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　2025年問題に向けて、さまざまな施策がうねりとなって医療機関を包み込
む。医療機関は自院の現状を把握し、地域の医療ニーズに合わせた病院の機能
分化と連携が必要となってきた。12月6日に開かれた医療経営ステップアッ
プフォーラム（大成建設株式会社、株式会社医療タイムス社／共催）では、医
療機関の今後のあるべき姿と国の施策が紹介された。

医療経営ステップアップフォーラム in 2014

見えてきた医療政策と病院経営の実例見えてきた医療政策と病院経営の実例
2025年の病院再編に向けて2025年の病院再編に向けて

取材 ● 本誌編集部
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 飯塚病院は、福岡県飯塚市にあ
る医療機関であり、株式会社麻生
が経営する企業立病院だ。同院で
経営担当副院長を務める岩佐紀輝
氏は、「地方における急性期病院
の経営」をテーマに講演をした。
 飯塚病院の歴史を語る岩佐氏は
1970年代〜 80年代の同院を、「西
のおんぼろ病院の横綱。医師免許
があれば誰でも採用した」と紹介
した。実は同院は今年創立96周年
を迎えたが、そのうちの72年間が
赤字経営だったというのだ。「急
性期病院としてこう経営してい
る」と講演ができるようになった
のは、つい最近のことだという。
 転機は1982年に救命救急セン
ターを設置したことに始まる。近
郊の県立病院が労働組合の反対で
患者を受けられなくなり、県から
救命救急センターの設置を求めら
れたのだ。この救命救急センター
は発展を遂げ、年間４万人近い受
診者があり、救急車も月600台を
受け入れているという。
 89年には臨床研修医指定病院と
なり、初期研修医の受け入れを開
始。毎年16人がフルマッチングし、
初期研修としては人気の高い病院
になっている。現在では米国・ピッ
ツバーグ病院から家庭医療の指導
医を招き、講習。38人の総合診療
医と９人の家庭医が院内に在籍し
ている。
 また92年、産業界ではＱＣ活動
となるＴＱＭ活動を導入し、「毎
年春に全院でキックオフ大会を開

催し秋には成果報告会を開催して
いる」（岩佐氏）。この活動は開始
以来20年が経つが、岩佐氏がいう
には「飯塚病院の中で、お客様は
患者だけではなく、後工程もお客
様という考え方がＤＮＡとなった
ことが大きい」と、意義を語る。

 改革に着手した飯塚病院に98年
12月、田中二郎氏が院長に就任し
た（第12代、現名誉院長）。と同
時に、いわゆるアドミストレー
ターと呼ばれる、経営企画部門も
誕生した。それぞれ30歳台という
若い経営管理部長、企画管理課長
が赴任し、田中院長の体制を支え
たのである。
 田中院長は、自院は地域の中で
どのような役割を引き受けていく
のか（ポジショニング）、何をやっ
て何をやらないのか（トレードオ
フ）などの戦略を突き詰め、その
上で、新生児集中治療室の３床開

設（現在は総合周産期母子医療セ
ンター 12床）、地域がん診療連携
拠点病院の指定、脳卒中センター
（ＳＣＵ５床、脳外科救急病床9床）
の開設、ハイケア棟竣工（救命救
急センター移転新設、救急病床20
床新設）など、ハード面の充実を
矢継ぎ早に実施する。
 また、独自の事業計画を策定し
た。それは院内を内科診療部門、
外科診療部門、生活習慣病部門、
看護部、経営管理部など11部門に
分けてそれぞれのトップを副院長
として配置。院長の打ち出しを副
院長が各部門で方針展開し、事業
計画を策定。達成具合を院長が評
価面談し、目標を立てるときも目
標確認面談をするなどのマネジメ
ントを行った。

