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4 医療タイムス 2015年12月21・28日  No.2236

　2016年に診療報酬が改定されるが、目下25年の超高齢社会に向けて、地域医療
構想の策定や地域包括ケアへの取り組みなど、対応すべき課題が山積みだ。はたして
自院は何をどうしていけばいいのか。12月５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、診療報酬改
定の動向と、今後の新しい医療経営の在り方が提言された。 取材 ● 本誌編集部、小野貴史

医療経営ステップフォーラムin東京

診療報酬改定とこれからの
病院経営戦略を探る



 湯浅大介氏は冒頭、「今後起こり
得る環境変化で一番顕著なのは７
対１入院基本料算定病床数が、今
後減少すること」と指摘。ただそ
れは劇的な変化ではなく、「本来あ
るべき姿に戻っていくということ
にほかならない」とした。
 現在、厚生労働省は2025年問題
と言っているが、病院経営的に考
えるとタイムリミットは18年とさ
れている。それは25年のための準
備期間と捉えることができるが、
そのほか３つの理由がある。１つ
は、医療計画が第６期から第7期へ
と変わること。２つは医療・介護報
酬の同時改定があり、根本的な軌
道修正をするために実質的に最後
のチャンスとされること。３つ目は
地域医療構想が策定されるからだ
が、18年までに、各院とも病院機
能の方向性を定めておくことが必
要となることはいうまでもない。
 その上で、病床の機能分化をし
ないまま高齢者の増加だけを考え
ていくと、精神科を除いた25年の

病床数は152万床が見込まれてお
り、14年７月時の123万床から29万
床ほど増加することとなる。しか
し、医療費その他の現実を見てい
くと、25年に目指すべき病床数は
115 〜 119万床が適正とされる。つ
まり、今後病床数の減少が始まる。
 さらに湯浅氏は、地域医療構想
では、都道府県から高度急性期を
何床、慢性期を何床と割り当てら
れると思われがちだが、それは違
うと否定。高度急性期を目指そう
と、急性期を目指そうとするのは
あくまでも自由であり、「全て自己
責任だ」と訴えた。今後病床数が
減る中で、自分たちがどこを目指
すのかを早急に決めていかなけれ
ば、「椅子取りゲームではじき飛ば
されることとなる。強制されるほ
うがはるかに楽だろう」

 この厳しい状況の中で今、病院
に必要なことは、①改めて自分の
病院の現状を知ること②自分の病
院の目指す姿と地域に求められて
いる姿を見比べること―だという。

  湯 浅 氏
は、特に自
院が急性期
である場合
に は、「 Ｄ
ＰＣ収益の
収益構造か
ら、経営改
善の基本論
点が見えて
くる」と指

摘した。
 入院と外来の比率は６対４〜８
対２が大きなボリュームゾーンに
なっており、ほとんどの病院の診
療報酬を見れば、入院から成り立っ
ていることが分かる。その上で湯
浅氏は、診断群分類点数表におけ
る１日当たり点数の設定方法につ
いて言及。まず第１に、これまで
は平均在院日数の２倍とされてき
た入院期間Ⅲが、「次期改定で日数
が伸び、その一方で日当点が下がっ
てくる可能性がある」。これまで入
院期間Ⅲはある程度のところで切
られて、それ以降出来高収入とな
り、診療報酬で保証されていた。が、
今後は日当点が低くなり、日数が
伸びることから、「急性期病院が急
性期の疾患でなくなった患者を病
床に入れてはいけないという方向
になる」と強調した。
 さらに湯浅氏は、ＤＰＣの在院
日数と係数の関係に触れ、特に機
能評価係数Ⅱをきちんととれるか
とれないかが、病院の命運を握る
とした。それは各医療機関におけ
る在院日数短縮の努力を評価する
効率性係数が直接関係する。「この
効率性係数は全国疾患構成で補正
されるために、自院の症例数はほ
とんど関係なくなる」。つまり自院
では少ない症例でも、全国的に症
例数の多いＤＰＣコードでの在院
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改めて自院の病院の現状を知ること
2018年が経営修正のラストチャンスに

湯浅大介氏

株式会社グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン
コンサルティング部門マネジャー 湯浅 大介 氏

自院がどこを目指すかは自己責任

椅子取りゲームで弾き飛ばされる!?

