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　2018年度診療報酬改定の改定率が決定するのは、12月20日前後の見通しであ
る。約１カ月前の11月25日、東京・新宿で開かれた「医療経営ステップアップフォー
ラムin東京」（共催・大成建設、医療タイムス社）には、約150人の病院経営者や
経営幹部が出席した。フォーラムではコンサルタント、病院経営者、病院団体代表が、
それぞれの立場から病院経営の今後を見通した。 取材 ● 小野貴史
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  国公立・民間医療機関を対象に
医療事務コンサルティング業務を
展開する石上登喜男氏は「2016年
診療報酬改定で急性期病院、ケア
ミックス病院が選択したこととそ
の影響」について、この２年間を
総括した。
 2016年改定で対策が必要になっ
た事項は、①重症度、医療・看護
必要度の評価基準変更②７対１入
院基本料の施設基準変更③回復期
リハビリテーション病棟における
アウトカム評価導入③地域包括ケ
ア病棟（病床）への転換④地域医
療構想に向けての病床編成の選択
⑤救急医療管理加算の報酬点数変
更⑥新規診療報酬点数への対応⑦
ＤＰＣ調整係数が次回廃止に伴う
機能評価係数取得―の７点を指摘
した上で、石上氏は16年改定の影
響について「選択する入院基本料
が変化した。７対１入院基本料病
床が減少し、地域包括入院基本料

（入院診療料）算定病床が激増し
た。さらに回復期リハビリテー
ション病棟入院基本料算定が増加
した」と分析した。
 入院基本料の主な改定内容は以
下である。①７対１入院基本料の

「重症度、医療・看護必要度」評
価基準見直し②７対１入院基本料
から10対１入院基本料に変更する
際に限り、一定期間病棟群単位で
両者を有することを可能とする③
地域包括ケア病棟で手術料、麻酔
料の出来高算定が可能に④回復期

リハビリテーション病棟の患者病
状改善率により病院単位で報酬に
格差設定⑤療養病棟の報酬に関係
する医療区分の厳格化と医療を必
要とする患者を一定数入院させる
基準の新設⑥障害者病棟、特殊疾
患病棟に入院している脳卒中後遺
症患者の報酬引き下げ⑦精神科病
棟に長期入院している患者の早期
退院を評価した報酬の新設。
 その上で、改定を受けて、どん
な対応が求められてきたのか。石
上氏はこう説明した。
 「７対１入院基本料の重症者基
準の見直しに対しては、新基準の
25％を確保するために該当となる
基準項目の見直しと評価者の教
育、評価結果の徹底した検証、平
均在院日数の短縮、パスの見直し、
救急車両の積極的な受け入れが挙
げられる」
 重症者基準を満たせない場合に
求められる対応は何か。
 「10対１入院基本料への移行、
一部病棟（病床）の地域包括ケア
病棟（病床）などへの移行、病床
稼働率の低下などの対応があっ
た」（石上氏）

 16年改定の顕著な影響として挙
げられるのは、地域包括ケア病棟

（病床）の増加である。厚生労働
省の調査によると、16年10月に３
万6377床だった届出病床数は、17
年10月に５万2492床に増床した。
地域包括ケア病棟入院料を新規に
届け出た医療機関では、７対１入

院基本料と10対１入院基本料の病
床が減少したケースが多かった。
 地域包括ケア病棟の入院基本料
は、入院基本料の中で唯一のプラ
ス改定だった。石上氏によると、
地域包括ケア病棟（病床）に変更
にした医療機関は「７対１入院基
本料の病床維持、病床稼働率アッ
プ、診療単価アップを理由に変更
した。変更すれば診療単価が３万
円前後になることが魅力的だっ
た」という。
 回復期リハビリテーション病棟
は、16年改定を受けて全国的に微
増傾向をたどっている。その要因
として石上氏が挙げたのはリハビ
リテーション充実加算である。１
日に６単位以上のリハビリを提供
すれば、患者１人に１日40点が算
定されることが「病棟の増加に拍
車をかけた」と見ている。
 回復期リハ病棟のアウトカム評
価への対策は「短期間に改善する
患者比率を高くすること」「基準
をクリアするための疾患別の標準
的なＦＩＭ利得点数と在院日数を
把握しておく」「高齢者など改善
が悪い患者は回復期リハ病棟に収
容しない」「基準をクリアするた
めの司令塔を置く」がポイントに
なるという。

