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地域保健・健康増進事業報告
がん検診受診率、乳がんが18.2％
胃がん以外の検診で受診率が前年を下回る

タイムスレポート
男性72.14歳・女性74.79歳、2016年「健康寿命」　厚労省発表
オンライン診療でガイドライン　厚労省

Top News

2017年4
月29

日・
5
月6
日

横浜市リハセンター×東京ガス
片まひ者向けのクッキングBOOKを発行

特別企画

医療経営ステップアップフォーラム in 大阪
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　大方の予想に反してプラス改定となった2018年度診療報酬改定・
介護報酬改定は、2020年以降の医療介護福祉提供体制を方向づけた。
さる２日、千里ライフサイエンスセンターで開かれた「医療経営ステッ
プアップフォーラムin大阪」（大成建設・医療タイムス社共催）には、
関西地区の医療関係者100人超が出席。研究者、病院経営者、政府委
員から同時改定の読み方が多様に示された。 取材 ● 小野貴史

2025年に向けた病院経営戦略を探る2025年に向けた病院経営戦略を探る

ダブル改定で加速する
医療制度改革

ダブル改定で加速する
医療制度改革

医療経営ステップアップフォーラムin大阪



 キヤノングローバル戦略研究所
研究主幹の松山幸弘氏は「財政破
綻に備える医療改革」と題して、 
財政から見た社会保障制度の論
点、医療介護福祉改革の論点につ
いて講演した。
 松山氏の分析によると、公的医
療保障制度において、以下の「日
本の特殊性」がある。
 皆保険の概念は「日本では、対
費用効果を精査することなく有効
性が認められた医療はすべて保険
の給付対象とする原則。日本以外
の先進諸国では、有効性が認めら
れた医療がすべて国民共通の公的
医療保障の中に含まれているとは
限らない」
 受益と負担のバランスを国民が
選択できる仕組みは、「日本は全
国民に保険を一律に適用し、医療
での格差発生を制度上一切認めな
い考え方。日本以外の先進諸国で

は公的保険制度の中にオプション
を組み込む２階建て要素が入って
いる」
 医療機関の設備投資は、「日本
は設備投資規制が緩い中で公定価
格を全国一律に適用。日本以外の
先進諸国では強い設備投資規制で
過剰重複投資を防止している」
 さらに受診規制、保険者と医療
機関が連結する仕組みなどでも、
日本の特殊性は顕著であるという。

 こうした特殊性によって「日本
の医療制度が一番遅れている。
2025年に向かって過剰投資の是正
に向かっているが、厚生労働省が
医療現場に丸投げなので大混乱す
るだろう」（松山氏）と懸念され
る中で、医療介護の必要財源は拡
大を続け、松山氏の試算では25年
に医療費は60.4兆円、介護費は16.2
兆円に膨らむ。
 医療介護財源の確保について、

財政制度等審議
会「建議」は17年
５月に「保険料負
担や公費負担と
いった国民負担
を抑制し、制度を
持続可能なもの
とする」と主張し
た。この主張に対
して松山氏は「公
的制度の給付対
象を狭くして民
間保険に単純に
シフトさせるこ

とは、セーフティーネット制度全
体の持続性を保証しない」と反論
した上で、こう提言した。
 「より重要なことは、ケアサー
ビスの質、生産性、給付・負担バ
ランスの公平感の向上である。資
本力のある人がもっと医療介護に
お金を使うことを促し、弱者救済
財源を捻出する仕組みを検討すべ
きだ。公的保険の給付範囲の縮小
には政治的困難が大きく、時間が
かかるため、改革スピードを速め
る方法として公的保険の２階建て
が有望である」

 財源確保で松山氏が提言したも
う１つの施策は、社会福祉法人へ
の課税である。
 その前提として、社会医療法人
と社会福祉法人の収益状況を示し
た。松山氏が全国の278社会医療法
人の16年度業績を分析したところ、
278法人の合計売上高は１兆9133億
円で前年度比1.3%増。経常利益は
368兆円で同33.8%減だった。増収
減益から「診療報酬が低過ぎると
いう主張は誤りである」（松山氏）
ことが明らかになった。
 278法人の中で売上高が増加した
法人数は169法人で、そのうち経常
利益率アップが86法人、ダウンが
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松山幸弘氏

