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　2018年度同時改定とその先にある2025年。さまざまに動
く医療制度改革の中で、今後の病院経営はどうあるべきなのか。
福岡県で開かれた医療経営ステップアップフォーラム（共催：
大成建設株式会社、西日本シティ銀行、株式会社医療タイムス
社）では、行政の動向、医療連携の経営戦略、慢性期医療の在
り方から病院経営の姿が語られた。

医療経営ステップアップフォーラムin福岡

取材 ● 田川丈二郎

2018年同時改定と2025年高齢社会
に向けた病院経営を探る

2018年同時改定と2025年高齢社会
に向けた病院経営を探る
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眞鍋馨氏 今後の医療行政の動向のポイン
トを挙げた眞鍋馨氏は、まず「医
療費と財源の確保」に触れた。先
に政府が示した「骨太の方針
2015」では、社会保障費の伸びは1.5
兆円程度となっており、その基調
を18年度まで継続していくことを
目安とし、効率化、予防などや制
度改革に取り組むことを謳ってい
る。これが社会保障費の伸びを抑
える根拠になっているという。ま
た人口は減少しているが、高齢者
が増え、医療の高度化が進んでい
ることから医療費も伸びている。
15年度の医療費は3.8％の伸びを示
しているが、そのうちの2.7％が医
療の高度化などによるものだ。
 続いてのポイントとした「医療
資源の適正配置」では、今後都会
の高齢化にどう対応するかが大き
な問題だ。例えば医療需給のピー

クを地域別に見ると、地方のピー
クは収まり、今後は大都市がピー
クとなる。それら人口動態のマー
ケティングなどもしながら、病床
数を冷静に考えていかなければな
らない。
 18年度は同時改定とともに、都
道府県が地域医療計画、介護保険
事業計画を作成する年となるが、
すでに医療と介護が同じ場で議論
を開始している。眞鍋氏は、医療
と介護の現場から、もっとこうす
べきという意見があったら声を上
げてほしいと促した。

 次に眞鍋氏は、「医療等分野で
のＩＣＴ化推進について」を言及。
20年までに実現するＩＣＴ化推進
のポイントとして、マイナンバー
制度の活用や医療機関のデータの
デジタル化、地域医療機関間の
ネットワーク化、さらには医療

データの利用拡大のための基盤整
備を訴えた。
 医療行政の動向のポイントの最
後に真鍋氏が挙げたのは、「慢性
期入院医療の議論の方向」だ。現
在の療養病床は、06年同時改定時
に介護療養病床を11年までに廃止
することが決定された。しかし現
在では17年度末までに延長となっ
た。
 この問題は決着をつけなくては
ならないだろうと、行き先をきち
んと決める議論を開始。現在では
社会保障審議会の中で位置付けら
れ、結論としては医療と介護の連
携の推進を図る意味も込めた、介
護医療院の創設などが決められ
た。慢性期の医療・介護ニーズの
対応のために、「枠組みが決める
ことができよかったのではない
か」と眞鍋氏は評価している。た
だし介護療養病床の経過措置期間
は６年間延長となった。
 まとめとして眞鍋氏は、医療制
度改革の検討スピードが速くな
り、その規模も大きくなってきて
いると指摘。その関連の情報を早
く入手することを推奨した。また
医療行政では都道府県の役割が大
きくなっていることの認識が大事
で、自らの立ち位置の確認のため
地域医師会、保健所、県などとの
情報共有が必要だとした。

人口動態の様子を見ながら
「医療資源の適正配置」

診療報酬改定など行政の動きにはメッセージがある

診療報酬改定を含めた
医療行政の方向性を見る

講演1

眞鍋 馨 氏厚生労働省大臣官房
企画官（保険局併任）2018年同時改定と2025年高齢社会

に向けた病院経営を探る
2018年同時改定と2025年高齢社会

に向けた病院経営を探る

医療・介護ニーズに対応する
新しい組織を創設
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相良吉昭氏 相良吉昭氏によれば、社会医療
法人博愛会は現在、鹿児島市内の
４つの医療機関で乳がん治療を中
心とした女性医療を展開してい
る。この４つの医療機関はそれぞ
れ機能が分かれ、例えば患者自身
がおかしいなと思ったら相良病院
付属ブレストセンターで外来診療
を実施。万が一乳がんが見つかる
と相良病院で抗がん剤治療・手術
を行う。がん治療・手術が終わる
と、相良パース通りクリニックで
転移のフォローを行うが、再発が
見つかると相良病院で改めて治療
し、緩和ケアも行う。乳がん治療
以外、例えば甲状腺、婦人科、女
性内科はさがら女性クリニックで
行う。この４つの医療機関の画像
データは全て東京に送信され、読
影・遠隔医療を行っている。また
県内のへき地・離島に乳腺専門外
来を開設してきた。
 乳がん患者の増加とともに、相