ＤＰＣ収益の構造で見える

経営改善の基本論点

参加者はメモをとるなど熱心に聞き入っていた

講演１
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日数が問われるわけで、「全国的に
症例数の多い疾患の適正な在院日
数のマネジメントが必要だ」
 ちなみに機能評価係数Ⅱは来年
４月から評価が1.5倍、2018年には
現在の２倍になるという。

 続いて湯浅氏は、次回改定にお

いてＤＰＣデータによる看護必要
度データが盛り込まれる可能性が
あることを指摘した。
 厚労省でデータ検証が可能とす
るためには精度の適正化の重要性
が一層高まるからだ。「看護必要度
の生データが提出となると、デー
タ精度が低く過剰評価が多い病院
では大きな影響が受け、病床機能
分化が後押しされることとなる」

 さらに急性期医療らしさを追求
すれば、在院日数が短縮される。
そのため稼働率低下による医業収
入の落ち込みも予想される。湯浅
氏は「自分たちの病院がどう生き
残るか、明確な戦略を打ち立てる
必要がある」と強調。そのために
も自院として、総病床数、急性期、
雇用など何を守りたいかを明確に
していくことが大切だとした。

急性期医療らしさの追求は

医業収入の減少につながる

 講演の中で、仲井培雄氏は、地
域包括ケア病棟を持つ病院は、地
域包括ケアシステムや地域医療構
想の中でどのような役割を果たす
べきかと語った。
 地域包括ケア病棟は、2014年度
の診療報酬改定で登場した。25年
では認知症患者が700万人になり、

「慢性疾患の増加、複数傷病を抱え
る、代謝能力が低下する」75歳以
上の高齢者が増加する。仲井氏は
これを、老年症候群と呼ぶが、そ
こでは医療の対応が変わる。つま
り、「若い世代は、病気を治すこと
で治療後は自宅に退院して普段の
生活に戻る医療が必要」。いわば従
来型医療となるが、一方で、75歳
以上の高齢者には、「要介護や慢性
疾患の合併が統計的に増加するた
め、急性疾患を患うと対処方法に
さまざまな工夫が必要な、生活回
復を見据えた癒し、支える医療が
必要」だ。仲井氏はこれを生活支
援型医療と呼ぶが、この医療の実
施は人手もいるし、お金がかかる。

 その上で、「７対１急性期病棟よ
りも必要な病棟が出てきていると
いう認識でいてほしい」と述べた。

 現在、地域包括ケア病棟協会で
は、地域包括ケア病棟について３
つの受け入れ経路：機能と２段階
の在宅・生活復帰支援を提唱する。
 ３つの受入経路：機能は、①急
性期からの受け入れ②緊急時の受
け入れ③その他の受け入れ―に立
て分けており、機能としては①急
性期からのポストアキュート（急

性期を経過した患者）②サブア
キュート（在宅・介護施設からの
患者であって症状の急性増悪した
患者）の２つを中核機能と、周辺
機能として、①その他の機能②緊
急時の受け入れだが生活支援を必
要としない場合―を設定している。
 その上で、地域包括ケア病棟が
受け入れる患者・疾患のイメージ

