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Ⅰ．基調講演
「2010 年の診療報酬改定およびそれ以降の展望」
　国際医療福祉大学大学院　医療経営管理分野
　分野長・教授　高橋泰氏

Ⅱ．パネルディスカッション
「変革期における病院再構築」
　進 行 役／日本スリーアール株式会社
　　　　　　代表取締役ＣＥＯ
　　　　　　医療コンサルタント　奥住悠夫氏
　パネラー／大成建設株式会社医療福祉本部

Ⅲ．特別講演
「時代の要請に対応できる急性期病院の経営とは」
〜経営とは変化を先取りし、変化することである〜
　社会医療法人財団慈泉会相澤病院
　理事長・院長　相澤孝夫氏

　激動の時代、変革の時代に病院経営はどうある
べきか―その回答の一端を披瀝する「医療経営ス
タップアップフォーラム」が11月28日、東京で
100人を超える出席者の下、盛大に開催された。
国際医療福祉大学大学院・高橋泰教授と相澤病院・
相澤孝夫院長という当代を代表する二人の演者か
ら発せられた言葉は、聴衆を魅了。勇気をもらっ
たフォーラムだった。

プログラム

共催　大成建設株式会社　株式会社医療タイムス社
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 冒頭、高橋泰教授は、医療制度改

