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消費税課税 「中医協とは別に協議する場を」　日医など要望
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　2012年度の診療報酬・介護報酬改定は単なる改定ではなく、超高齢社
会のエポックとされる2025年を見据えたものとなった。10日に開かれ
た医療経営ステップアップフォーラムin福岡（大成建設株式会社、株式会
社と医療タイムス社：共催）では、同時改定を検証。さらには連携時代に
先んじた介護、医療の姿の報告があった。その抜粋をレポートする。

連携時代に求められる
病院経営の新しい戦略を探る
連携時代に求められる

病院経営の新しい戦略を探る

医療経営ステップアップフォーラムin福岡

ーダブル改定の検証と次期改定の動向ーーダブル改定の検証と次期改定の動向ー



医療タイムス 2012年11月26日  No.2086 7

介護老人保健施設の主な改定内容

 三根氏は、2012年の介護報酬改
定について解説。介護報酬は、プ
ラス1.2％とされているが、従来は
外付けであった処遇改善交付金が
2.0％加算されたために、実質0.8％
のマイナスと評価されていること
を明らかにした。
 その上で三根氏は、今回の介護
報酬改定では、介護老人保健施設
の在宅復帰支援機能の強化が求め
られたことが大きな特徴だとする。
現在、医療分野では長期入院する
と点数が下がるというシステムと
なっているが、介護保険の中でも
実は老健施設は在宅復帰を目指す
という文言がある。つまり単に施
設から退所させるだけではなく、
在宅復帰をさせた施設に点数を加
算する。三根氏は、「在宅復帰支援
機能を持った老健施設の１人勝ち
で、他はすべてマイナスになるこ
とが大きな特徴」だと言う。
 例えば、算定要件の１つに在宅
復帰率が定められた。これは６カ
月間の退所者数のうち、50％以上
が在宅に復帰することを求めるも
のだ。ただし、「単身世帯、老老世帯、
または認知症患者などにすれば非
常に難しい要件」となる。では軽
度の入所者だけを追えばいいのか
となるが、そこでも要介護４、５
の入所者の占める割合を35％以上
などとする要件が定められている。
 いずれにせよ在宅復帰に点数を
つけたことを見れば、「今回の介護
報酬改定は歴史的な意味を持つも
のだと思う」と三根氏は断言した。

現状では10％程度の老健施設が在
宅復帰・在宅療養支援機能加算を
算定するにとどまっており、今後
より算定しやすい環境ができるこ
とを三根氏は願っている。

 三根氏は、今後高齢社会のボ
リュームゾーンとなる団塊の世代
と地域包括ケアの在り方について
言及した。
 団塊の世代は、「核家族、自由、
男女同権、豊かな生活」などがキー
ワードとなる世代であり、近隣や
身内に頼らない生き方をしてきた。
つまり、豊かな日本を経験してき
た多様な価値観を持つ団塊の世代
は、「果たして地域を意識している
のだろうか」と三根氏は懸念する。
そして地域包括ケアシステムを政
策的に展開しようとしている国と

は、「若干の意識のずれがあるので
はないか」と三根氏は指摘した。
 その上で三根氏は、団塊の世代
が求めるプライバシーを充実させ
たサービス付高齢者住宅の建設が
進むことは、民間大手の介護事業
者にすれば50年に１度くらいのビ
ジネスチャンスを迎えることにな
ると強調。ただ「地域を活性化し、
広い意味での包括ケアを目指すな
らば一民間企業、一省庁だけでは
難しい。幅広い施策が必要だろう」
と述べた。
 最後に、「医療法人が2025年に
向けて地域包括ケアの構築に乗り
出す決断のときが来ているのでは
ないか。介護が産業となるときに
は高齢者は資源になるのだから」
と三根氏は結んだ。

高齢者医療と病院経営
〜医療、介護を取り巻く状況と将来展望〜

三根 浩一郎 氏
医療法人幸明会新船小屋病院　理事長
公益社団法人全国老人保健施設協会　副会長

在宅復帰を目指す介護保険
歴史的な転換期を迎える

団塊の世代は
地域を意識することはあるのか

◆介護老人保健施設の在宅復帰支援機能の強化
○在宅復帰支援型の介護老人保健施設を強化する観点から、在宅復帰の状況
及びベッドの回転率を指標とした報酬体系の見直しを行う