2016年診療報酬改定以降の２年間で
７対１病床が減少、地域包括ケア病床は激増

石上登喜男氏

重症者基準を満たせなければ
10対１や地域包括ケア病棟へ

エム・アール・シー社長　石上 登喜男 氏

病床稼働率と診療単価アップで
地域包括ケア病棟が増加した
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 医療法人伯鳳会、医療法人五葉
会、社会福祉法人大阪暁明館など
を運営する伯鳳グループ（兵庫県
赤穂市）代表の古城資久氏は、「病
院倒産時代に経営を考える〜病院
を売るとき、買うとき〜」と題し
て、病院Ｍ＆Ａの経験や手法につ
いて解説した。
 伯鳳グループの過去20年間の業
績を振り返ると、1997年に医業総
収入は年間に約50億円、経常利益
は赤字だった。その後、2005年に
十愛会国仲病院（兵庫県明石市）、
06年に小国病院（姫路市）、09年
に老健かみかわ（兵庫県神河町）、
10年に社会福祉法人大阪暁明館、
12年に白髭橋病院（墨田区）、15
年におおくまセントラル病院（尼
崎市）・社会福祉法人あそか会（江
東区）、16年に城東多胡病院（姫
路市）などを買収して業績を拡大。
17年に医業総収入は約390億円、
経常利益は約39億円に到達した

（７ページの図参照）。
 なぜ伯鳳グループは、ここまで
精力的にＭ＆Ａを繰り返してきた
のか。それは04年に医療福祉経営
審査機構格付けで「BBB＋」と評
価されたことだった。当時、日本
経済新聞の経営充実度ランキング
の病院部門で全国２位にランクさ
れたのに、なぜ「BBB＋」なのか？
 機構の回答は「この事業規模

（注・年間医業総収入は60億円）
では、これ以上の格付けはできな
い」。この回答がM&Aを展開する

引き金になった。
 グループ代表の古城氏は、「経
常利益率、自己資本比率、株主資
本利益率、フリーキャッシュフ
ローなど割り算指標の強化だけで
は、経営は安定しない。事業規模
という足し算指標を拡大しなけれ
ば、安定した法人という評価は得
られない」と判断した。
 一般にＭ＆Ａは“成長の時間を
買うこと”だが、病院Ｍ＆Ａには他
の要素も含まれる。チェーン病院
などが各地に病院を新規開設する
と、地元医師会などから反発を受
ける例も少なくないが、経営が壁
に直面した病院の買収なら地域医
療を救済するという理由で、周囲
の協力を得やすくなる。「伯鳳グ
ループのＭ＆Ａは全てホワイトナ
イト（敵対的買収を仕掛けられた
企業に対して有効的に買収する第
三者）で行ってきた」という。

 伯鳳グループが、Ｍ＆Ａでまず
重視するのは、対象先が医療介護
需要の増加する地域に所在するこ
と。古城氏は需要予測の方法をこ
う説明した。
 「医療需要は年齢で異なる。０
歳〜 64歳、65 〜 74歳、75歳以降
の３区分で医療需要を比較すると
１対３.５対５.７である。介護需要
は75歳以上の人口にほぼ比例す
る。医療介護需要が維持拡大する
地域に事業を広げなければ、事業
の維持と雇用の維持は不可能だ」
 その上で、①物件の立地②医療

内容の競合が少ない③キーパーソ
ンが明らかすぎない④200床前後
⑤介護サービスを有する―などを
基準に選定している。このうち立
地については人口密度や道路状況
だけでなく、「病院が川や三角州
に面していると、患者は川や三角
州の向こう側にまで通院しないの
で、患者を囲み込みやすい」と独
自の分析を行っている。
 買収価格を高めに提示するの
も、伯鳳グループの特徴である。
高めに提示すれば良質な案件が紹
介されやすくなるからで、低めの
提示は「安物買いの銭失いになり
かねない」（古城氏）という。

