用が不適切等となって

おり、統制活動が脆弱である。 

不祥事の発生を予防する、又は、不祥事に係る再発防止策を実行する際は、各部署の

業務分担が明確であり、規程等のルールに基づき業務が行われるとともに、上席者が各

スタッフの業務実施状況を確認する等の統制活動が適切に実施される必要がある。また、

その前提として、職員の人材育成が行われ、必要な知識や経験が培われる必要があるこ

とは言うまでもない。 

例えば、不祥事に係る再発防止策を実行する際に、職員の人材育成が進んでおらず知

識や経験が不足しており、また、不祥事対応の担当部署が不明瞭である等であれば、適

切に再発防止策が実行される可能性は極めて低い。その結果、必要な再発防止策の実行

は行われないこととなり、同様の不祥事発生を抑止することに繋がらず、不祥事が連続

して発生してしまう原因になると考えられる。 

統制活動の脆弱性は、不祥事対応サイクルの「予防」及び「再発防止」の段階におけ

る対応に影響を及ぼし、当該段階における問題を誘発すると考えられ、不祥事が連続し

て発生する原因となる。 
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④ 情報と伝達の脆弱性 

案件 2、4、5 及び 7 において、「情報と伝達」に不備があることが検出された。すな

わち、病院内において不祥事を把握した際は、事実調査の文書や再発防止策の実施結果

に係る文書が保存されていない、不祥事発見に重要な役割を果たす内部通報制度が形骸

化している、不祥事に係る外部公表の検討が不十分である等、情報と伝達が脆弱である。 

不祥事を発見するためには、発見者から適時適切に管理職層や経営者層へ報告がなさ

れる必要がある他、内部通報制度を通じて通報がなされることが重要である。また、不

祥事に係る事実調査及び原因究明や再発防止を行う際は、調査結果や実施結果に係る文

書を適切に保存すべきである。さらに、再発防止を図る観点で、透明性を確保するため

地域住民を含む利害関係者への外部公表を検討する必要がある。 

例えば、内部通報制度が適切に運用されていない場合、不祥事を発見した者がいたと

しても「内部通報制度を知らない」「内部通報した場合に自分に不利益が及ぶのではな

いかと懸念する」等を理由として適切な通報がなされず、結果として不祥事が発見され

ない、又は、発見が遅れてしまうこととなる。その結果、不祥事に係る事実調査等の対

応が実施されない、又は、対応が遅れてしまい、不祥事発生を抑止することに繋がらず、

不祥事が連続して発生してしまう原因になると考えられる。 

情報と伝達の脆弱性は、不祥事対応サイクルの「発見」「事実調査及び原因究明」及

び「再発防止」の段階における対応に影響を及ぼし、当該段階における問題を誘発する

と考えられ、不祥事が連続して発生する原因となる。 

 

⑤ モニタリングの脆弱性 

案件 1、2、8 及び 9 において、「モニタリング」に不備があることが検出された。す

なわち、法人には内部監査に関する規程は整備されているものの、内部監査部門及び内

部監査担当者は未設置であり内部監査は実施されていない。また、法人の業務運営に対

して監視機能を強化するために監事監査を充実させる等の取り組みも特段実施されて

いない。このため、モニタリングが脆弱である。 

不祥事を発見する際、又は、不祥事に対する再発防止策の実施に当たっては、規程等

を逸脱した業務が実施されていないか、社会的に問題のある事象が発生していないか、

再発防止策は適切に実施されているか等の観点から、業務運営に対する監視機能が有効

に働くことが重要である。 

例えば、内部監査機能がない場合、法人の業務運営に対する監視機能が弱いことから、

不祥事が発見されない、又は、再発防止策の実施が不十分である場合にその事実が発見

されない可能性がある。その結果、不祥事発生を抑止することに繋がらず、不祥事が連

続して発生してしまう原因になると考えられる。 

モニタリングの脆弱性は、不祥事対応サイクルの「発見」及び「再発防止」の段階に

おける対応に影響を及ぼし、当該段階における問題を誘発すると考えられ、不祥事が連

続して発生する原因となる。 
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2. 再発防止策の提言 

不祥事が発生すれば、病院に対するイメージが悪化し、利用者や地域住民から厳しい

目が注がれ、利用者の減少に繋がる恐れがある。利用者が減少すれば、病院の収益も悪

化する。また、病院に対するイメージが悪化すれば、病院で働く職員のモチベーション

も下がり、病院としての生産性にも影響が生じかねない。このように不祥事が発生すれ

ば様々な悪影響がある。 

さらに、不祥事が“連続”して発生すれば、これらの悪影響が多発的に生じ、結果と

して負のスパイラル的に病院に対して甚大な影響が生じかねない。 

連続して発生している不祥事に対する再発防止策を検討する際、この甚大な影響を理

解し、効果的かつ根源的な再発防止策が必要である。 

前項までの内容を踏まえ、連続して発生している不祥事に対して、当委員会では次の

再発防止策を提言する。 

 