キヤノングローバル戦略研究所研究主幹　松山 幸弘 氏

社会福祉法人は高利益率である
必要財源確保へ課税を検討せよ

講演１

先進諸国に比べ特殊性が目立つ
日本の公的医療保障制度

地域医療構想は現場への丸投げ
2025年に向かって大混乱！？

「診療報酬が低過ぎる」
この主張は誤りである

経常利益率
2014 年度

（集計法人数 5513）
2015 年度

（集計法人数 6187）

高齢専業 3.9% 2.4%
保育専業 4.9% 7.5%
障害専業 7.0% 6.6%
児童専業

3.7%
9.0%

児童保育 7.6%
高齢保育 4.6% 4.6%
高齢障害 4.3% 3.8%

障害と保育 or 児童 7.1% 7.7%
その他施設

3.7%
4.2%

複合体 3.7%
全体 4.4% 4.1%

施設経営社会福祉法人　約１万 8000 の全体推計値
※経常利益　3000 億円超
※純金融資産　２兆円超　　　　　　　　　　　　　出所；松山幸弘氏講演資料

社会法人を原則課税にすべき？
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83法人。売上高が減少した法人数
は109法人で、経常利益率について
はアップが17法人、ダウンが92法
人だった。松山氏は「経常利益率
と売上高の分布状況を見ると、赤
字の主因は地域住民ニーズとのミ
スマッチである」と分析する。
 一方、社会福祉法人の収支では、
好調な経常利益率が目につく。松
山氏が6187法人の15年度経常利益
率を集計した結果、高齢専業2.4%、
保育専業7.5%、障害専業6.6%、児
童専業9.0%、児童保育7.6%、複合
体3.7%などで全体では4.1％だっ

た。（前ページの表参照）
 「保育専業の経常利益率が平均
7.5%であることに驚いた。国から保
育専業への補助金が増えたのは昨
年４月からだが、それ以前に財源を
持っている。高齢専業社福の平均経
常利益率は、愛知県10％、岐阜県
6.5%、徳島県5.8％だった。法人企業
統計を見ると、株式会社の場合、中
小企業を含めると経常利益率は平
均５％台、大手企業だけだと７％前
後なので、事業分野によっては社福
のほうが高い。かつ非課税である。
社会福祉法人制度をどう理解した

らよいのか。国民にどう説明すれば
よいのか」（松山氏）
 社会医療法人の収支も社会福祉
法人の収支も、世間一般の理解と
は相当なかい離がある。
 「医療介護福祉財源は潤沢に供給
されており、供給体制改革で財源捻
出の余地は大きい。社会福祉法人に
課税すれば財源の確保に寄与する
ので、課税を検討すべきである」
 松山氏はかねてからの持論を改
めて強調した。出席者からの反論
が予想されたが、異論も反論も出
なかった。

 日本病院会会長で社会医療法人
慈泉会理事長・相澤病院院長の相
澤孝夫氏は、「病院の明るい未来を
つくるために―これからの病院経
営の在り方―」について講演した。
 「年を取るにつれて全ての人に例
外なくさまざまな身体的変化が生
ずる。それは生理機能の低下、高
齢により好発する疾患、好ましく
ない生活習慣、運動量の低下と相
まって、環境の変化や各種の侵襲
に対して脆弱性を示し、容易に恒
常性を保てない状況に陥る」
 こう指摘した上で、高齢者医療・
介護に必要な視点について次のよ
うに説明した。
 「身体変化は個人差が著しい。し
かし、同じ身体的変化であっても
個人の置かれている生活状況に
よって臨床的意義は大きく異なる。
したがって高齢者の身体的状況を

取り上げる場合は、個々の人にとっ
て、それがどのような生活上の機
能障害、さらには社会参加の障害
や社会的不利益につながるという
視点を持つことが必要である」
 この視点に基づくと、要介護高
齢者に対しては、身体的な問題、
精神・心理的な問題、社会・環境
的な問題に対して多職種による取
り組みが必要で、しかも健康問題
と同等あるいはそれ以上に生活問
題の取り組みが必要になるという。

 18年度診療報酬・介護報酬同時
改定にもこの視点が反映され、①
地域包括ケアシステムの構築と医
療・介護の連携強化②医療機能の
分化・連携の推進、効率的な医療
提供体制の構築③質が高く効率的
なサービスによる高齢者の自立支
援等―の３つが柱に据えられた。
改定を受けて相澤氏は「病院経営