革の大きな流れのとらえ方につい

て語った。それは船井幸雄氏の著

書「一粒の人生論」に書かれた中国

の大河の話であった。

 「中国大陸を流れる二つの大河で

ある揚子江と黄河は、マクロに見れ

ば西から東に流れています。しか

しミクロというか部分的に狭い範

囲を見れば北に流れていたり、南に

流れているところもあります。そ

れでも全体の流れは、西から東に流

れているのです」

 最近の医療制度のありようを示

すため、高橋教授はこの例を用いた

のだが、ここ数年、医療制度自体が

方向性を変えているので、医療の

現場は制度改革の方向性を見失い

がちだ。しかし黄河が西から東に

流れているように、医療制度も「病

床削減と機能分化」に向かって流れ、

「目的地は急性期病床の密度を上げ、

しっかりとした体制で急性期医療

が実施できる体制の確立と、連携・

往診を中心とした地域医療を守る

体制となる」

 ミクロの流れに惑わされず、大き

な流れを見誤ってはならない。

 高橋教授はそう喝破した。

 そのうえで話は2010年の診療報

酬改定はどうなるかに移った。

 じつは高橋教授、政権交代前にす

でに「政権与党が自民党であろうと、

民主党であろうと新政権発足後に

診療報酬改定の具体的な内容に踏

み入る時間がないため、おそらくこ

れまでの基本路線の踏襲になる」と

予想をしていたという。

 とくに12年度は、診療報酬と介護

報酬が同時改定となるため、大胆な

改革がされると予想。10年度改定

はその前哨戦であるとのとらえ方

を示した。

 現在中医協では次期改定に向け、

活発な論議が繰り広げられている

が、ＤＰＣ制度の調整係数を廃止し

新機能評価係数を作ることに集約

されている。

 その影響は、入院収入における包

括部分の点数比率が高ければ高い

ほど大きくなるという。およその

目安として高橋教授は、「入院患者

の診療報酬点数の包括部分と、出来

高部分の比率が半々であるならば、

新医療機関別係数が現在の医療機

関係数より0.1上がれば入院収入が

５％増収し、0.1下がれば入院収入

が５％減収する」という。赤字もし

くは経常収支率がかろうじて数％

プラスという病院が多い中、入院の

利益率が５％上下することは経営

上重大な問題であり、少なくともＤ

ＰＣを実施している病院は、今回の

調整係数廃止の動向を注目して見

守る必要があるとした。

 一方、今後さらにデータ分析や追

加調査を実施すべきとされた項目

として、①救急・小児救急医療の実

施状況および救急における精神科

医療への対応状況への評価②患者

の年齢構成による評価③医師、看護

師、薬剤師などの人員配置（チーム

医療）による評価④ジェネリック医

薬品への評価―などを挙げた。

 それでは大変革が予想される12

大きな流れを
見誤ってはならない

10年改定は変革の前哨戦

一般病床を亜急性・
回復期病床に

Ⅰ．基調講演
「2010年の診療報酬改定およびそれ以降の展望」

国際医療福祉大学大学院　医療経営管理分野
分野長・教授　高橋泰氏

「2012 年は大胆な改革が予想される」とし
た高橋教授

START
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年以降の制度改革の流れはどうな

るのだろうか。

 高橋教授は、たとえばアメリカな

どと比べると日本の病院病床数は

あきらかに過剰であることから、今

後①疾病構造や医療・介護のニーズ

の変化に対応した病院・病床の機能

分化の徹底②地域住民の利便性に

配慮した集約化―を進め、思い切っ

た適正化を図るべきだとする。

 機能分化については、「今後の診

療報酬改定で改革のターゲットに

なるのは、ＤＰＣに参加していない

一般病棟になる可能性が高い」と説

明。将来的な人口構成や医療・介護

の費用推計により、病床の集中と選

択を実施していけば、「現在98万床

ある一般病床から31万床を亜急性・

回復期病床に転換する必要」との見

込みが成り立つという。

 今後一般病床をすべて包括払い

にするという施策をとれば、病院

によってはＤＰＣ病院の要件を満

たせず、一般病床から亜急性・回復

期病床への転換をせざるを得ない

状況となることもありえるとした。

それらを見据えた上での、病院経営

が求められている。

 病床数の適正化を図るための医

療機関の地域での集約化は、これま

でのような診療所、地域の病院、高

次専門病院といった階層的な機能

分担ではなく、病院と病院、病院と

診療所が連携することで、地域の医

療資源を最大限に生かしたネット

ワーク型の医療提供システムを構

築していくべきだとした。

 そのためには地域連携パスなど

のＩＴ化を進め、ネットワーク内で

の情報共有が不可欠だという。

 「情報共有の結果、ネットワーク

全体で地域住民の健康管理や診断

管理を行うことができれば、重複検

査の減少、薬歴管理の一元化による

事故リスクの軽減に貢献できる」

 高橋教授は地域における医療・介

護・福祉の一体的な提供を目指す

「地域包括ケア」の実現も提唱した。

つまり医療や介護を必要とする高

齢者などが地域や在宅で生活する

ためにはさまざまな支援サービス

が必要であり、それは医療だけでも

福祉だけでも不十分だとして、これ

からは医療と福祉が手を結ぶこと

が不可欠になると予測した。

 「変革期における病院の再構築」

をテーマに行われたパネルディス

カッションでは、大成建設が提案す

る「経営改革」「運営改革」「経営・

運営計画に基づいた最適な施設設

計」の３つのソリューションを紹介。

急性期病棟と慢性期病棟を併設す

る中規模ケアミックス病院を再構

築した事例を通じて、具体的な取り

組みを紹介した。

 事例として挙げられた病院では、

200床のうち一般病床が90床、医療

療養病床が50床、介護療養病床が60

床。同院は介護療養病床の老健へ

の転換を考えていたが、大成建設は

①経営改革…一般病床数を地域の

実情に合った数に削減。適正な病

ネットワーク型
地域連携の構築

Ⅱ．パネルディスカッション
「変革期における病院再構築」

進 行 役／日本スリーアール株式会社　代表取締役ＣＥＯ
　　　　　医療コンサルタント　奥住悠夫氏
パネラー／大成建設株式会社医療福祉本部

高橋教授の軽妙な講演に会場は聞き入った

経営改善策の実例を提示
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床数による適正な投資を可能とす

る素地を作る②運営改革…慢性期

病棟を亜急性期→回復期→特殊疾

患病棟に整備し、症状の段階別に

患者を移すことにより亜急性期か

ら緩和ケアまでの流れを院内で作

る③施設設計…これらを実現させ

るため、既存病棟の改修と新病棟

の設立を実施する―という改革プ

ランを提案した。同院はこれを基

に、経営改善、運営改善、施設整備

の最適化を目指して事業を進めて

いった。

 