地方都市における急性期病院の経営

飯塚病院の改革を説明する岩佐氏

72年間は赤字経営
転機は救命救急の設置に

事業制とフィールド制の
組織改革に着手

株式会社麻生飯塚病院　経営担当副院長　岩佐 紀輝 氏
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図１　飯塚病院の医業収益と経常利益 セミナー資料より
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 一方医療現場では少しずつ変化
が起きていた。「初期研修が必修
化され、地方大学の医局員が減少。
さらには救命救急センターにコン
ビニ受診の風潮が見られ、需要と
供給がアンバランスとなり、現場
が疲弊してきた」（岩佐氏）。そこ
で組織の活性化を図る。それが事
業制とフィールド制による組織変
革だ。簡単に言えば、事業部門と
して医師部門、看護部門、総合支
援（コメディカル）部門、経営管
理（アドミストレーター）部門に
分けて、職員は必ずどこかの事業
部門に所属する。そこから実際の
診療の現場に出ていき、現場
（フィールド）が終われば、事業
部門に戻るというイメージだ。
 「例えば薬剤師の事業部門は、
総合支援部門の薬剤部になる。そ
こから医師や看護師がいる臨床の
現場に赴き、実際に働き、意見を

交換し、その後薬剤部に戻る。そ
こで専門的な立場で改善のディス
カッションを行うことになる」。
 臨床の現場ではチーム医療がス
ムーズに行われ、さらに各事業部
門では目標と戦術が共有されるこ
とになり、極めて組織的な連携が
可能になるというのだ。

 飯塚病院は2013年に北棟が竣工
した。北棟はクローバー型病棟と
いうコンセプトであり、患者に寄
り添う看護の実践を標榜し、標準
化されたカートを持って看護師が
病棟にとどまる。カンファレンス
も病室で行うようになり、「看護
師が病棟、病室にいてナースステー
ションにいなくなった」。その結果、
看護師が患者のそばにいられると
いうことで、内発的なモチベーショ

ンがもたされるようになり、看護
師自身の意識が変化したという。
「まさに顧客・患者満足度の向上
は、従業員満足度を通じてなされ
ることが分かった」。特に、看護
は頭脳労働でも肉体労働でもない
感情労働の側面が強く、高度な感
情管理能力が必要となる。「大変
さをやりがいに変えていくことが
重要だ」と岩佐氏は述べた。
 岩佐氏は、「地方は今後さらに
人口減少を続けるが、座して人口
減少を待つわけにはいかない。し
かし、各地方の置かれた状況もさ
まざま。中央からのお仕着せは通
用しない」と指摘しながら、「高
度な技術や研究開発だけではな
く、日常の中にさまざまな知恵や
工夫を加え、自らの身の丈に合っ
たイノベーションを実現していく
ことが大切」と強調した。
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顧客・患者満足度の向上は
従業員満足度を通じて実現

 厚生労働省保険局医療課長の宮
嵜雅則氏は、これまで同省が進め
てきた医療機関の機能分化・連携
施策を振り返り、改めて地域包括
ケアシステム構築の重要性を指摘
した。
 医療機関の機能分化の背景に
は、少子高齢化による社会構造の
変化や、それにともなう医療費の
増大がある。国立社会保障・人口
問題研究所では、日本の人口動向
は、▽老年人口の増加と、生産・
年少人口の減少（第１段階）▽老
年人口は維持または微減、生産・

地域包括ケアシステムを整え
少子高齢・人口減少社会に対応

厚労省のこれまでの施策を説明する宮嵜氏

人口動態が変化
医療機関の機能にも変化が必要

年少人口は減少（第２段階）▽老
年人口、生産・年少人口が共に減
少（第３段階）―という３つの段
階を経て、人口減少に行き着くと
予測している。また地域によって
将来人口動向の減少段階は大きく
異なり、現在、東京都区部や中核
市などの都市部では第１段階にあ
るのに対し、人口５万人以下の地
方都市では第２段階に突入してお
り、過疎地域ではすでに第３段階
にあるという。政府のまち・ひと・
しごと創生本部有識者会議のメン
バーで日本創成会議座長を務める
元総務大臣の増田寛也氏は今年11
月の段階で、全国の自治体の794
市区町村（44％）が第２段階、第

３段階に達していると報告してい
る。
 もう１つの要因とされる医療費
の増大であるが、近年その伸び率
は鈍化傾向にあるものの、13年度
の医療費は39.3兆円にまで増大し
ている。

