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「低コスト」と「最高級レベル」は
ライフサイクルコストの低減で実現
CASBEE※の最高位取得でエコロジカルかつ人に優しい病院に
前号では山陽小野田市民病院局長・河合伸也氏に、新病院の基本構想についてお話しいただいた。その構想をもとに病院建設
の実務にあたったのが、当時、市の建築住宅課長（産業建設部次長兼務）だった事務部参与・渡邊津波氏である。聞けば、
市議会
で新病院建設の予算が通る１年も前から、自主的に準備作業を進めていたという。低コストでありながら最高級レベルの市民病院
が実現した背景をご紹介いただこう。

低コストを目指しながらも
「機能優先」であって「品質無視」ではない
本院は、河合局長がまとめられた基本構想が、
ほぼそのまま
形になっています。基本構想書に書いてあったのは「日本一安

（聞き手／編集部）
診察室や病室など病院としての機能と設備は十全なものにし
てほしい」。赤字体質からの脱却は図るけれども、医療施設と
して手落ちがあってはいけないという強い思いが、局長には
おありでしたね。

い公立病院を目指す」
ということでしたが、それは決して「安か

病院建設の工程は、
まず議会で基本構想書を提示して予算

ろう悪かろう」を意味するものではありません。必要なところ

を確保し、その後、基本計画、基本設計、
さらに実施設計をつく

には十分な投資をするが、不要なものは排除していくというこ

り、いよいよ着工となります。ところが、いきなり最初でつまず

とです。例えば、局長は「今の病院は病室が狭すぎる」と話さ

きました。基本構想書は2010
（平成22）
年３月までにまとまっ

れました。病室というものは、ちゃんとした広さがあって、相部

たのですが、次のステップが市議会で通らなかったのです。け

屋であってもプライバシーが保たれなければいけないと。ま

れども当時、
市の建築住宅課長だった私は、
「必ず予算はつく。

た、昨今の公立病院は、
コンサートホールのごときエントラン
スを設けるなど、華美に過ぎるともおっしゃいました。
「豪華さは求めない。それよりも機能を優先させたい。極端
な話、外から見たら工場然としていてもいいから、そのぶん
※CASBEE
（Comprehensive Assessment System for Built Environment
Efficiency：建築環境総合性能評価システム）
：省エネルギーや環境負荷の少ない資機材
の使用といった環境配慮はもとより、
室内の快適性や景観への配慮なども含めた、
建築物
の品質を総合的に評価するシステム。
CASBEEの運営主体は、
一般社団法人日本サステ
ナブル建築協会内の
「建築物の総合的環境評価研究委員会」
とその傘下の小委員会。
同評価の3つの理念：①建築物のライフサイクルを通じた評価、②「建築物の環境品
質」
と
「建築物の環境負荷」
の両側面からの評価、③
「環境効率」
の考え方を用いて新
たに開発された評価指標
「BEE
（Buil t E n vironment Efficiency：建築物の環境性
能効率）
」での評価
格付け：Sランク
（素晴らしい）
、Aランク
（大変良い）
、B＋ランク
（良い）
、B−ランク
（やや
劣る）
、
Cランク
（劣る）
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写真１ 新病院の設備は、省エネ資機材や自然エネルギーを最大限に
利用している。施設全体の空調に活用しているガスコージェネ
レーションシステムによるリサイクルエネルギーの活用もその１
つ。
その様は可視化されており、患者も待合室のモニターで見
ることができる。

同院スタッフに新病院の感想を伺いました
「そんな予算ではとても無理」
と叩かれ、夢も希望もないスタートでしたが、粘りに粘ってこのような素晴らしい
施設になりました。
こちらの要求を通してもらったからには、
われわれも頑張らねばという責任を感じています。
（ 産婦人科・住浪医師 ）
気持ちよく過ごしていただける病棟・病室になりました。
「うちは急性期でも慢性期でもなく“納得期”を目指
す」
（ 前号参照 ）
という河合局長の言葉に共感しておりまして、ぜひ現場で実践していきたいと考えています。
（ 7 階混合病棟・笹尾看護師長）

