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随時監査報告書 

 

１ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第１項及び第５項に基づく監査 

 

２ 監査の対象 

  茅ヶ崎市立病院における医薬品管理について 

 

３ 監査の目的 

平成２９年４月１５日に茅ヶ崎市立病院薬剤師が、医薬品の窃盗容疑で逮

捕された後、業務上横領罪で起訴された。このことを踏まえ、こうした事件

の再発防止のために、市立病院における従来の医薬品管理に関する実務の状

況を調査し、実態を把握するとともに、事件発覚後の医薬品管理に関する実

務の改善状況等について監査を行う必要があると認め、地方自治法（昭和 

２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第５項に基づき随時監査を実施

することとした。 

  

４ 監査の対象部課  

    茅ヶ崎市立病院 薬局及び事務局病院総務課 

  

５ 監査の期間 

  平成２９年８月２３日（水）から平成３０年１月３１日（水）まで 

  監査の期間については、当初は平成３０年３月３０日（金）ま

でを予定していたが、茅ヶ崎市立病院医薬品横領事件調査委員会

の調査の中で、横領が行われたのが平成２７年度からではなく、

２８年度からということが判明したこと等により、監査期間を２

ヶ月短縮した。  

  

６ 監査の実施方法 

  次の方法により監査を実施した。 

(1)  次のことに関する書類について提出を求め、調査を実施した。 

  ア 医薬品の管理状況 

イ 医薬品の管理体制 

  ウ 医薬品の購入から払出し、使用、返却及び請求までの流れ 

  エ 医薬品管理システムの個人パスワード等の管理状況 

  オ 職員出勤状況 

  カ 医業費用の材料費の薬品費年度別比較 
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(2)  実地調査については、薬局及び病院総務課の職員の立会いを求め、調査

を実施した。 

  ア 医薬品の納品から出庫までの手順の確認調査 

     平成２９年９月２１日（木） 

イ 内服薬・外用薬のたな卸状況確認調査 

平成２９年９月２５日（月） 

  ウ 薬品倉庫のたな卸状況確認調査 

平成２９年９月２９日（金）      

  エ 監査委員による薬品倉庫の確認調査 

平成３０年１月１８日（木） 

  

(3)  市立病院職員等が元市立病院薬剤師から説明を受ける場に同席した。 

    平成２９年１０月１９日（木） 

    平成２９年１１月２日（木） 

  

(4)  聴き取り調査については、次のとおり職員の出席を求め、調査を実施し

た。 

    平成２９年１１月２０日（月） 

    薬局長及び病院総務課用度施設担当者 

  

(5)  監査委員による関係職員の説明聴取 

    平成３０年１月１８日（木） 

  

７ 調査の概要 

  本監査においては、次の事項について調査を行った。 

(1)  事件の経過について 

    平成２９年４月１４日、薬剤師の市立病院元職員（以下「元職員」とい

う。）が同病院地下１階の薬品倉庫から、アバスチン等の抗がん剤４品目７

箱、薬価にして 539,303円を盗んだとして、翌４月１５日神奈川県警に逮

捕された。同日、警察が元職員の自宅の家宅捜索を行い、医薬品５品目１

５箱、薬価にして 1,489,749円を押収した。その後、逮捕時に所持してい

た医薬品と合わせて 2,029,052円について、業務上横領罪で起訴され、有

罪判決を受けた。 

    元職員は、２８年９月から新型のがん治療薬オプジーボなど、高価な医

薬品を不正に持ち出しており、２９年７月１８日に市立病院が公表した調

査結果によると、起訴された容疑以外に２８年度に不正に持ち出された医
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薬品は１６種類８５１箱、薬価にして 104,276,774円となることが判明し

た。 

この不正に持ち出した医薬品について、元職員は、東京都の医薬品卸売

業者に転売していた。転売益は、約 6,100 万円となっており、自分名義の

５つの口座に分けて保管をしていた。 

東京都の医薬品卸売業者については、インターネットで探し、偽名を使

い、宅配便で医薬品を送っていた。また、代金の受け取りについては、家族

に発覚しないよう、宅配センターで行っていた。 

２９年８月７日に、元職員より、市立病院の口座へ 9,260,000 円の入金

があった。８月２４日に、茅ヶ崎市は元職員を懲戒免職処分とした。 

１０月１９日、１１月２日の２回にわたり、市立病院職員等が元職員か

ら弁護士同席のもと説明を受ける場に、監査事務局職員も同席した。この

説明の中で、元職員は医薬品の持ち出しを認め、市は 106,305,826 円を被

害額と特定した。 

１１月１４日、元職員より、市立病院の口座へ 97,045,826円の入金があ

った。これにより、被害額 106,305,826円は、全額が弁済された。 

   