生活支援型医療が必要との認識から誕生
まちづくりは地域包括ケア病棟の役割

仲井培雄氏

７対１急性期病棟よりも

必要な病棟が出てきた

地域医療包括ケア病棟協会　会長
医療法人和楽仁　芳珠記念病院　理事長 仲井 培雄 氏

講演２

受け入れるべき

患者・疾患のイメージ

懐の深い「地域包括ケア病棟」４つの機能
３つの受け入れ経路・機能と２段階の在宅生活復帰支援

急性期・高度急性期

地域包括ケア病棟

自宅・在宅医療介護施設など

ポストアキュート

サブアキュート

周辺機能

周辺機能

院内多職種協働
地域内多職種協働

①急性期からの受け入れ
地域包括ケア病棟の役割

④その他の受け入れ

②在宅・生活復帰支援
在宅復帰率の設定　など

出来高算定　など

入院患者データの提出
入院患者の重症度、看護必要度の設定　など

③緊急時の受け入れ

・二次救急病院の指定
・在宅療養支援病院の届出　など

長期療養
介護等

急性期

仲井氏資料より作成
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 中央社会保険医療協議会委員で
地域医療機能推進機構・東京山手
メディカルセンター院長の万代恭
嗣氏は「診療報酬平成28年改定へ
向けて―終盤の議論と方向性―」
について講演した。講演当日は、
本体のマイナス改定を要請する財
務省と、プラス改定を主張する厚
生労働省および日本医師会の攻防
が続く最中だった。
 万代氏は、社会保障審議会が示
した改定の基本的視点について

「『経済財政運営と改革の基本方針
2015』や『日本再興戦略2015』な
ど経済・財政との調和を図ること
が重要だ」という前提のもとに５

つを示した。①医療機能に応じた
入院医療の評価②チーム医療の推
進、勤務環境の改善、業務効率化
などを通じた医療従事者の負担軽
減・人材確保③地域包括ケアシス
テム推進のための取り組みの強化
④質の高い在宅医療・訪問看護の
確保⑤医療保険改革法も踏まえた
外来医療の機能分化―である。
 「まだまだ機能分化が進んでいな
いというのが当局の認識で、急性
期にふさわしい指標は何かが審議
されている」と報告した上で、万
代氏はこう私見を述べた。
 「今回の保険局医療課は病院団体
などから上品でスマートと評価さ
れている。政策誘導によって強引
に病床構成を変えるようなことは
せず、それぞれの立場で自主的に

やってほしいという考え方が言葉
の端々に表れている。宮嵜医療課
長には医療界と一緒にやっていこ
うという姿勢が見え、提案もわれ
われが反論しにくい真っ当な内容
である」

 万代氏が主に取り上げたのは、入
院医療に関する課題と論点である。
 入院基本料について、中医協で
議論の方向性は２つに集約された。
第１に「重症度、医療・看護必要度」

厚労省は「機能分化が進んでいない」と認識
審議の焦点は「急性期にふさわしい指標は何か？」

万代恭嗣氏

中央社会保険医療協議会委員
独立行政法人地域医療機能推進機構　東京山手メディカルセンター

院長　万代 恭嗣 氏

今回の保険局医療課はスマート

強引な政策誘導はしない感触

密度の高い医療を必要とする状態を

「重症度、医療・看護必要度」で評価

を仲井氏は、次のようにまとめる。
 １つには生活支援の多寡による
患者像だ。ここでは入院契機となっ
た疾患が発症する前から日常的な
生活支援が多い患者、その逆に日
常的な生活支援が少ない患者が挙
げられる。
 疾患と患者像として、「緊急時の
受け入れ経路」では、肺炎、骨折、
腸炎などの軽症急性疾患が、「急性
期からの受け入れ経路」はポストア
キュートとして急性心筋梗塞や脳
卒中、重症肺炎、がんや整形外科的
疾患を含む手術などの中等から高
度急性期医療を脱した患者、さらに
術後のリハビリの受け入れなども
ある。また「その他の受け入れ経
路」としては、７対１から13対１

の代替受入機能をはじめ短期滞在
手術等基本料３、医療必要度の高い
レスパイトケアなどを挙げた。

 次に仲井氏は、地域包括ケア病
棟を持つということは２段階の在
宅・生活復帰支援をすることと同
じであると強調。これがなければ、
お金を稼ぐだけの目的で急性期か
ら病棟転換しただけとなり、「地域
包括ケア病棟としての存続が問わ
れるぐらい重大な問題だ」。
 院内多職種協働では３つの機能
で受け入れた患者に、リハビリや摂
食機能療法、口腔ケアなどを院内多
職種協働で提供する。包括算定で自