には発想の転換が必要だ。これま
では病気を治すことで収入を得て
いたが、これからは病気にならな
いようにすることで収入を得る経
営への転換である」という認識を
示した。
 同時に医療ニーズの変化にも対
応する必要がある。高齢化の進展
や予防医療の普及によって、より
高い医療資源の投入が必要な医療
ニーズが減少し、中程度の医療資
源の投入が必要な医療ニーズへと
推移していく。相澤氏が重視する
のは“適正な入院医療需要予測の
データ”である。それだけに政府発
表データには懐疑的だ。
 「患者ニーズを踏まえて病院を経
営しないとやっていけなくなる。

相澤孝夫氏

相澤 孝夫 氏

基幹型病院と地域密着型病院の機能分化へ
医療と経営が両立するマネジメントが急務

講演２

健康問題と同等以上に
生活問題への取り組み必要

治療から予防による収入へ
病院経営に必要な発想の転換

日本病院会会長
社会医療法人財団慈泉会理事長
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経営判断には、地域医療構想の推
進に伴う適正な入院医療需要予測
のデータ公開は必須だが、政府が
発表した疾患構成による入院医療
ニーズの将来予測は間違ったデー
タである。地域医療構想は、25年
の医療機能別必要病床数に調整で
きない数字を示して調整せよとい
う政策である。政府が発表したデー
タは信用しないほうがよい」

 医療ニーズの変化に向けて、相
澤氏が提言したのは、地域密着型
病院（近隣型病院）と基幹型病院（広
域型病院）の役割分担による外来
機能の分化・連携である。基幹型
病院は急性期病院で、地域密着型
病院は地域包括ケア病棟をメーン
にした病院である。
 「急性期後の集中的リハビリによ
る生活機能の回復が期待できない
患者には急性期病棟や回復期リハ
病棟ではなく、生活機能維持と退
院支援を中心に行う病院（病棟）
や地域包括ケア病棟、地域包括ケ
ア支援病院、地域密着型病院で急
性期後の治療を行い、安心して退
院できる仕組みを構築すること。
このことが超高齢社会を迎えるた
めに必要である。今後はこの医療
機能のマーケットが拡大し、ビジ
ネスチャンスとなる」（相澤氏）

 地域密着型病院の患者像は以下
の３タイプである。①急性期病態
を脱したものの生活障害のために
早期の退院が困難な患者で、集中
的リハビリによる生活障害の回復
はあまり期待できない。しかし、
介護の重度化予防や廃用症候群へ
の進展防止のためにリハビリが必
要な患者②生活障害に応じた住ま
いや生活環境の整備、在宅医療・
在宅介護支援などの療養支援、そ
の他の社会資源の活用など退院後
に安心して生活が送れるように、
療養の支援を準備・調整するため
の時間が必要な患者③在宅医療・
在宅介護を受けていて、新たな疾
病の発症や従来から罹患していた

慢性疾患の増悪
により入院管理
が必要になった
在宅療養中の患
者（重症ではな
く専門的医療の
介入よりも総合
的医療が必要な
場合）、治すより
支えることが中
心となる患者。

 基幹型病院と地域密着型病院と
の機能分化では、日常的で頻度の
高いニーズには多く配置された地
域密着型病院が担当し、希少なニー
ズには拠点ごとに配置された基幹
型病院が担当する。地域によって
は地域密着型と基幹型の混合型医
療施設も配置するほか、専門病院、
療養型病院も配置する。

 この問題意識から、慈泉会は16
年２月に相澤東病院（42床）を開
設した。相澤病院（460床）をダイ
ンサイジングして高度急性期と急
性期を担い、相澤東病院は増床し
て在宅療養支援病院として機能さ
せる。双方の病院を連携させなが
ら、介護施設、訪問看護師、かか
りつけ医との連携を図っていく方
針だ。「地域の住民と一緒に息づく
病院をつくると職員たちと話して
いる」（相澤氏）という。（別掲の
図参照）
 こうして変化する医療提供体制
にあって、ますます問われるのはマ
ネジメント力である。「日本の病院多くの参加者が熱心に耳を傾けた