 (2)  不正行為の発生要因について 

     市立病院の医薬品は、薬局の医薬品管理システムで在庫数等の管理がさ

れている。あらかじめ医薬品ごとに在庫の定数を決め、処方のために薬品

倉庫から医薬品が払い出されると、自動的に注文リストが作成され、医薬

品卸売業者に発注される。発注は、毎日１５時に締め切られ、この時点で

リストに掲載されている医薬品は、翌朝には納品され、常に一定数の在庫

が確保される仕組みとなっていた。 

元職員は、このシステムを悪用し、医師の指示に数量を上乗せして、医

薬品を持ち出したり、医師の指示により、患者への投薬が中止された医薬

品を薬品倉庫へ返品せず、着服していた。そのため、不正に持ち出された

医薬品についても、自動的に医薬品卸売業者に発注され、翌日には納品さ

れていた。薬品倉庫内では、常に決められた在庫数が保たれていたことか

ら、倉庫内の状況からは、不正に気付きにくくなっていた。 

市立病院では、急性期医療を担う病院として、救急医療等の高度で専門

的な医療を提供している。そのため、薬局では、医師の指示に迅速に対応

できるよう、医薬品の在庫を整え、滞りなく医薬品を提供することを重視

して、医薬品の管理を行っている。その中で、医薬品を管理する職員を信

頼し、効率を図るため、管理者以外特に権限の設定もなく、医薬品の定数

変更が誰でも行える状況にあったことも、本事件発生の要因の１つとなっ

ている。 
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(3)  医薬品管理の状況について 

   ア 薬品倉庫について 

     市立病院の医薬品は、地下１階の薬品倉庫で保管されている。薬品倉

庫は、薬剤師が作業をするときだけ開錠し、それ以外の時間は施錠して

いた。鍵の管理責任者は薬局長で、薬剤師が作業をする際に、鍵を受け

取り、開錠していた。 

   しかし、平日８時３０分から１７時までの、薬剤師の通常勤務時間帯

では、複数名の薬剤師が、薬品倉庫において作業をしていることから、

常に薬品倉庫の扉は開錠されたままとなっており、厳密な入退室管理は

されていなかった。 

 

イ 医薬品管理システムについて 

    現在、市立病院の医薬品は、医薬品管理システムによって発注管理を

行っている。 

    基本的には、薬剤師が、処方のために薬品倉庫から医薬品の払出し処   

   理をし、医薬品の在庫があらかじめ定められた数量（定数）を下回ると、

自動的に発注書が作成され、医薬品卸売業者に発注される。医薬品の発

注は、平日は１５時で締め切られ、翌朝、納品されている。例外として、

金曜日では、通常の医薬品の納品の他に、１３時に締め切られた在庫状

況で発注を行い、土曜日、日曜日及び月曜日に使用する医薬品が１７時

までに納品されていた。 

   必要な時に迅速に提供できるよう、医薬品を切らすことなく保管する

という視点では、このシステムは有効であるが、このシステムでは、事

前に決裁を得るといった管理をシステム上では実施できず、事後決裁と

なっており、担当者の管理に依存している。現在は、定数以上に医薬品

が必要となった場合などに限り、薬局長が発注薬品、数量、発注理由を

確認している。 

   また、患者の急変等に際し、緊急に医薬品が必要となった際には、電

話発注等で医薬品卸売業者に緊急配送を依頼している。この場合には、

手書き伝票で起票し、事後、薬局長へ報告されていた。 

 

    ウ 医薬品の検収について 

     納品された医薬品については、薬剤師、ＳＰＤ職員（※注）及び医薬

品卸売業者の３者により検収を行っていた。薬剤師は発注書、医薬品卸

売業者は納品書により、読み上げながら、医薬品との付け合せを実施し

ていた。 
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       検収後、医薬品卸売業者は、薬剤師が押印した納品書を、薬品倉庫の