（１）在宅復帰率およびベッドの回転率が高い施設より評価した基本施設サー
ビス費の創設

（２）在宅復帰・在宅療養支援機能加算の創設
（３）入所前に入所者の居宅を訪問し、早期退所に向けた計画を策定する場合

を評価

◆認知症行動・心理症状への対応強化
○認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難となった場合の受け入れにつ
いて評価を行う。

◆肺炎などへの対応の強化
○入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎などの疾病を発症し
た場合の施設内での対応を評価

◆ターミナルケアの評価
○介護老人保健施設におけるターミナルケアについては評価を見直す
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 済生会熊本病院名誉院長の須古
博信氏は、「地域完結型医療の実現
をめざして」と題した講演を行っ
た。同院は、今から20年前に病診
連携室を開設（現在は医療連携部）。
周辺の病院、診療所との連携強化
に努め、見事な連携システムを作
り上げている。
 冒頭須古氏は、地域における連
携の心構えとして、「自分の病院の
情報をすべてオープンにすること。
また病院もオープンにして、地域
の医師たちが気軽に足を運べるこ
とが大切だ」と述べた。問われる
のは、それを実践する覚悟がある
か否かということだという。
 また地域連携を推進するとなれ
ば、自院は急性期医療を担当する
のか、慢性期医療を担当するのか、
これも１つの覚悟として、自分た
ちの機能を明確にしていかないと

相手も分かってくれない。
 熊本市は、全国で最も医療機関
の機能分化が進んでいる地域だと
言われている。その中で済生会熊
本病院は、「急性期病院の中の急性
期病院」と言われよう徹底して特
化してきた。1989年には混合外科
病棟（現在の救急センター）を開
設した。当時は、地域の中核病院
であったとしても平気で救急車を
断る時代。その中で同院は、救急
患者を引き受ける最後の砦として
存在することを打ち出し、実際に
機能の充実を図ってきたという。
 現在では平均在院日数は10.2日、
紹介率63.3％、逆紹介率は175.8％
という数になっている。
 1992年に病診連携室を設置した
後に、1995年には連携施設情報共
有誌を作成した。これは連携を開
始した病院、診療所のすべての情
報を１つの冊子にまとめたもので、
連携時の貴重な情報源となってき
た。現在では連携医療機関情報シ

ステム「連携ＭＡＰ」を運用し、
患者のニーズにあった医療機関情
報を迅速に検索が可能としている。
 また高度医療機器の共同利用、
開放型病床（10床）を設置するな
ど着実な連携を進めてきた結果、
現在では看護師同士の連携、理学
療法士同士の連携などが各施設間
で行われるまでになっている。

 もう１つ同院で特徴的なことで、
須古氏が強調したのは、1997年に
は本格的に作成し、運用を開始し
たクリニカルパスだ。
 このクリニカルパスの運用には
３つの意味があったと須古氏は述
べる。１つは、もう１度自分たち
の医療を見直すことで大きな意味
があった。クリニカルパスとは、
診療の工程表を作って治療を行っ
ていこうというもの。それは今ま
で行ってきた治療がどういうもの
なのかを洗い出す作業でもあった。
 ２つ目はチーム医療の推進とい
うことだ。患者の治療計画を作成
する際には、医師、看護師、薬剤
師など多くの職種が関わることに
なる。そこでの議論、実践がすな
わち多職間によるチーム医療とな
るのだ。
 ３つ目は、クリニカルパスには患
者自身が入院してから退院するま
での１日ごとの治療情報が書き込