地域包括ケア病棟がメーン
地域密着型病院にチャンス

地域の住民と一緒に
息づく病院をつくる

地域密着型病院（仮称）
地域に根づき、温かく優しい医療を実践する相澤東病院

（460床）相澤病院（基幹型・広域型）
（高度急性期・急性期）
502床をダウンサイズする
（高度急性期・急性期）
502床をダウンサイズする

急性期病棟 ER急性期病棟 ER

病院機能
分化

地
域
在
宅
医
療
支
援
セ
ン
タ
ー

か
か
り
つ
け
医

自宅

訪問看護師など
医療連携センター

（54床）相澤東病院（地域密着型・近隣型）

老人ホーム

出所：相澤孝夫氏講演資料
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のマネジメントはプアであり、多く
の病院はうまくマネジメントでき
ていない」と明言する相澤氏は、病
院経営の要諦をこう説明した。
 「その病院が希求する医療の質を
保証しながら医療を実践し、それ
を継続するのに見合った利益をも
たらすための管理・運営（マネジ
メント）を行うこと」

 「病院における医療の質管理は医
療が生命や健康など人間の存在に
関する基本的なことを扱うことか
ら、その内容重要度において一般
のビジネスにおける製品やサービ
スの質管理とは根本的・本質的な
違いがあることを強く認識すべき
である」
 「病院経営は、病院として目指す

医療（ミッション、ビジョン）を
実現するために、組織として行う
医療の質（病院の質）と実践する
医療の質（狭義の医療の質）マネ
ジメントを適切に行うとともに、
病院が目指す医療を継続して追求
できるように組織・ヒト・設備機器・
情報・資金など資源のマネジメン
トを行うこと」

 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「18年度診療報酬改定と今
後の方向性―急性期入院医療を中
心として―」と題して、18年度改
定を振り返った。
 厚生労働省保険局医療課長の迫
井正深氏は「18年度診療報酬改定
の原点は社会保障制度改革国民会
議報告書（13年）である」と発言
したという。この報告書には、次
のような記述がある。
 「政策当局は、提供者たちとの信
頼関係を再構築させるためにも、
病床区分をはじめとする医療機関
の体系を法的に定め直し、それぞ

れの区分の中で相応の努力をすれ
ば円滑な運営ができるという見通
しを明らかにすることが必要」
 この思想に基づいて実施された
改定について、万代氏は「25年から、
その先の40年あるいはそれ以降へ
向けての基礎作り」と見て、改定
のポイントを、①医療需要の変化
にも対応できる体系②ゲートキー
パー機能による外来機能分化③医
療と介護の連携④ターミナルケア
（人生の最終段階における医療の決
定プロセスに関するガイドライン
適用の促進）⑤働き方改革への対
応―と概観した。

 急性期入院医療の改定ポイント
に挙げたのは、①入院
時医学管理料は重症度、
医療・看護必要度を患
者の状態に合わせた評
価体系とする②入院料
については現場が自ら
変革可能な建付けにす
る③看護については、
細かく規定せずに、多
職種と合わせて病院自

身の考えで配置できる体制とする
―の３点である。
 「日本病院団体協議会は『入院基
本料は看護師配置だけでなく、患者
の状態像や病棟の機能に応じて設
定されるべきであるので、抜本的に
見直すとともに、この見直しは18年
度診療報酬にこだわらず、十分な議
論を尽くすことを要望する』と重ね
て要望してきた」（万代氏）。
 今回改定の特徴である外来医療
の機能分化では、かかりつけ医機
能が評価され、初診料に機能強化
加算が新設された。万代氏は「ゆ
るやかなゲートキーパー機能が評
価されてこそ、かかりつけ医機能
の役割は大きくなる」と見解を述
べた。
 さらに、人口10万人当たりの病
院勤務医師・看護職員数について
「地域医療構想と紐づけて、全国一
律でなく地域で考えることが必要
だ」と指摘した。

万代恭嗣氏

2018年度診療報酬改定の原点は
社会保障制度改革国民会議報告書

講演３

2018年度診療報酬改定は
40年以降への基礎作り

万代 恭嗣 氏前中央社会保険医療協議会委員
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

コーヒー・ブレイクの時間はなごやかに談笑された

ゲートキーパー機能による
外来医療の機能分化