奥の部屋の、医薬品管理システム用端末の横にある書類整理棚の引き

出しの中に入れていた。 

       また、検収済みの発注伝票は、病院総務課の職員がシステムに納品済

みの入力を行っているが、この入力作業は、職員一人のみの作業となっ

ていた。 

       現在は、月１回の薬品倉庫の在庫確認、月初に医薬品卸売業者から提

出される前月購入分の請求書と納品書に基づき、システム上の購入額

と購入数量の付け合せを実施することで確認作業としているが、入力

作業を実施した職員が行っていた。 

（※注）ＳＰＤ職員 

    物流管理（Supply Processing & Distribution）職員。委託業者職員が医薬品

の払出し・搬送をはじめ市立病院における医療材料、事務用品等の購入、供給、

保管等について一元管理を行っている。 

 

     エ 医薬品の払出しについて 

       薬品倉庫からの医薬品の払出しは、１５時から、翌日の入院患者への

注射薬等の準備を行い、払い出していた。 

       注射薬は、自動払い出し装置を用い、カルテの内容により、自動的に

患者ごとにカゴにセットされる医薬品を、薬剤師等が確認していた。 

       抗がん剤も前日にセットをするが、医師の指示に基づき、投与直前に

調製し、薬剤師又はＳＰＤ職員が直接届けていた。 

       その他、病棟ごとに、定数により医薬品を保管しており、２日に一度

の割合で、薬剤師が使用量を確認して補充数を確定させ、ＳＰＤ職員が

補充していた。 

       以上が、一般的な薬品倉庫からの医薬品の払出しであるが、この他に、

緊急時の対応として、２つの方法が定められていた。 

        １つは、医師の指示に基づき、看護師が薬局へ直接医薬品の請求に来

る場合の対応である。この際、看護師は「注射薬定時臨時請求伝票」を

持参し、薬剤師はこの伝票に基づき、医薬品の払出し処理を行う。 

       もう１つは、緊急時等に電話で医薬品を請求する場合の対応である。

この際には、薬剤師は電話の内容で医薬品の払出し処理を行うが、「倉

庫から出庫した薬品の出庫日・名称・規格・数量・出庫者サイン」とい

う一覧表に、内容を記載して記録を残していた。 

       この２つの特別な方法を用いた場合には、適時、ＳＰＤ職員がシステ

ムへ払出しの入力処理を行っていた。 

       また、記録した伝票等の保存期間は、３ヶ月と非常に短い。これらの
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記録は、正しく医薬品を払い出すという目的を果たした後には、月末の

在庫確認で医薬品の数量が合わない際の確認用として、薬品倉庫の奥

の箱に保管されていた。 

       なお、事件発覚後、抗がん剤等が保管されている冷蔵庫は鍵をかけて

保管することへ改善された。鍵の責任者は、その日勤務する職員の中か

ら、その日、担当する業務内容を踏まえ、職員を決めることとしている。

冷蔵庫や保管棚を開ける必要が生じた場合には、鍵の責任者が鍵を職

員に渡し、職員自らが開錠していた。 

 

     オ 医薬品の返品、廃棄等について 

       薬局では、医薬品を定数保管し、処方等により、正しく医薬品を払出

すことが重視されており、薬品倉庫や調剤室から病棟等へ運ばれた医

薬品については、それぞれの部署に任せている部分が大きくなってい

た。 

      そのため、病棟等へ配薬され、診療の過程で処方が変更されるなどに

より使用されなくなった医薬品等については、「注射薬返品破損伝票」

を用いて、全て薬局へ集められるような取り決めとなっているものの、

その後の確認は徹底されていなかった。 

      また、伝票についても、薬局内で複数の職員が数量・品目等を確認し、

システムの入力が済めば、２～３ヶ月保管されるだけで廃棄されていた。 

 

カ たな卸等の在庫管理について 

      医薬品については、薬局が薬品倉庫で在庫管理をしている。発注から

薬品倉庫への入庫、薬品倉庫から各現場への払出し及び薬品倉庫での在

庫管理は医薬品管理システムで行なわれている。 

しかし、薬品倉庫から各現場へ払い出された時点で、医薬品管理シス

テムにおける在庫管理の対象外となっていた。そのため、調剤室等に移

された以降の医薬品（毒薬等の一部の薬品を除く。）については、使用

量、廃棄量、残量の細かな確認が省略されていた。 

また、実地たな卸については、薬品倉庫は毎月月末に、調剤室や病棟

も含めたものは、半年に一度実施しているが、実施要領等は策定してい

なかった。 

実施方法としては、薬品倉庫では、保管されているべき医薬品のリス

トに従い、職員２名１組で棚ごとに読み合わせを行い、在庫確認をして

いた。 

なお、数量の合わなかったものに関しては、システムの入力内容を確

認し、「注射薬定時臨時請求伝票」等の入力漏れなどについて、数が合
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うまで原因を探していた。 