(ア) 経営者層の意識改革、組織文化の変容 

多くの不祥事について、内部統制の基本的要素である統制環境に問題があることはす

でに述べたとおりである。すなわち、放漫な組織文化、コンプライアンス意識の希薄さ、

不祥事等を許してしまう土壌、不祥事に係る重要性認識の欠如、組織としての誠実性や

倫理観の欠如等に起因して、不祥事は発生していると言っても過言ではない。 

【提言１】 

経営者層の意識改革が必須である。 

経営者層は、誠実性及び倫理観を前提として、経営者層の意向や態度が組織運営に大

きく影響することを踏まえ、一切の不祥事を根絶するという強い意識と姿勢を保持すべ

きである。 

その上で、経営者層から職員に対して、不祥事の根絶に対する明確なメッセージの発

信を積極的かつ明確に行う必要がある。単にメッセージを伝達するのではなく、経営者

層と職員間の対話を通じ、職員の意見も十分聴き入れた上で、メッセージを発信すべき

である。 

【提言２】 

組織文化の変容が不可欠である。 

組織文化の変容は、一朝一夕に成し得るものではない。しかし、組織文化を変容する

強い覚悟と行動がなければ、組織文化は変わらない。 

まず、どのような組織文化が望ましいのか、経営者層と職員間の対話を通じて、言語

化すべきである。そのためには、現状のくまもと県北病院における組織上の問題点を把

握し、その上で、望ましい組織文化を検討していく必要がある。職員との対話において

は、職域、職位、年齢、性別等の垣根を一切排除した様々な意見を収集すべきである。 

次に、言語化された組織文化を踏まえ、具体的な行動を起こす必要がある。具体的な

行動の例としては、組織内の大胆な人材登用や権限移譲、人事評価制度の見直し、人材

育成体系の明確化と実行等に取り組むことが挙げられる。 
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また、組織文化の変容には、組織運営の根拠・土台となる規程等の整備も欠かせない。

くまもと県北病院は、発足前に地方独立行政法人化や 2病院の統合等、体制の変化が相

次ぎ、規程等もたびたび変更を迫られた。現行の規程等に漏れや不明瞭な点がないか、

改めて確認する必要がある。 

さらに、一連の不祥事では、病院内の各種委員会が不祥事の調査や職員の処分等の重

要な決定に関わった。しかし、各種委員会の位置付けや根拠となる規程等が不明瞭な事

例が散見された。くまもと県北病院には約 50 の委員会等があり、不祥事対応以外の組

織運営の様々な場面でも重要な役割を果たしている。このため、委員会等の設置目的や

権限、開催を決定する基準等を規程等であらかじめ明確に定めておくべきである。 

なお、次項「（イ）人材育成から（カ）不祥事対応マニュアルの整備及び運用」に記載

した各内容も組織文化の変容に有用であると考える。 

 

(イ) 人材育成 

不祥事が連続して発生する原因のうち、法人規程等の理解不足、知識や経験の不足、

不祥事防止に対する理解の弱さ等が挙げられた。 

また、人材育成について、くまもと県北病院では、各部署における人材育成計画や研

修計画が明確に定められていない。 

さらに、過去に事務職員の採用が滞っていた時期があるとのことであり、年齢層に偏

り、特に 40代から 50代の事務職員数が少ない等の不都合も生じている。 

【提言３】 

人材育成が急務である。 

人材育成計画を明確に策定し、実行することが必要である。 

また、効果的な研修を実施する必要がある。研修の内容は、人材育成、不祥事対応、

業務効率化、システム運用等多岐にわたる内容が望ましい。また、研修を実効性あるも

のにするため、研修担当部署の明確化、研修計画の策定及び実施も必要である。 

さらに、くまもと県北病院における不祥事対応を踏まえると、管理職層に対する人材

育成が肝要である。このため、管理職に求められる「あるべき姿」を想定し、経営者層

は管理職層を育成すべきである。なお、管理職層の育成に当たっては、先に述べた「組

織内の大胆な人材登用や権限移譲」により業務経験を蓄積する他、業務内容の知識をよ

り一層深めるため、他病院等との人事交流等の検討も必要である。 

 

(ウ) 不祥事対応検討チームの組成、対策の実施 

本項に記載した各再発防止策については、絵に描いた餅にしてはならない。このため、

不祥事対応のための実効性ある取り組みを早期かつ確実に取り組む必要がある。 

【提言４】 

不祥事対応検討チームを組成し、統括的に対策実施を推進すべきである。 

不祥事に率先して対応すべきは組織のトップであることは言うまでもない。このため、

経営者をトップとして、不祥事対応検討チームを組成し、本項に記載した全ての再発防
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止策について対策を検討して実施を推進すべきである。 