 Ｍ＆Ａの成否は、Ｍ＆Ａ後の取
り組みで大きく問われ、ＰＭＩ

（Post Merger Integration）とい
う概念がクローズアップされてい
る。「買収した病院で上げた利益
で次の買収を行う好循環を作る。
買収した病院の高収益化が事業拡
大の秘訣である」という方針から、
伯鳳グループは買収後の経常利益
率に対して、次のような評価基準
を設けている。
 経常利益率０％の場合は減価償

病院倒産時代にM&Aで経営安定へ
再建ポイントは病院と職員の折り合い

古城資久氏

事業規模を拡大しないと
格付けで評価されない

伯鳳グループ代表　古城 資久 氏

買収価格を高めに提示すると
良質な案件が集まってくる

病院のミッションと
職員のミッションの一致
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却のみで、これまでの設備投資と
同額しか投資できないためジリ貧
に陥る。経常利益率５％は現状維
持が可能な設備投資ができる。経
常利益率10％は現状維持を上回る
設備投資ができて、病院が発展す
る。
 買収先の再建で最も大切なポイ
ントは、「病院の目標・ミッショ
ンと職員のミッションをどこまで
一致させられるか。これしかない
と思う」。古城氏はそう明言した
上で、コンサルタントの起用に否
定的な意見を示した。
 「病院再建には、経営不振の要
因を的確につかんで速やかに排除
し、マーケティングリサーチに
よって需要を知り、強みと弱みを
伸ばして、撤退すべき部門と残す
べき部門を峻別することが大切
だ。しかし、この程度のことはコ
ンサルタントでなくてもできる。
私はコンサルタントが入って再建
できた病院を見たことがない。病
院と職員のミッションを一致させ
ることはコンサルタントにはでき
ない」

 古城氏が最も重視する経営指標
は、病院が労働集約型産業である
ことから、職員１人当たりの粗利
益額である。「職員１人当たりの
粗利益で勝負は決まる。そのため
にも病院と職員のミッションの一
致が必要だ」と説くが、一致させ
るのは簡単ではない。どうすれば
一致へと導けるのだろうか。
 「折り合いをつけることだ。人
は折り合って生きるものだが、個
人が納得できる理由が必要であ
る。折り合いをつけて職員が納得
して働けば、最大の経営成果が生
まれる。そのための３カ条は、①

正しい経営理念の確立②経営情報
の全公開③経営成果の正しい分
配。例えば自治体病院が赤字経営
を続けているのは、経営成果が正
しく分配されず、業績に関係なく
職員へのリターンが一緒であるこ
とに原因がある」
 当然、経営成果の正しい分配に
は、経営者にとっても職員にとっ
ても厳しい制度であるという一面
を持つ。以下が必須要件である。
 ①経営成果を上げられない経営
者は糾弾される②長期的展望に立
つ投資を行う場合、経営者は職員
が納得できる説明ができなければ
ならない③初期に赤字が見込まれ
る事業に踏み出すことは、経営者
が職員から信頼を得ていなければ
できない④職員は経営成果と処遇
が一致することを受け入れなけれ

ばならない⑤全体最適を考慮しな
い行動は他の全職員の糾弾を受け
る⑥自己のミッションに忠実であ
るがための損失は、説明ができて
全員が納得する範囲でなければな
らない。
 「人に何かをしてもらうために
は、その人の望むものを差し出さ
なければならない。法人は望む成
果を上げてもらいたければ、職員
の望む給与を与えなければならな
い。職員は望む給与をもらいたけ
れば、法人の望む成果を上げなけ
ればならない」
 講演の締めくくりに古城氏が提
言したのは、チーム医療からチー
ム経営への転換である。医師など
ヒエラルキー上位者から変革をし
て、チーム経営を実践する病院が
飛躍していくという。