 ①の経営改革の視点では、病院

単独では実施が難しかった最適病

床数の算定や入院単価比較分析を

実施。病床数の算定には回復期リ

ハビリテーション病棟連絡協議会

が各都道府県別に公表している目

標病床数を参考とし、最適な病床数

を算出し、急性期病床からの転換を

行った。入院単価比較分析では、入

院単価が停滞する５週目以降の入

院患者を一般病棟から回復期リハ

や特殊疾患を扱う病棟に移すこと

により、一般病床の在院日数を39日

から21日以下に短縮し、入院単価の

アップを実現した。

 そのうえで、病棟の改修・新設の

ため事業収支計画の見直しにも着

手し、病院案と大成建設案を比較。

双方のメリット・デメリットや金融

機関からの借入金の完済にかかる

期間等を比較したところ、大成建設

が提出した事業計画案が採用され

た。介護療養病床を老健に転換せ

ず、回復期リハビリテーションや特

殊疾患に対応する体制構築を行う

ことにより、患者が外部に流出する

ことを防ぐだけでなく、一般病床の

再編も実現し収益アップが実現で

きることがその理由だった。

 ②の運営改革の視点においては、

経営改革の計画上の課題を抽出し、

具体的な解決策に落とし込む流れ

についての説明が行われた。

 ここでは、「急性期と慢性期の病

床数を再編する」という経営改革を

運営するにあたって▽病院を稼働

しながら再編ができるのか▽新病

棟と既存病棟の間に公道が存在す

るが、病院間での物品の搬送に手間

がかからないか▽限られた人的資

源の中で、病棟を新設しても利益拡

大を実現できるのか―などの問題

が発生した。大成建設はこれらの

問題を「病棟の新設・改修前後にお

いて、複数拠点の運用業務をどのよ

うに実施するか」に置き換え、患者

動線、スタッフ動線、物品動線を想

定。「何を、どこに、どれくらい置い

ておくか」という解決案を病棟の設

計時に提示した。

 まず物品ごとに保管から搬送に

いたるまでの物流モデルを策定。

搬送時における負荷の大きさ、管理

工程数、在庫量等のさまざまな角度

から個々の物流モデルを評価し、最

最適病床数や
入院単価を算出

経営改革のため
課題解決策提示

経営・運営・施設の観点から改革事例を発表した
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適なモデルを絞り込んだ。次に、物