地域完結型医療の実現をめざして
ＩＣＴの利用で連携の質を管理する

病診連携、病病連携
機能分化で連携システム

チーム医療に不可欠な
クリニカルパス

済生会熊本病院名誉院長　須古 博信 氏

済生会熊本病院の特徴

１．急性期型病院に特化
　救命救急センター（42床）　ＩＣＵ（16床）、ＨＣＵ（12床）
　平均在院日数 10.1 日

２．救急医療に注力
　専門救急、救急車等搬入数　約 8700 台
　Mobile ＣＣＵの稼働、ヘリポートの設置

３．高度、専門医療の提供
　臓器別診療体制、成人病治療、がん治療

４．地域医療連携の積極的推進
　地域完結型医療の推進、紹介率約 63.3％　逆紹介率 175.8％

５．予防医学への努力
　人間ドック、専門ドック

６．独特の運営体制の保持
　人事評価制度、クリニカルパス、ＴＱＭセンター、電子カルテ、ＢＳＣ



まれる。そのことによって患者が安
心することができるのだという。
 確かに、「クリニカルパスの実施
当初は、重症患者もいることから定

型的な治療は不可能
ではないかと批判さ
れていた」と須古氏
は語る。しかし、実
際に同院に入した過
去の患者を調べてみ
ると約７割は定型的
な治療が行われてい
たことが分かった。
例えば外科的分野で
の術後の処置は部位
は違っても、行われ
ていることがほぼ一
緒だったのだ。
 「多職種間の連携が
密となりチーム医療

が充実することは、まさに職種間
の壁がなくなるということ。それ
ぞれの専門職の強みを生かしなが
ら、患者中心の治療が可能となる」

 須古氏は、済生会熊本病院は「病
院の使命、戦略を優先し、経営を
してきた。診療報酬改定はそのあ
とからついてくるものだ」と自信
を見せる。
 事実2012年度診療報酬改定では、
自院に該当する加算項目が200項目
以上あったが、それは求めたわけ
ではなく、結果としてそうなった
ものだという。
 さらに、「これからは病院完結型
から地域完結型の医療が求められ
る。地域連携部間の充実とともに、
ＩＣＴの利用、ネットワークによ
る情報共有など、連携の質を管理
する方途が必要だ」と、地域医療
の在り方を提言した。
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 医療経営ステップアップフォーラム

病院の使命、戦略が優先
診療報酬改定はそのあとに

　日本大学商学部教授で、日本医療バランスト・ス
コアカード研究学会会長の高橋淑郎氏は、「医療の
ＢＳＣの利用方法と成果の変化」をテーマに講演し、
ＢＳＣ（バランスト・スコアカード）が病院から地
域へと、さらに医療政策にまでつながっている状況
を紹介した。
　ＢＳＣとは「財務の視点」「顧客の視点」「業務プ
ロセスの視点」「成長と学習の視点」を 4つの視点
と定め、ビジョンと戦略を明確にし、分かりやすい
言葉で伝える（戦略マップ）、戦略目標と尺度（成
果指標）をリンクさせて職員に周知徹底する（スコ
アカード）、目標設定などアクションプランの整合
性を担保するなどを経て、組織目標を達成していく
ために使われる。
　近年では単なる業務評価システムであったＢＳＣ
が、組織改革のフレームとして使われるようになっ

てきた。またそれは医療現場でも利用されはじめ、
ドイツやアメリカ、そして日本でも、例えば「手術
場の運営に関するＢＳＣ」「病理検査室の運営に関
するＢＳＣ」などの切り口で見られるようになって
きたという。高橋氏によれば、この動きはより顕著
となり、「現在では病院から地域へ、地域から医療
政策へと結びつき始めている」と指摘する。病院、
地域、医療政策のそれぞれのカテゴリーで、ＢＳＣ
が利用され、効果を上げ始めているというのだ。そ
の上で高橋氏は「今後はＩＣＴとの融合も含め、多
様にＢＳＣの利用がなされる」と期待した。

医療ＢＳＣの利用方法と成果の変化

済生会熊本病院の連携医療の進化

1992 年

1995 年

2000 年

2003 年

2004 年

　