最も重視する経営指標は
職員１人当たり粗利益額
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（明石）明石はくほう会病院

（姫路）産婦人科小国病院

社会福祉法人 大阪暁明館

かみかわ健康福祉の郷

（墨田）白髭橋病院・老健など

（尼崎）はくほう会セントラル病院・老健はくほう
（江東）社会福祉法人 あそか会

（姫路）医療法人五葉会

古城氏資料より
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 全日本病院協会会長の猪口雄二
氏（寿康会病院院長）は、「医療提
供体制はどうなる〜平成30年度医
療・介護同時改定を考える」につ
いて所見を述べた。
 猪口氏は中央社会保険医療協議
会委員や社会保障審議会医療保険
部会委員として、医療政策の立案
にもかかわっている。
 30年度改定をめぐる現況につい
て、猪口氏は、次のように報告した。
 「消費税10％引き上げが平成31年
10月まで先送りされたことは、医
療界にとっては大きなダメージだ。
財源がない。これまでの改定では
薬価を引き下げて本体に振り分け
てきたが、今回は引き下げ分を国
庫に入れることが決まっている。
同時に介護報酬と障害福祉サービ
ス報酬の改定が行われるが、財源
をどうするのか？
 財源が確保されていない中で社
会保障費の自然増6500億円を5000
億円に削減しなければならないの
で、30年度診療報酬改定は、はな
からマイナス改定になる可能性が
高い。医療団体で改定に大きな影
響力を持っているのは日本医師会
だが、全日病としても政府にプラ
ス改定をお願いしている」
 来年度は診療・介護・障害福祉
のトリプル改定だけではなく、第
７次医療計画もスタートする転換
期である。
 この計画で猪口氏が「特に重要
な項目」として挙げたのは医療・

介護連携だ。連携のポイントは、
①地域医療構想や介護保険（支援）
事業計画と整合性がとれるよう、
都道府県と市町村の協議の場を設
置②地域の実情を把握するための
指標を充実させ、多様な職種・事
業者の参加を想定した施策を検討
―の２点である。
 地域医療構想については17年９
月、厚労省が各都道府県に対して

「現時点では、全国的に回復期を担
う病床が大幅に不足し、必要な回
復期医療を受けられない患者が多
数生じている状況ではないと考え
ている」と認識を示した上で、こ
う懸念した。
 「病床機能報告の集計結果と将来
の病床の必要量との単純な比較か
ら、回復期機能を担う病床が各構
想区域で大幅に不足しているよう
に誤解させる状況が生じていると
想定される」。機能分化・連携の推
進に対して、医療需要の十分な分
析を求めた。

 この日の講演で、猪口氏は「診
療報酬改定や医療制度改定を吹き
飛ばすかもしれな
い大問題がある」と
働き方改革にも言
及した。
 労働時間に上限
を設けるという政
府の議論に対して
四病院団体協議会
は、17年２月に、医
師の応召義務に即

した慎重な審議を要望。猪口氏は、
「応召義務によって診療する時間は
全て時間外労働になってしまうの
か？あるいは医師が自己研鑽する
時間は労働時間に含まれてしまう
のか？」と疑問を投げかけた。
 17年に４月に公表された「新た
な医療の在り方を踏まえた医師・
看護師等の働き方ビジョン検討会
報告書」に対しても、猪口氏は反
論を述べた。
 ＡＩやＩＯＴの進歩を背景に「日
本の医療を『高生産性・高付加価値』
構造に転換」という提言には「現
実にできるのだろうか？」。「地域
を支えるプライマリ・ケアの確立」
には「難産だろう。東京や大阪で
は確立できるのだろうか？」。さら
に「フィジシャン・アシスタント
の創設」には「法改正が必要なの
で難しい」と異論を述べた。

医療・介護・障害福祉のトリプル改定
関係団体はプラス改定を望むが、財源は？

猪口雄二氏

第７次医療計画の重点事項は
医療と介護の連携

猪口 雄二 氏全日本病院協会会長
寿康会病院院長

診療報酬改定の見通しを語った

働き方改革の議論は
応召義務に矛盾する