良病院での手術数も増え、昨年の
実績は697人。10年前に比べて1.5
倍に増加した。これは日本国内の
乳がん手術数では全国第４位。鹿
児島の中では人口シェア率では、
圧倒的に１位を誇っている。
 しかし相良氏は、この状況を決
して楽観していない。たしかにこれ
まで医療規模を拡大してきた。だ
が今後確実に人口が減少していく
とき、「自分たちはどのように変
わっていかなければならないのか、
考える時期に来ていると思う」とイ
ノベーションの必要性を強調した。

 相良氏は現在、鹿児島県の小さ
な個人病院、乳がんの専門病院を
イノベーションすることで、アジ
アナンバー１の女性のがん専門グ
ループにしようとしている。そこ
には３つの経営戦略がある。
 １つは、制度への介入だ。相良
病院は2014年に乳がんでは全国で
初めて領域別がん診療連携拠点病

院の認可を受けた。同
院は県内の乳がん治療
実績のシェア率は85％。
しかも予防から健診、手
術、抗がん剤、放射線、
術後フォロー、緩和ケ
アまで診療の切れ目の
ない医療を展開。その
上で診療だけではなく、
データ管理、スタッフ
の育成、治験・研究へ
の参加、体験者と協働

した患者ケア、患者の就労支援活
など診療以外などの社会貢献活動
も行っている。
 それらの実績を踏まえ、鹿児島
県、さらには厚生労働省に足を運
び、がん拠点連携病院の申請を
行った。本来なら５大がんに精通
していることが求められるが、５
大がんを深く実践することは難し
く、同院のような専門的ながん病
院も特定病院にしてほしいと陳情
したのだ。結果、２年以上の月日
をかけて2014年８月単一がんでが
ん拠点病院（領域別がん診療連携
拠点病院）を取得した。
 「制度に介入することで、持続
可能な競争優位を保つことができ
る」と相良氏は効果を述べた。

 経営戦略の２つ目は、医療機関
との戦略的パートナーシップだ。
 宮崎県にある医療法人ブレスト
ピアは乳がん治療で実績を持つ医
療機関だ。相良氏は、ブレストピ
アにグループ化を提案した。その
ことにより、治療法の統一、医師
の入職のサポート、スタッフの育
成、本部機能を統一して共同購入
ができ、競争優位、人材確保、安
定的な経営ができるメリットが生
まれる。またグループ化をするこ

乳がん手術数は全国第４位
それでもイノベーションを目指す

人口減少時代を見据えた
３つの経営戦略

講演２

相良 吉昭 氏さがらウィメンズヘルスケアグループ代表
社会医療法人博愛会相良病院　理事長

単一がんによる
がん診療連携拠点病院を取得

医療機関、異業種との
戦略的パートナーシップ

相良氏はスライドを示して鹿児島市内の４医療機関を説明した
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とで乳がんの手術数が全国２位に
なり、銀行などへの交渉力を持つ
ことができた。現在では沖縄県の
医療法人とのグループ化を図って
いる。
 さらに地域連携推進医療法人を
見据えて、鹿児島県内の泌尿器の
がん専門病院であるにいむら病院
と業務提携をした。連携すること
で、男性がん患者を取り込むこと
ができ、さらに業務の拡がりを得
ることができるという。
 ３つ目は、異業種との戦略的な

パートナーシップとして相良病院
では2015年４月、国際的な企業と
なるシーメンス・ジャパン株式会
社とパートナーシップの基本協定
を締結した。
 今回のパートナーシップは、相
良病院とシーメンスとの間で、と
もに日本発の先進女性医療のロー
ルモデルを創り上げたい、という
理念が一致し実現した。相良病院
が、グローバルレベルでの知識交
流などさまざまな活動を通じて、
先進女性医療のロールモデルとし

て相良病院のブランドを世界的に
確立。シーメンス・ジャパンは、
早期発見から診断、治療、そして
アフターケアに至るまでの最適な
医療機器や包括的なソリューショ
ンを一括提供することとなる。
 相良氏は最後に、「今の現実で
満足してしまうと病院経営は必ず
行き詰まる。特に急性期病院では
新しいパターンを認識し、今の医
療に何が不足しているかを感じ、
現実を変えていく努力が必要だ」
と訴えた。

武久洋三氏 冒頭、武久洋三氏は、「日本に
寝たきりが多いのは、急性期での
入院日数が他国の５倍以上あるこ
とに起因する」との持論を展開。
寝たきりは急性期医療の治療中と
治療後の継続入院中に主に作られ
ると指摘した。事実、急性期病院
の入院期間が短ければ、急性期治
療後を受け持つ慢性期病院での入
院期間が短いことが分かってい
る。また急性期病院での入院期間
が短いほうが、１日当たりのＦＩ
Ｍ向上点数を示すＦＩＭ効率が高
いことを示した。
 その上で、急性期医療における
問題点として、急性期病院は「臓
器別専門医」による専門分野の治
療が中心となり、大量の薬剤の投
与などの治療を実施。高齢者がす
でに抱えている主病名以外の身体
環境を悪化させることが多いこと