一方、調剤室では、医薬品の一覧表に、薬剤師が棚にある医薬品の

数量を確認し、在庫数を記入していた。 

    

   キ 院内の連携について 

     市立病院の事務分掌では、物品（医薬品）等の購入契約、検収、出納、

保管及び管理等に関しては病院総務課が、医薬品（麻薬を含む。）その

他物品の受払及び管理等に関しては薬局が、診療費その他の費用の調

定、請求及び徴収等に関しては医事課が、それぞれ所管している。 

     それぞれの担当部署においては、担当業務を適正に行うための様々

な努力が認められ、各担当部署の連携も進んできているが、医薬品に関

する発注から保険請求までの一連の流れが十分に掌握されていない状

況であった。 

 

(4)  過年度の監査の実施状況について 

     市立病院については、地方自治法に基づき、例月出納検査及び定期監査

を実施している。 

     例月出納検査では、毎月の現金の出納、保管並びに収入及び支出に関す

る事務が、法令等に従って適正に執行されているかなどの観点から支出命

令書等の検査を行っており、また、前月分の現金の月末残高が指定金融機

関等の発行する残高証明書等と一致しているかを突合するなどの検査を

行っているが、平成２８年度の検査の中では、医薬品費についての指摘は

していなかった。 

    また、２８年１１月１日から１２月２６日に実施した定期監査では、 

２７年度に執行された事務事業を対象に、契約事務等が法令等に従って適

正に行われているか、物品等の管理について購入費が１０万円以上となる

備品が適正に管理されているかなどの財務監査を行ったが、この監査の中

では、医薬品の管理に関する指摘は行っていなかった。 

    これらの監査において、たな卸資産である医薬品の管理状況については、

医業収益に対する薬品費の割合を示す薬品費比率が、２５年度８．６％、

２６年度９．４％、２７年度９．６％と増加傾向にはあるものの、大幅な

変化は認められなかったため、決算審査において質問するにとどめた。な

お、事件が発生した２８年度の薬品費比率は１１．５％で、前年度と比べ

大幅な増加になっている。 
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８ 監査の結果及び意見   

(1)  監査の結果 

監査の結果について、監査委員としての意見は、（2）及び（3）に述べる

ところであるが、特に重要で、指摘すべき事項は次のとおりである。 

 

  （指摘事項） 

ア 医薬品管理体制について 

今回の事件では、元職員が、先に述べたように、平成２８年度及び  

２９年度において、１８種類８７３箱、薬価にして 106,305,826 円の医

薬品を横領したことが判明している。 

元職員は、夜間など 1 人勤務の時間帯などに医薬品管理システムを悪

用し、薬品を不正に持ち出すため、医薬品の定数を不正に操作して発注を

行い、医薬品を購入していた。また、医師の指示により、患者への投薬が

中止された医薬品を薬品倉庫に返品せず、着服していた。 

こうした行為が行われた背景には、容易に不正が行える医薬品の管理

体制に問題があったものと言わざるをえない。 

事件発覚後、市立病院では、薬剤師が１人勤務となる夜間、休日の医薬

品管理システムの使用禁止、ＩＤパスワード管理の徹底、出庫伝票及び発

注伝票の記載内容の見直し、職員のシステム操作権限の制限、医薬品発注

定数の設定及び変更方法の見直し、さらには、高額医薬品等の在庫確認の

徹底、医薬品の廃棄及び返品処理手続きの見直し等、医薬品の在庫管理の

機能強化などの対策が行われている。 

しかしながら、こうした対策がどのような効果をあげているのかにつ

いて継続的に検証を行う必要があり、情報セキュリティ・レベルの向上を

図り、医薬品管理システムの不正操作を防止するとともに、医薬品に関す

る事務管理手続きについて、単に効率性のみを重視するのではなく、不正

処理のリスクに配慮した的確な確認作業を行うなど、不正を未然に防ぐ

適切な医薬品の管理体制を構築されたい。 

  

イ 組織マネジメントについて 

医薬品の管理、発注、購入及び保険請求について、それぞれ薬局、病院

総務課、医事課が所管しているが、連携が十分に行われていなかったこと

などから、事件の発覚までに数箇月を要しており、組織マネジメントが十

分には機能していなかったと言える。 

    事件発覚後、市立病院では、医薬品の購入、払出しと保険請求データの

照合を１月に１回実施するなどの医薬品の購入等に関するチェック体制

の強化が行われている。 
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引き続き、こうした取組を継続して実施するとともに、医薬品に関する

