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日︑ＮＨＫが﹁府立の各病院の名前を来年４

来年３月大手前にオープン
する大阪国際がんセンター

に資する病院に変質させら

こ の 間︑ 府 立 病 院 機 構

民が長年慣れ親しみ︑定着

より︑機能充実と安心・安

はありません︒病院名変更

ウによって︑煩雑な外来診

頼関係や患者対応のノウハ

るべきです︒

く︑正当な導入の理由はあ

そもそも︑人材派遣は臨

上げと研修等の充実による

とは︑雇止めではなく︑賃

務の向上のために必要なこ

安定的な人員の確保と業

た︑受付業務の委託拡大は

に 限 定 さ れ て い ま す︒ ま

の病院でも一部の専門職種

派遣の導入は︑府立の他

に大きな問題があります︒

来クラークに導入すること
日︑成人病センター支部は︑府職労・府立病院

を導入し︑長年にわたり低

スキルアップです︒人材派

偽装請負が発生する可能性

赤字を理由にした不利益
な取り扱いは重大問題

呼吸器・アレルギー医療センター

として︑病院負担しない

集団的自衛

権の行使を進

める安保法制

強行から１

年︒
﹁９／

を忘れない﹂

という思いは

日に５千人超の集会

つながっている︒大阪で

ルエンザ予防接種の病院

よって︑今秋からインフ

を抑える方向性を示しま

員で実施し︑経費の支出

クの集計作業等も病院職

化されたストレスチェッ

勝利した安倍政権︒選挙

▼争点そらしの参院選で

させる﹂とあいさつした

代表は﹁野党共闘を続け

が開催され︑野党４党の

も

負担が実現し︑８月末の

した︒

さらには︑法律で義務

方針を表明しました︒

府立病院機構安全衛生協

職労・病院労組の要求で

担が奨励されており︑府

所の立ち入りでも病院負

能評価機構の審査や保健

続いていました︒病院機

ルエンザだけ個人負担が

担していますが︑インフ

必要な予防接種は病院負

だとされています︒他の

で︑全職員が受けるべき

てはならないという理由

んなどへの感染源となっ

種は︑病院職員が患者さ

インフルエンザ予防接

更することはできません︒

病院ごとに労働条件を変

り︑赤字だからと言って

責任は府立病院機構であ

しています︒職員の雇用

門医療や政策医療を提供

それぞれ役割分担し︑専

府立の５つの病院は︑

重大な不当労働行為です︒

勝手に変更することは︑

提案・回答内容を病院が

しかも︑病院機構当局の

きる問題ではありません︒

り︑病院が勝手に判断で

件にかかわる問題であ

の実施は︑職員の労働条

接種やストレスチェック

病院から﹁府立﹂という

強くする▼府立の５つの

時代錯誤だという印象を

憲案は知れば知るほど︑

も連載している自民党改

されている︒府職の友で

数の確保は困難だと指摘

年後の参院選で改憲議席

党統一候補が勝利し︑３

院選では の選挙区で野

し切ろうとしている▼参

憲論議も多数を背景に押

改憲案をベースに﹂と改

て い る︒そ し て︑﹁ 自 民 党

とかけ離れた政治を進め

米軍基地問題など︑民意

悪やＴＰＰの批准︑沖縄

のように医療・介護の改

が終われば
﹁だまし討ち﹂

実現しました︒

府職労・府立病院労組

インフルエンザの予防

なぜ︑呼吸器Ｃ
だけが職員負担？

れました︒

議会で病院負担が確認さ

全職員署名などの運動に

の昨年の秋季年末要求と

府職労・府立病院労組

インフルエンザ予防接種費用負担の見送りを表明

ルール
違反！

けている﹂﹁今年度も１億

なくても︑ほぼ全員が受

らえない﹂
﹁病院負担し

院の建て替えを認めても

局は﹁黒字にしないと病

ところが︑呼吸器Ｃ当

とりくみます︒

病院負担の実施を求め︑

ンフルエンザ予防接種の

し︑すべての病院でのイ

機構当局との交渉を強化

し︑呼吸器Ｃ当局︑病院

は︑呼吸器Ｃ支部と連携

病院名変更は何を意図し

ぞれ理由がある︒今回の

など︑社名変更にはそれ

の頻発や新たな事業展開

ショックな話だ︒不祥事

道されているが︑とても

文字が消えてしまうと報