 このような背景もあり、厚労省

厚生労働省保険局　医療課長　宮嵜 雅則 氏

地域のニーズを把握
適切な医療資源を確保する
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は、2025年までをめどに医療や介
護だけでなく、福祉・生活支援サー
ビスが日常生活圏域で一体的に提
供される地域包括ケアシステムの
構築を目標に掲げた。「12年度の
診療報酬、介護報酬の同時改定は、
医療提供体制の再構築、地域包括
ケアシステム構築の第１歩だっ
た」。地域包括ケアにおいては、
地域の実情を反映した医療・介護
の提供が重要となるため、厚労省
では医療機関の機能分化や多職種
連携を強く推進する。病院・病床
機能の役割分担については、大幅
に膨らんだ急性期病床の削減に着
手、高度急性期、一般急性期、亜
急性期など病床機能の明確化と病
床機能に合わせた適切な評価を進
めている。
 また本年度から病床機能報告制
度が開始された。これにより一般
病床・療養病床を有する病院・診
療所は、医療機能の現状と今後の
方向性について、病棟単位で、「高

度急性期機能」「急性期機能」「回
復期機能」「慢性期機能」の４区
分から１つを選択し、そのほかの
具体的な報告事項と合わせて、都
道府県に報告しなければならな
い。報告を基に各都道府県は地域
医療構想（ビジョン）を策定。地
域医療ビジョンでは、各地域の医
療関係者、医療保険者などの関係
者が協議を行う「協議の場」を設
置し、地域医療構想の達成を推進
するために必要な事項について協
議していく。また、協議が調わず
議論が進まない場合に各都道府県
知事は、▽病院の新規開設・増床
への対応▽既存医療機関による医
療機能の転換への中止要請また
は、不足医療機能の提供の要請▽
稼働していない病床の削減要請―
の措置を講じる権限を持つ。さら
に措置や命令に従わない場合は、
▽医療機関名の公表▽各種補助金
の交付対象や福祉医療機構の融資
対象からの除外▽地域医療支援病

院や特定機能病院の不承認・承認
取消し―などの対象となる。
 この他の動きとしては、９月に
医療介護総合確保促進会議が医療
介護総合確保方針案を了承、11月
には地域医療介護総合確保基金の
交付が決定した。各都道府県が本
年度実施する事業は、▽病床の機
能分化・連携に関する事業（174
億円）▽在宅医療の推進に関する
事業（206億円）▽医療従事者の
確保・養成に関する事業（524億円）
―となっている。
 宮嵜氏は、「18年は診療報酬・
介護報酬の同時改定だけでなく、
第７次医療計画・第７期介護保険
事業計画も見直す大きな節目の年
となる。病床機能報告制度や地域
医療構想は18年度の医療計画に向
かって進んでおり、それを踏まえ
た16年度の改定では診療報酬体系
の在り方も含め、医療機関の機能
分化・強化、連携などをさらに進
めていく必要がある」と強調した。

○病床機能報告制度の運用開始、地域医療ビジョンの策定及び都道府県の役割の強化等を含めた
　医療機能分化・連携に係る取組みの流れを整理すると、以下のようになると考えられる

【病床機能報告制度の運用開始】（平成 26年度～）
・医療機関が担っている医療機能を都道府県に報告（※）

【地域医療ビジョンの策定】（平成 27年度～）

※報告の基準は、当初は「定性的な基準」であるが、
　報告内容を分析して、今後、「定量的な基準」を定める

・都道府県において地域医療ビジョンの策定
・地域の医療需要の将来推計や病床機能報告制度等により医療機関
から報告された情報等を活用し、二次医療圏等ごとに、各医療機
能の必要量（2025 年時点）等を含む地域の医療提供体制の将来の
目指すべき姿を示す

【都道府県の役割の強化】
○医療機関や医療保険者等の関係者が参画し、
個々の医療機関の地域における機能分化・連携
について協議する「協議の場」の設置
○医療と介護の一体的推進のための医療計画の
役割強化（介護保険の計画との一体的な策定）

【医療機関による自主的な機能分化・連携の推進】
・医療機能の現状と、地域ごとの将来の医療需要と各医療機能の必
要量が明らかになったことにより、将来の必要量の達成を目指し
て、医療機関の自主的な取組みと医療機関相互の協議により機能
分化・連携を推進