チームの組成に当たっては、経営者をトップとする他、不祥事の内容が多岐にわたる

ことから、病院組織の各部署から人選を行うことが望ましいと考えられる。また、人選

に当たっては、「（ア）経営者層の意識改革、組織文化の変容」に述べたとおり、誠実性

及び倫理観が重要であるため、職員間で信頼関係が構築されるように留意すべきである。 

なお、不祥事対策の実効性を担保するため、外部専門家等の関与も考慮することが望

ましい。 

不祥事対応検討チームでは、本項に記載した全ての再発防止策について、各部署や組

織全体で実施すべき再発防止策を実施項目レベルで整理するとともに、当該再発防止策

が確実に実施されるように、スケジュール管理、実施項目の進捗管理等を行うべきであ

る。 

 

(エ) 組織体制の強化 

多くの不祥事について、モニタリングが脆弱である問題があった。このため、当該内

容に係る組織体制の強化が必要である。 

【提言５】 

組織体制、特にモニタリング機能を強化すべきである。 

現状の組織体制におけるモニタリング機能としては、設立団体である玉名市玉東町病

院設立組合からくまもと県北病院に対して、理事長や監事の選任、運営費負担金の交付、

業務実績評価等を通じた統制がある。また、法人には理事長の病院運営に対して理事会

からの統制、監事からの監査機能がある。 

すなわち、地方独立行政法人に備わる組織体制として、設立団体、理事会及び監事が

果たすべき役割が大きいことから、法人が設立団体、理事会及び監事への積極的な情報

提供を行い、設立団体と理事会での活発な議論を招くとともに、監事関与の増加により、

モニタリング機能の強化を図る必要がある。 

なお、地方独立行政法人法の規定によれば、理事は理事長が選任すべきこととされて

おり、理事長による利己主義的な理事選任のリスクがあることから、設立団体は理事の

選任にも留意が必要である。 

また、病院内におけるモニタリング機能を強化するため、内部監査を実施する必要が

ある。前述のとおり、くまもと県北病院では内部監査が実施されていない。このため、

内部監査室を設置するとともに、専属職員を配置し、詳細かつ具体的な監査計画を策定

して、内部監査を実施する必要がある。なお、内部監査を実施する職員の人材育成も併

せて必要である。 

 

(オ) 内部管理体制の強化 

多くの不祥事について、病院内のリスクが適切に把握されていない、病院内における

統制活動が不十分、法人規程等の理解不足、文書等の不存在、外部公表が検討されてい

ない等の問題があった。これらは、全般的な組織の内部管理体制に問題があることを示
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している。 