を挙げた。
 事実、武久氏は急性期病院で何
気なく行われていることとして、
▽検査のための絶食▽末梢点滴で
の水分補給▽安静臥床▽栄養状態
無関心―を挙げ、「低栄養・脱水
を軽く見ている」と指摘した。つ
まり急性期医療を行う臓器別専門
医は、当然のことながら、慢性期
治療やリハビリは得意ではなく、
臓器別専門医の優れた能力で一次
的急性期治療が終われば、次のス
テップである「リハビリをともな
う回復期・慢性期総合診療」へ速
やかに移すことができると強調。
これこそが患者が１日も早く日常
へ帰ることができる唯一の方法だ
と述べた。

 武久氏は今後、ますます医療の
機能分化が進行することを述べ、
「近々日本の病院は、広域急性期

となる高度急性期と、多機能型地
域病院の２つに大別される」とし
た。ここでいう多機能型地域病院
とは、地域包括ケア病床、回復期
リハビリテーション病床、高度慢
性期病床、障害者病床などを網羅
した病院であり、現在の自称急性
期病院や回復期・慢性期病院が収
れんされていく。さらに慢性期病
院は、多機能型病院か多機能型施
設のいずれかに分化し、老人収容
所的療養病院はやがて消滅するだ
ろうと述べた。
 また地域の慢性期病院は、慢性
期患者の急変も当然受け持たなけ
ればならず、「地域の主に慢性期
機能の病院であっても急変患者の
受け入れは不可欠」とするととも
に、地域の多機能型地域病院では、

急性期の入院期間が短ければ
慢性期での入院期間が短い

医療の機能分化が進行!?
10年後の医療を見据える

講演３

武久 洋三 氏一般社団法人日本慢性期医療協会　会長
医療法人平成博愛会博愛記念病院　理事長

慢性期医療に必要な
総合診療医機能を持つ医師
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武久氏は「寝たきりを半分にする」との持論を述べた

多臓器の身体合併症の多い後期高
齢期患者が多いため、「高度急性
期の臓器別専門医の治療よりも、
総合診療医機能を持つ後期高齢者
の治療に習熟した医師が必要とな
る」と訴えた。
 その上で、今後は民間病院だけ
ではなく、規模の大きな公立・公
的病院までもが競って病棟機能を
転換し、院内にポストアキュート
病棟を作ってくるだろうと指摘。

「大学病院も地域包括ケア病棟を
持ち、回復期リハ病棟なども考え
ている。地方では国公立大学での
空床が増加していく」としながら、
今後は回復期リハ病棟への締め付
けが厳しくなるのではないかと予
想した。
  ここで武久氏は、「回復期リハビ
リ専門病院は利益率がよく、一部
では20％近いことが公表された」
と指摘。そのため財務省・厚労省
が次期改定で、回復期リハ病棟の
報酬を厳密化して利益を減らそう
とするのではないかと予想した。
そのため利益率の高い病院は継続
可能だが、「利益率の低い病院は
負け組になる可能性がある」と述
べた。
 さらに、14年からのリハビリの

包括化や16年からのリハビリのア
ウトカム評価については、今後ま
すますその方向にシフトしていく
と予測。リハビリの締め付けは免
れないとした。

 武久氏は、正しいリハビリを行
うことで、寝たきりはますます減
少すると主張。現在通所などで実
施されているリハビリは、筋力ト
レーニングや歩行訓練が多いとい
うが、「これはＰＴ、ＳＴの考え
方だ」と切り捨てた。高齢者が望
むリハビリは、自ら食べて、自ら

排泄ができるようになることであ
り、「医療はサービス業だが、サー
ビス業の中でも、受け手と提供側
のニーズがこれほど離れている業
界はない」とした。
 事実、武久氏の病院が調査した
ところ、嚥下訓練、膀胱、直腸障
害リハを集中的に実施したとこ
ろ、経口摂取・布パンフの着用が
劇的に増加した。リハビリの評価
とは何時間実施したかではなく、
どれほど状態が改善できたかであ
り、「病院は単に治療だけではな
く、リハビリ力・ケア力が求めら
れている」と指摘した。
 その上で武久氏は、「全国の病
院が競争相手となるのではない」
と述べ、「同じ地域の３つか４つ
の病院の中で、いかにトップにな
るかを考えればいいだけだ」とし
た。
 また今後、自分の病院を急性期
だと自認している病院が空床が目
立つからと言って病床機能を回復
期や慢性期に替えたとしてもきち
んとした機能が持てるか疑わしい
と指摘。特に多機能型地域病院は、
自院で自給自足ができないと継続
は不可能であり、「直ちに入院患
者に来てもらう対策を考え、実行
に移す必要がある」と語った。

１ 慢性期治療の徹底
２ 延命ではなく日常復帰を
３ 急性期リハビリの充実（入院日からリハビリ）

４ 急性期リハビリ能力がない場合、入院後20日後までにリハビリ
能力と治療能力のある　　Post acureに移す

５ 高齢者の急性期医療の改善（栄養・水分出納・身体侵襲の軽減）
６ 嚥下・排泄リハビリの優先
７ 短期集中リハビリのできる環境に
８ 寝たきりより座りきり
９ 無理な歩行訓練より車いす自立を
10 慢性期総合診療医の養成

入院患者が来院する対策を
実行に移す必要がある

「日本の寝たきりを半分にしよう」10カ条