ているのだろう？府立の

円の赤字が見込まれる﹂

きです︒契約更新で受託業

病院窓口では特に避けるべ

くみをすすめます︒

用と待遇改善を求めてとり

べての非常勤職員の継続雇

府職労・病院労組は︑す

で考えていきたい ︵Ｔ︶

ある︒憲法問題との関係

対策の拠点のひとつでも

康を守る砦であり︑防災

病院は府民のいのちと健

者が変われば労働条件や行

あります︒

政水準が低下する可能性も

が高く︑緊急時対応のある
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病院名から
﹁府立﹂の文字が消える
９月
月 か ら 変 更 す る ﹂ と い う ニ ュ ー ス を 流 し ま し た︒
﹁府
民により親しまれるものに﹂という理由で︑別表のよ

すでに﹁府立成人病センター﹂は︑来年３月の大阪

うに変更するという案です︒

市中央区大手前への移転にあわせて︑名称を﹁大阪国

は︑職員の人件費の抑制や

れる可能性があります︒

今回の新病院名の案からは﹁府立﹂という文言が削

慢性的な人員不足状態の放

際がんセンター﹂に変更することが決まっています︒

除され﹁大阪﹂と置き換えられています︒これは府・

現在の﹁府立○○○セン

を強めています︒

院経営﹂を最優先する姿勢

置︑ 患 者 負 担 増 な ど︑
﹁病

市病院の統合や大阪府内の自治体病院を経営統合する
という狙いによるものです︒

役割を分担し︑高度専門医
療や地域に不足する医療の

病院名の変更によっ て

した府民の病院であること

全の医療︑職員が安心して

ター﹂という病院名は︑府

今回の変更によって︑府

﹁府民に親しまれる病院﹂

を示す名前です︒

提供を行っています︒

立５病院の役割分担が不明

どころか︑府立病院の役割

府立成人病センターの移転による大阪国際がんセン

働ける環境にこそ力を入れ

を投げ捨て︑採算優先の病

ムダな経費を費やして現

確にされています︒そもそ

在の病院名を変更する必要

生活に重大な影響を与える
とともに︑労働契約法等の
主旨にも反するものです︒
外来クラークは︑キャリ

ターのオープンまで６ヶ月と迫りました︒その運営方

療をスムーズにすすめてい

アを積み重ね︑医師との信

針や組織・人員体制等は未だに明らかにされていませ

ます︒
経験を持った非常勤職員

入することは︑外来診療業

時的・一時的業務に限定す

りません︒
人材派遣の導入や業務委託の拡大による非常勤職員

務にも大きな影響を与えま

を雇止めし︑人材派遣を導

の解雇は断じて許されるものではなく︑法的にも重大

るべきであり︑日常的な外
９月

賃金で働き続けてきた非常

水準を維持できる保証はな

遣を受け入れても︑現在の

労組といっしょに総長あての要求書を提出しました︒

勤職員を来年３月で雇止め

な問題があり︑決して容認できません︒

す︒

託の拡大が検討されています︒

ラークや受付業務について︑人材派遣の導入や業務委

んが︑移転に伴い︑これまで直接雇用していた外来ク

非常勤職員を全員継続雇用せよ

人材派遣の導入・委託拡大するな！

成人病センター支部が緊急要求書を提出

も︑府立病院は公的医療の

（2017年３月移転オープン）

院や儲ける医療︑成長戦略

府立母子保健総合医療センター 大阪母子医療センター 和泉市
大阪市中央区
府立成人病センター
大阪国際がんセンター

することは︑非常勤職員の
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役割を担い︑５つの病院が

役割分担で公的医
療の役割発揮を

府立病院に！
身勝手な外来クラーク
の雇止めは許せない
外来クラークに人材派遣

11

所在地
新名称案
大阪急性期・
大阪市住吉区
総合医療センター
大阪はびきの
羽曳野市
医療センター
大阪精神医療センター 枚方市
現在の名称
府立急性期・
総合医療センター
府立呼吸器・
アレルギー医療センター
府立精神医療センター

14
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