由度の高い生活回復リハビリも、在
宅生活で疾患別リハビリが突然激
減することを防ぐ役割がある。また
地域内多職種協働では、３つの機能
で受け入れた患者にソーシャル
ワーカーやケアマネジャーが地域
内多職種協働による在宅サービス
の段取りをするよう、リーダーシッ
プの発揮が求められる。
 「地域包括ケアの構築や生活支援
のためのまちづくりは、地域包括
ケア病棟を持つ病院の大きな役割
の１つ」。つまり、地域包括ケア病
棟を持つということは、院内・地
域の多職種協働を活性化・参画す
ることとイコールだと、仲井氏は
強調した。

院内・地域の多職種協働を

活性化・参画することと同じ

講演３
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は現行の基準を満たす患者以外に
も、医療の必要度が高い患者も多
く見られることから、手術直後の
患者、認知症・せん妄の患者など
を含め、急性期に密度の高い医療
を必要とする状態が「重症度、医療・
看護必要度」などで適切に評価さ
れるように見直してはどうか。第
２に、Ａ項目とＢ項目の間で相関
の高い項目の集約により、できる
だけ評価を簡素化するとともに術
後の早期離床の促進や看護職員以
外とのチーム医療の推進にも資す
るよう、評価方法を見直してはど
うか。
 この方向性が固まる前の2015年
７月、日本病院団体協議会は厚生
労働省保険局長・唐澤剛氏に「入
院基本料の病棟群単位での選択性
導入」を要望した。「選択性が導入
されれば、７対１にしがみつくこ
とがなくなっていく」（万代氏）。
病床機能報告制度に併せて、単独
もしくは複数の病棟で「病棟群」
を設定し、病棟群ごとに最適な入
院基本料算定をできるようにして、
病棟群内での看護師数傾斜配置も
可能とすることを要望したのだ。
 総合入院体制加算については、
別掲グラフのように届出医療機関
が増加傾向をたどる中で「届出医
療機関に緊急入院を要する重症患
者の受け入れの少ない例が見られ
た」「総合入院体制加算２の届出医

療機関に実績要件を満たしていな
い例が見られた」などの課題が指
摘された。
 これらの課題を受けて、総合入
院体制加算の論点として示された
のは４点。①総合入院体制加算の
届出医療機関が精神疾患の患者や
認知症患者を受け入れる②総合入
院体制加算１で化学療法の基準を
見直す③病床数に対する医療の提
供密度に関する要件を設ける④総
合入院体制加算２に実績要件を求
める。

 特定集中治療室管理料について
は、ICUに入院している患者の
90％以上が「心電図モニターの管

理」「輸液ポンプの
管理」に該当して
いたことが、厚労
省の調査で明らか
になった。
 さらにICUに「重
症度、医療・看護
必要度」に該当す
る患者が80％以上
入院していること
が要件になってい

るが、「心電図モニター」「輸液ポ
ンプ」「シリンジポンプ」のみに該
当する患者が50％以上を占める医
療機関があることも分かった。
 論点に示されたのは「重症度、医
療・看護必要度」について重症患者
に対する評価を充実させるため、Ａ
項目のうち「心電図」「輸液ポンプ」

「シリンジポンプ」の評価を見直し
てはどうか。また、特定集中治療室
に薬剤師を配置すると医療従事者
の負担が低減されることなどが報
告されたことを受け、特定入院料の
病棟に対する薬剤師の配置の評価
なども論点となっている。
 救急医療では、２次救急医療機
関における夜間休日の救急患者の
受け入れや、夜間休日における再
診後の緊急入院の評価などが論点
となっている。さらに地域包括ケ
ア病棟入院料・入院医療管理料に
ついては、14年度診療報酬改定で
設定された地域包括ケア病棟の包
括範囲など評価体系の継続が提示
された。万代氏は「他の病棟との
機能分化を議論する時間がなく、
医療課も変更する意向を持ってい
ない。向こう２年間、現状のまま
で運用されることはほぼ間違いな
いだろう」と見通しを述べた。

地域包括ケア病棟入院料と

入院医療管理料は現状維持

活発に質疑応答も行われた

総合入院体制加算の届出数の推移

出典：保険局医療課調べ

○総合入院体制加算の届出医療機関は増加傾向にある
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