一連の業務について、各部署で連携を十分に行い、業務の流れを組織とし

て掌握し、このような不正が行われた場合には、速やかに実態を把握し、

適切な処置を行うなど、組織マネジメントの強化を図っていただきたい。 

 

 (2)  監査意見 

    監査において、書類調査及び実地調査等を実施した結果、いくつかの問

題や課題が認められたことから、次のとおり意見を述べる。 

 

  ア たな卸資産としての医薬品の管理について 

医薬品については、半年ごとに、薬品倉庫のほかに調剤室や病棟等も含

めた実地たな卸を行っている。それ以外に、薬品倉庫の医薬品の実地たな

卸については、１月に１回行っているが、各部署に移送した医薬品につい

ては対象外としている。このため、その結果が、財務諸表のもととなるデ

ータを作成している財務システムに反映しておらず、この面でのモニタ

リング機能が低下しているものと思われる。医薬品については、在庫の残

高管理を適切に行い、実地たな卸残高を反映した金額をもって毎月末の

残高に計上し、例月出納検査に提出される財務諸表の中で報告すること

がモニタリング機能強化の上では望ましい。 

  医薬品については、薬局が薬品倉庫で在庫管理をしており、発注から薬

品倉庫への入庫、薬品倉庫から各現場への出庫及び薬品倉庫での在庫の管

理は医薬品管理システムで行なわれている。医薬品管理システムにおける

在庫管理は、薬品倉庫から各現場へ移送した時点で終了しており、調剤棚

や外来・病棟に移された医薬品（毒薬等の一部の薬品を除く。）について

は、使用量、廃棄量、残量の細かな確認が省略されている。医薬品の実地

たな卸に当たっては、帳簿上の残高数量と実際数量との照合を適切に行な

い、精度の高い事務処理を行われたい。 

実地たな卸は薬局と病院総務課で行ってきたが、実地たな卸し業務の

意義を組織的に再認識し、医薬品の実地たな卸の要領や計画書を作成し、

それに基づいた実地たな卸を行い、たな卸結果の報告書をとりまとめ、組

織的に情報共有を図られたい。 

 

 イ 医薬品の在庫管理について 

(ｱ)  払出数量と保険請求数量との照合の実施について 

市立病院では、医薬品管理システムにより薬局が払い出した医薬品

の数量が品目別に管理され、医事会計システムで、保険請求した医薬

品の数量が品目別に管理されている。事件発覚後、市立病院では、電
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子カルテのデータをもとにまとめた保険請求額と医薬品の払出し額リ

ストとの照合を 1 月に 1 回実施しているが、照合に当たっては、請求

が適正に行われているか、医薬品が効率的に使用されているか等の確

認を適切に行い、差異が生じていれば、その原因を追求し、是正を図

られたい。また、原因を追求する際には、医薬品の請求品目数の管理、

薬剤の出庫管理を部署ごとに行い、より精度の高い分析を行われたい。 

 (ｲ)  在庫数量の修正について 

医薬品管理システム上の数量と実際の数量の間に差異が生じる場

合については、臨時払い出し伝票等を確認し、実情に合わせてシステ

ム上の数量の修正をしている。 

在庫数量の修正を行う場合は、その原因を特定し、病院組織内での

報告・承認を得るように改善を図られたい。 

 

   ウ 医薬品の廃棄について 

事件発覚後、使用期限切れの医薬品の廃棄については、毎月、担当者と

管理職が確認を行い、医薬品管理システムに廃棄情報を登録し、医薬品廃

棄記録を作成するように改善された。現在、薬局では、医薬品の廃棄に関

し、数量及び金額を把握しているが、病院総務課での確認手続きが徹底さ

れていない。病院総務課においても、薬局からの医薬品廃棄の報告に基づ

き、内容を確認の上、決裁手続きをとるなどの改善を図られたい。 

 

エ 医薬品の返品について 

    抗がん剤の中止・返品は、事件発覚後、中止の指示を受けた薬剤師が返

品伝票を起票し、薬品をもとの棚又は薬品倉庫に返却する、返品伝票の医

薬品管理システムへの入力は別の薬剤師又はＳＰＤ職員が行うなどの不

正防止対策が行われている。 

一方、薬局から移送された医薬品を病棟等で使用しなかった際の手続

きについては、定めがあるものの、処理後の確認が徹底されていない。こ

のため、こうした医薬品の返品処理については決裁手続きをとるなど適

切な事務処理を行うように改善を図られたい。 

 