品ごとの推奨搬送モデルに基づき、

新病棟と既存病棟との間の搬送パ

ターンや保管方針を搬送対象（患者、

薬剤、食材、診療材料など）ごとに設

定した。

 これらの計画に従って病棟の改

修・新設が決定。経営改革を実現で

きるインフラ作りが可能となった。

  ③の新病棟の設計にあたっては、

上記の運用改革を実現するために、

患者や職員の適正配置による業務

の効率化、検査・物品スペースの省

スペース化等を目指した。施設設

計にあたっては平面図のみでなく

三次元化された設計図も提示。顧

客である病院の職員が完成後の姿

をイメージすることを可能にした。

 以上の取り組みにより、対象と

なった病院の収益は向上。また効

率の高いコスト削減策も実現して

いるという。

 医師不足で病院の縮小や地域医

療の崩壊が叫ばれる中、相澤病院の

医師・職員数は現在1527人と10年以

上連続して増加しており、経営収支

は13年間、黒字を保っている。その

鍵は、慈泉会理事長でもある相澤孝

夫院長が持つ、医療経営の信念に基

づく組織マネジメントにあった。

 長野県松本市にある相澤病院は

病床数471床の急性期病院。地域医

療支援病院、救命救急センターなど

に認定される中核病院だ。有床医

療機関過多の同地域において、ベッ

ド稼働率は93.6％と高い。

 13年前まで６年連続の赤字だっ

た病院が、なぜ黒字化し、再生した

のか。相澤院長は「医療経営とは医

療の質を担保して利益を得るため

の組織・人材管理と運営を行うこと。

病院理念やビジョンを職員と共有

し、『相澤病院の医療』を行うよう

にした」という。「病院力とは、立派

な理念を掲げるだけではなく、それ

を実現させる仕組みをいかに講じ

ているかだ」と力説する。

 どの病院にも「良質な医療を提供

する」といった理念がある。その

実現化のため同院は独自のビジョ

ンを職員一丸で共有。救急医療と

いっても各職員間で概念が異なれ

ば、提供する医療サービスにばらつ

きが出る。その防止のため『相澤病

院の救急医療』『相澤病院の救急患

者』というビジョンを職員に提示し、

「救急医療とは、どんな患者も断ら

ず必ず診療する」と明言した。「患

者に一次、二次、三次の病院区分が

分かるとは思えない」と、いま困っ

ている患者を救うことで患者の満

足と信頼を得る。

 しかしビジョンを示すだけで経

営は好転しない。ビジョンの実現

化にむけ、職員は各部署で現状課

題を分析し、解決に向けた計画を人員の適正配置で業務の効率化を目指す

Ⅲ．特別講演
「時代の要請に対応できる急性期病院の経営とは」

社会医療法人財団慈泉会相澤病院
理事長・院長　相澤孝夫氏

相澤病院の医療経営とは

「組織・人材管理を一体で行うのが病院経営」
と相澤院長

相澤式・組織マネジメント
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設定している。相澤院長は現場の

課長を「経営職」と呼び、経営への参

画を促し責任をもたせて自立させ

た。約110人もの「経営職」である課

長と自ら１対１で面談し、トップの

意思を伝える。同院はピラミッド

型組織ではなく、院長を中心にした

フラット型組織だ。病院長の意思

は現場に浸透し、院長のビジョンに

沿った行動計画策定が確認される。

「病院は時代の変化に即応し続ける

もの」とする相澤氏自身も、変革の

情報源となる現場の意見を吸い上

げられる。フラットな組織体制は

事業部門の損益把握とすばやい対

応を可能にした。 

 「相澤病院の胆嚢炎手術における

在院日数は、ベンチマークすると隣

接病院より長い」とテレビで放映さ

れ、同院は状況分析を開始した。結

果、隣接病院は胆嚢炎治

療に腹腔鏡下胆嚢手術を

行っていたが、相澤病院は

消極的だった。理由は①

胆嚢炎における重症度の

定義付けが困難②緊急手

術の施設キャパシティが

ない③腹腔鏡下胆嚢摘出

手術を行う術者の習熟度

―であった。そこで外科・内科の院

長補佐と救急統轄部長が討議し、胆

嚢炎のクリニカルパスを作成して

クリニカルパス委員会で審議。病

棟と救急現場が重症度診断や治療

のフロー図を作り、パスを使って治

療を行うようにした。こうした改

善計画を実行した結果、手術件数が

増え患者の在院日数は短縮された。

 病院の不備に気づいたら即座に

担当部署が改善に向けて行動し、病

院全体が改革される。「この制度を

導入して、以前は１年かかった新制

度導入が、３〜４カ月で可能になっ

た」と相澤院長はいう。

 職員の自律的な目標設定と達成、

いうサイクルを繰り返すうちに、よ

り目標達成感を得ようと職員は積

極的に患者満足度を求めて行動す

る。こうして医療の質を向上させ、

患者をリピーターにして経営上の

黒字を保っているのだ。

 相澤院長の医療経営と組織マネ

ジメントは、民間大企業の経営者指

針をほうふつとさせる。患者に選

ばれる良質な医療を提供しつつ、時

代に対応する組織マネジメントが

今の病院経営に求められている。

胆嚢炎手術における
病院改善例

職員を自立させ、
結果を出す

相澤院長の医療経営論に参加者は耳を傾けた

＜救急医療とは（相澤病院のビジョン)抜粋＞

＜救急患者とは（相澤病院のビジョン)抜粋＞

・どんな患者でも決して断らずに必ず診療する
・紹介された患者も断らず必ず診療する
・患者側にたてば一次・二次・三次の区分をすることは困難（誰しも今
の状態を速く何とかしてほしいと思うのでは）

・発症が通常の診療時間外であればすべて救急患者とする
・通常の診療時間内であっても、発症後間もない又は経過の速い変化
及び急激な変化を伴う傷病者は救急患者とする。
たとえば激しい疼痛、発熱、出血、痙攣、喘息
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