2008 年

病診連携の開始
連携室の設置、病診連携会議の開催

「連携施設情報共有誌」の作成
※ 1997 年、2004 年改訂
高額医療機器の共同利用

開放型病床（10）設置

看護連携会議の発足

理学療法士病診連携会議の発足
連携バスの作成
院内カンファレンスの公開

病診連携フォーラムの開催



10 医療タイムス 2012年11月26日  No.2086

 医療経営ステップアップフォーラム

 中医協の診療側委員でもある日
本医師会常任理事の鈴木邦彦氏は、
特別講演「診療報酬・介護報酬同
時改定の検証と次期改定の方向性」
を行った。
 2012年度の診療報酬改定は、全
体で0.004％のプラス改定となっ
た。鈴木氏は「財務省などからの
マイナス改定の圧力の中で、髪の
毛１本ほどのプラス改定となった」
とし、さらには金額的には前回改
定とほぼ同額となっていることを
指摘した。
 小泉政権時代には、３％を超え
るマイナス改定がなされ、そこか
ら医療崩壊が始まったとの認識を
鈴木氏は示す。その意味では、か
ろうじてプラス改定となったこと
は、厳しい病院経営の環境には間
違いないが、評価はできるとした。
 また前回改定では入院対外来の
を11対１と区分けされたが、今回
は改定では結果的に2.4対１という
形になり、「中医協としての役割を
果たせた」と述べた。
 その上で改定のポイントとして、
▽地域医療の再生を図る観点から、

医療と介護の連携、在宅医療が重
点課題となり、診療所、有床診療所、
中小病院の役割が評価された▽医
療資源の少ない地域に配慮した評
価が行えた▽在宅や外来での緩和
ケア、認知症など身近なところで
の受ける地域密着の医療が評価さ
れた▽一方で、前回引き下げられ
た診療所の再診料は、議論の対象
にもならなかったことは遺憾であ
る―とした上で、「2025年度のある
べき医療・介護の姿を念頭に置い
た取り組みが行われようとしてい
るが、あくまでも既存の資源を活
用した日本型医療で対応するなら
本当の一歩になるだろう」と評価
した。

 日本医師会では、12年度診療報
酬改定について今年６月から７月
にかけて調査を実施した。調査票
発送数は、診療所は3803、病院が
346、有効回答数がそれぞれ2037、
169で 有効回答率はそれぞれ
53.6％、48.8％となった。
 それによると今回は改定されな
かった初診・再診料について非常

の多くの意見が
寄せられ、「医師
の技術料である
が、適切に評価
されていない」
「加算ではなく再
診料本体を引き
上げるべき」な
ど現状据え置か

れているのは問題との指摘が多
かった。
 また今回強化型の在支診が新設
されたが、現在在支診である診療
所は、そのままの形態か、もしく
は強化型を視野に入れている。し
かし一方で、現在在支診ではない
診療所は、今後新たに届け出よう
という気はないことが分かった。
 ただ緊急往診や看取りなどは在
支診以外の診療所でもそれぞれ３
割、２割と行っていることも分かっ
た。在支診としての届け出をしな
いは、24時間対応の体制を確保す
ることが難しいと回答し、地域で
連携する強化型でも、近隣の医療
機関に頼みにくいという問題があ
ることも判明した。
 鈴木氏は、現在の中医協でも話
題となっている病院の一般病棟入
院基本料についても調査を報告し
た。それによれば要件のうち、特
に満たすことが困難なものは「看
護職員数」、次いで「平均在院日数」
「看護必要度の基準を満たす患者の
割合」だという。
 しかも看護師の採用については、
５年ぐらい前に「かなり困難だっ
た」病院は32.7％であり、現在「か
なり困難」な病院は43.4％に増加
している。鈴木氏は、「看護師の確
保が困難になっていることから、
看護配置要件の見直し、夜勤72時
間ルールの緩和を求めていきたい」
と、次期改定に期待を寄せた。

診療報酬・介護報酬同時改定の検証と
次期改定の方向性

前回改定と
金額的にほぼ同じに

加算ではなく
再診料本体を引き上げるべき

鈴木 邦彦 氏

日本医師会常任理事
中央社会保険医療協議会委員
医療法人博仁会理事長

医科改定財源 4700 億円

　１．病院勤務医などの負担軽減に 1200 億円

　２．在宅医療などの推進に 1500 億円

　３．がん治療、認知症治療などに 2000 億円

12年度改定の医科重点項目について