現行の医療法の規定により、案の作成時に、
診療又は調剤の学識経験者の団体の意見を
聴く

現行の医療法の規定により、策定時に医療
審議会及び市町村の意見を聴く
※意見聴取の対象に、保険者協議会を追加

診療報酬と新たな財政支援の仕組み
による機能分化・連携の支援

機能分化・連携を
実効的に推進

図2　医療機能の分化・連携に係る取組みの流れ

セミナー資料より
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の総合技術、腕の見せ所でもある」
と強調した。同社では課題をクリ
アするため、▽シンプル・フレー
ム：シンプルな平面と構造形式の
採用▽オーバーハング：空中容積
を建物にとりこむ『ひな壇テラス』
▽ユニバーサル・コア：メーン導
線の集約▽光のプラザ（写真参照）
―という４つの工夫を導入した。
 中でも、総合受付が位置する「光
のプラザ」は、外来全体が一目で
見渡せる多目的大空間。コミュニ
ティー、アメニティの核として設
計した。その点について松村氏は、
「患者、来訪者が迷わずに行きた
い場所にいける起点となる空間。
空港をイメージした」と説明、そ
のクオリティーに自信を見せた。
 続けて、愛媛県より受託したＰ
ＦＩ事業を推進するために設立さ
れた特別目的会社である愛媛ホス
ピタルパートナーズ株式会社か
ら、サブマネジャーの松田祐晴氏
が運営業務について報告した。
 病院建替におけるＰＦＩ事業の

 数多くの医療機関を建設した実
績で知られる大成建設株式会社
は、2009年より愛媛県立中央病院
建設をＰＦＩ事業として進めてき
た（2014年11月完成）。日本では
1999年に「民間資金等の活用によ
る公共施設等の整備等の促進に関
する法律」（ＰＦＩ法）が制定され、
すでに多くの自治体が採用してい
る。民間の資金、経営能力、技術
的能力を活用することにより、国
や地方公共団体等が直接実施する
よりも効率的かつ効果的に公共
サービスを提供できると期待され
ている。
 同社ビジネス・ソリューション
部長の南條浩毅氏は、「当事業で
は、ゼネコンである当社が建物を
作るという設計、建設部分だけで
はなく、運営といった病院建替事
業そのものに関わった」と紹介。
個別業務マネジメントや病院運営
支援業務といった統括マネジメン
ト業務や、医療機器、診療材料お
よび準備品・消耗品、医薬品といっ
た調達業務まで、ゼネコンの枠を
超えた多岐にわたっているのが大
きな特徴だとした。
 「設計」を担当した同社設計本
部建築設計第５部長の松村正人氏
は、「狭い敷地の中で、既存病院
を運営し続けながらの建て替え
は、全国どの病院でも共通してい
る課題だろう」と指摘した上で、
「限られたスペースで、医療機能
を最大限発揮できる床面積の確
保、部門連携を強化した効率的な
プランニングは、われわれ設計者

特徴として、「一般的なＰＦＩ事
業においては、建設費や施設維持
管理の運用が主たる役割だが、病
院のＰＦＩ事業では、医療技術の
進歩、施策の動きによって変化が
大きい」と指摘。医薬品の調達業
務や、経営支援、給食、医療事務、
物品管理など運営業務の比重が大
きくなると説明した。
 最後に南條氏より「医療施策改
正のポイント」として、▽７対１
入院基本料の厳格化：７対１基本
料の約５割が変更を検討中、13対
１、15対１も約４割が変更検討中
（14年福祉医療機構調査より）▽
病床機能報告制度と地域医療ビ
ジョン：15 〜 16年には地域医療
ビジョンとして２次医療圏ごとの
４機能（高度急性期、急性期、回
復期、慢性期）の必要量が示され
る―などが挙げられた。南條氏は、
「自由に病床転換できない時代が
すぐそこまで来ている。ほとんど
の病棟で何らかの対応が必須だ」
と改めて強調した。

愛媛県立中央病院建設PFI事業における
企画から運営まで

大成建設株式会社、愛媛ホスピタルパートナーズ株式会社

多目的大空間『光のプラザ』

ビジネス・ソリューション部長の
南條浩毅氏

設計本部建築設計第５部長の
松村正人氏

愛媛ホスピタルパートナーズ
株式会社の松田祐晴氏