オ 医薬品の発注について 

医薬品の発注については、年度当初にその単価と業者を見積もり合わせ

で決定し、医薬品の払出し等により設定された医薬品定数を下回った場合

には、通常、医薬品管理システムにより自動発注を行っている。しかし、

例外として、医薬品管理システムの発注締切時間を過ぎていて、緊急を要

する場合には、電話で発注を行っている。この場合については、事件発覚
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後、紙帳票による記録を残し、別の薬剤師が医薬品管理システム上の処理

を行うこと、医薬品の発注内容の確認を行うことなどの改善が図られてい

るが、薬品倉庫から払い出した医薬品の状況と、発注内容を照合するなど

の対応を行うことが望ましい。     

  

カ 情報セキュリティ対策について 

業務用端末について、事件発覚後、ＳＰＤ職員一人ひとりに個別ＩＤを

付与するなどの対策がとられたが、医薬品管理システムの端末は、複数の

薬局職員で共用されており、不正に利用されるおそれがある。成りすまし

防止等のため、パスワード管理なども含め、情報資産の不適切な管理によ

って発生しうるリスクを再確認し、情報セキュリティ対策の徹底を図ら

れたい。 

 

   キ 薬品倉庫のセキュリティ対策について 

薬品倉庫については、事件発覚後、１７時以降の立入禁止などの対策が

とられたが、入退室者についての記録はとられていない。ＩＣカード等を

利用した施錠の管理を行い、入退室者の記録を残すような入退室管理を

行われたい。 

 

   ク 医薬品棚の施錠について 

     冷蔵庫や高額な医薬品の医薬品棚は、事件発覚後、施錠されることとな

ったが、さらにセキュリティを高めるため、鍵の責任者による開錠の徹底

や取り出す医薬品の用件確認を行うなどの管理面の改善を図られたい。 

 

   ケ 医薬品発注定数の管理について 

医薬品発注定数については、事件発覚後、担当者が過去のデータを見て

検討し、変更は管理職に確認を求めること、変更を行った職員、薬品名、

数量を履歴として残すなどの対策がとられている。今後は、さらに、医薬

品発注定数を変更する場合には、その根拠を明記した上で、決裁を取り、

定数の変更処理を行う職員を限定するなど、厳格な管理を行われたい。 

 

   コ 発注伝票等の保管期間について 

発注伝票及び出庫伝票等の保管については、リスク管理として、こうし

た不祥事件が発生した場合の証拠資料となるため、民事訴訟における時

効期間を考慮し、適正な期間保管されたい。 
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   サ 公務員倫理の徹底について 

公正な職務の執行を確保するためには、職員の法令等の遵守など公務

員倫理の徹底を図ることが必要となるが、今回の事件を鑑みると、そうし

た意識が一部希薄化しているものと思われる。 

市立病院では、事件発覚後、病院長より、数度にわたり、法令等の遵守

などについて訓示を行うとともに、新採用職員研修時には、公務員倫理の

研修の中で、法令遵守を重視するなどの対策がとられている。また、平成

２９年１０月より薬局運営会議を開催し、薬局の運営について、薬局職員

以外に、副院長など医療職の職員及び事務局長、病院総務課長、医事課長

など事務職の職員が加わり、評価、検討を行っている。 

市立病院全体として、改めて公務員倫理の徹底を図る取組を組織的に

継続して行い、こうした不祥事件を二度と起こさない組織風土を醸成さ

れたい。 

 

 (3) 総合的な所見 

    市立病院で発生した医薬品横領事件を契機に、市立病院では、こうした

事件の再発防止に向けて、様々な取組を実施している。医薬品管理業務に

おいて、その効果は現れているところであるが、継続的な検証を行い、検

証の結果、さらに改善すべきところについては、その都度、組織的な対応

を行い、こうした不正が二度と起こらないように適切な業務運営を行って

いただきたい。 

    また、他自治体の公立病院や民間病院での医薬品管理に関する取組や電

子タグの利活用など医薬品の管理に関する最新情報の研究等もあわせて

取り組んでいただきたい。 

   今回の不祥事件は、たいへん残念なことであり、監査委員としても、こ

の事件を重く受け止め、現在、取組を進めている組織マネジメントの強化

等について、監査のあり方及びその方法を慎重に検討し、不祥事件の再発

防止に向けて取り組んでいく。 

 