【提言６】 

組織の内部管理体制を強化すべきである。 

まずは、不祥事の予防が必要である。そのためには、病院内の統制活動を強化すべき

である。具体的には、組織内における様々な業務は、法人規程等に基づき実施されるべ

きであるとともに、部門間や職員間で適切に事務分担され、職員間による相互確認の強

化が行われるべきである。また、管理職層が果たすべき役割は大きく、職員の業務に対

する管理監督を、不祥事の発生を想定した上で強化すべきである。 

不祥事が発生した場合に、適時適切に発見することが必要である。そのためには、病

院内にどのようなリスクが生じ得るか、事前に、かつ網羅的にリスクを把握しておく必

要がある。また、不祥事が発生した際は、発見者から管理職層及び経営者層へ適時に報

告されるように、常日頃から組織内の円滑なコミュニケーションを心がける必要がある。

さらに、不祥事の発見には内部通報制度の実質的な運用が不可欠である。このため、内

部通報制度の理解を職員へ研修等を通じて周知する他、通報者の秘密を守るように専用

内部通報窓口を設置する等の工夫が必要である。なお、内部通報制度を効果的に運用す

るためには、通報者に不利益な処分を行うことがないよう、経営者による指導力の発揮

が重要である。 

不祥事が発見された場合は、事実調査及び原因究明が必要である。すなわち、不祥事

が発生した根源的な原因の把握まで至るように徹底した事実調査を行うべきである。そ

の際、組織の内部統制上の問題がないかには特に留意すべきである。なお、実効性のあ

る事実調査を行うには、事実調査者は組織内において信頼される必要がある。このため、

不祥事の内容に応じて、不祥事には直接関係のない者をその都度選任する等、公平性や

客観性の確保が必要である。 

最後に、不祥事に対する再発防止である。事実調査で根源的な原因まで至った際には、

再び同様の不祥事が起きないよう再発防止策の策定及び実施が必要であるが、その具体

的な内容は、基本的にはチェック体制の構築や管理監督の強化等、内部管理体制の強化

になる可能性が高い。よって、再発防止策の検討に当たっては、望ましい内部管理体制

の熟考が不可欠である。なお、再発防止策は形式的なものにしてはならない。法人の理

念を前提に、利用者や地域のためにくまもと県北病院はどうあるべきなのかを組織内で

徹底的に議論した上で、実効性のある再発防止策とすべきである。 

また、本調査においては、関連する文書等が不存在である事例もあったが、文書等の

不存在は組織運営の基礎部分が瓦解していることを意味していることから、文書等所管

部署の体制強化等は不可欠である。 

行政機関では、文書等の管理に関する条例等によって、文書の整理や管理、保存、利

用の方法を定めている。くまもと県北病院も、こうした事例を参考に文書等の保存のあ

り方を早急に見直すべきである。 

なお、不祥事が発生した際に、組織の対応の透明性を確保し社会への説明責任を果た

すため、不祥事の内容や再発防止策について積極的な外部公表が望まれる。そのために
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は、外部公表に関するルールが必要であり、この外部公表に関するルールに基づき適切

に情報公開すべきである。 

 

(カ) 不祥事対応マニュアルの整備及び運用 

多くの不祥事について、不祥事対応サイクルに照らして検討すると、「予防」「発見」

「事実調査及び原因究明」及び「再発防止」の全ての段階に問題がある。総括すると、

不祥事の対応が全くできていないと言わざるを得ない。 

これは、前述の統制環境等に問題がある他、不祥事についてどのような段階を追って

対応すべきかといった経験や知識がないことにも起因していると考えられる。 

【提言７】 

不祥事対応マニュアルの整備及び運用が必要である。 

不祥事に対して、どれ程予防の措置を講じたとしても完全に封じることはできない。

このため、不祥事の発生を想定した危機管理体制を構築すること、すなわち、不祥事が

発生した際にどのような対応を実施すべきかを記載した不祥事対応マニュアルの整備

及び運用が必要である。 

不祥事対応マニュアルの具体的な内容は、本調査報告書に記載した「予防」「発見」

「事実調査及び原因究明」及び「再発防止」の全ての段階について、具体的にどのよう

に進めていくべきかを検討し、記載すべきである。 

具体的な項目ごとの記載例は次のとおりである。 

予防：日頃から取り組むべき不祥事予防に関する方針、取組内容等 

発見：不祥事を発見した際の報告・連絡の流れ、内部通報制度の取り組み、不祥事の

重要性の判断等 

事実調査及び原因究明：事実調査の実施方法、調査すべき内容、関係者ヒアリングの

方法、事実調査の実施者の選定方法等 

再発防止：再発防止策の検討内容、懲戒処分等の検討、被害者への対応方法、外部公

表の内容等 

これらを参考に不祥事対応マニュアルを整備し、実際に運用を行う必要がある。 

なお、不祥事対応マニュアルの整備及び運用の実効性を持たせるためにも、理事会か

らの統制や監事監査によるモニタリング機能が発揮されるべきである。 
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第6章 結語 

本調査報告書の内容は、くまもと県北病院の経営者層、管理職層を含む全ての職員に

とって厳しい内容となっている。 

これは、不祥事が連続して発生している状況を踏まえると、くまもと県北病院に対す

る地域住民や病院の利用者からの信頼を失いつつあると考えざるを得ず、改めて地域住

民や病院の利用者から信頼を得るために、不祥事に対してどのような対策を講ずるべき

かを当委員会で議論した結果である。 

不祥事が連続して発生する場合の悪影響については、前述のとおり、病院イメージの

悪化、利用者の減少、病院収益の悪化、職員のモチベーション下落、病院の生産性低下

等が負のスパイラル的に生じ得ることである。 

このため、負のスパイラルが起きないよう、又は、負のスパイラルに歯止めが掛かる

よう再発防止策に真摯に取り組んでいただきたい。 

厳しいことを申し上げるようだが、くまもと県北病院が真摯に取り組まない限り、再

び不祥事が発生してしまうことを懸念する。 

 

しかし、くまもと県北病院は、自治体が設立した公立病院と医師会が設立した病院が

熊本県北地域により良い医療環境を提供するために経営統合された病院であり、病院の

理念は次のとおり、地域に安心と信頼を提供することを掲げている。 

理念：私たちは地域の皆様に安心と信頼を提供する県北の中核病院を目指します 

確かに、不祥事の発生は病院イメージの悪化等に繋がるが、これを機に、自らが定め

る理念に立ち返り、職員間で活発な議論を重ねながら、不祥事の再発防止策に真摯に取

り組むことにより、必ずや地域からの信頼を得ることができることを強く期待している。 

本調査報告書の作成及び公表が、その契機になることを願い、結びの言葉としたい。 
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