それが市と市民のためだ」と信

光・太陽熱・地中熱・雨水など自然エネルギーの利用、高断熱

じ、議場で奮闘する局長の姿を

外壁材・ペアガラスによる日射対策などのほか、環境に配慮

目の当たりにし、予算通過後に

した設備が建築設備一体で少しずつ決まっていきました。

直ちに動けるよう、最も信頼で
きる建築士の部下を指名し、準備を進めさせることにしまし
た。一方で市職員の立場ではありましたが、局長の基本構想

病院機能を充実させるための意見交換会実施
合併の垣根取り払い職員一丸で取り組む

を基本計画と基本設計に落とし込む作業も始めたのです。

市議会で予算が通るまでの１年間は、CASBEEに適合する

まず、
「 日本一安い公立病院」という大命題に対し、ライフ

設備を模索する一方で、職員にも病院機能を充実させるため

サイクルコストに焦点をあてることにしました。ライフサイク

の知恵を出してもらいました。職員の中で部署単位のグループ

ルコストには初期費用や耐用年数、ランニングコスト、保守経

をつくってもらい、
「ワーキング」
と称する定期的な意見交換会

費などが含まれますが、
これらを低く抑えれば「日本一安い

を重ねていったのです。前述の１級建築士の部下を、
アドバイ

公立病院」が実現すると考えたからです。

ザーとして定期的に通わせました。今思えば、
１級建築士とはい

そこで、
ライフサイクルコストが最も低減できる具体的な方

え何の権限もない市の職員の言うことを、
よく病院の医師・看

法は何なのかと考えていくと、
手段は多岐にわたり、
選択が非常

護師・医療技術士たちが受け入れてくれたなあと不思議に思い

に難しくなりました。そこで注目したのが、
CASBEEという建築

ます。局長の人徳もありましょうし、私の部下も持てるノウハ

環境の総合的な評価方式だったのです。ただ「安い」だけでは

ウを総動員し、職員の期待に応えてくれたのだと思います。

作り手も使い手もモチベーションは上がらない。
この最高格付

ワーキングは、
「 自分たちの部署にはどういう設備が必要

けであるＳランク、
この規模の病院では国内初を目指せば、
「挑

か。隣にはどういう診療科や部署があったほうがいいか」とい

戦してみたい」
という作り手が現れ、
自ずと
「日本一安い公立病

った要望を出してもらい、建築士がアドバイスしていくという

院」が実現するはずです。
しかもCASBEEは、快適性や景観な

かたちでした。その際、漠然と
「１階がいい」とか「○○科と隣

ど
「人にも優しい建築物」の指標ですから、
Ｓランクを目指せば

り合わせになりたい」ではなく、
「 それはなぜか。そのとき、動

患者さんや職員に優しい「最高級クラスの病院」
ともなります。

線はどうなるのか」といったこともきちんと提示してもらうよ

ここにおいて、
「日本一安い公立病院」
と
「最高級レベル」
と

うにしました。新病院は面積が３割増となる半面、職員数は

が両立するわけです。目指すは「CASBEEのＳランク取得」

当面増やさないことになっていたので、限られた人員でいか

目標が定まったところで早速、具体策の検討に入り、紆余

に機能的に動くかということも重要な課題でした。各診察室を

曲折の末、ガスコージェネレーションシステムの採用、太陽

バックヤードでつなぎ、
スタッフを共有するということになった

写真２ 全館の環境を管理する中央制御室は、
津波などの水害にも備え、最上階に

写真３ 透析室はパーテーション化しやすいつ
くり。感染症患者の隔離室が設置で
きるように、
床面積に余裕を持たせた

写真４ 限られた人数で最大限の動きができ
るよう、診察室同士はバックヤードで
つなげてある
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ことを盛り込んでほしい」という要望を提示し、
「やってくれる
ところはありませんか？」
と広く募ったわけです。
「公立病院と
しては日本一安い価格で、CASBEEの最高級ランクをクリア
写真6

してください」というのですから、すごい注文ですよね（笑）。
けれどもあったのです、
この難しい要求に応えてくれる会社
が。
「現時点の当社のノウハウでは完全にはクリアできていな
い要望もあるが、工事を進めながら最適な提案（VE&CD）
と

写真5

写真7

病室は８㎡/床以上を確保し、
間接照明を設けるなど快適性を追求
（写真
５）
。安全面では、
トイレの鍵に
「プライバシーを保ちつつ、
非常時には外か
ら開閉できる」
という工夫も施した。患者がトイレ内で倒れている恐れがあ
るとき、
外から鍵のツマミを回せばドアが開けられる
（写真６）
。開けられたく
ない場合は、
ドア内側のレバーを押さえれば、
外から鍵のツマミを操作して
も開かない
（写真７）
。

新しいノウハウを構築していき、きっと条件内に収めます」と
言ってくれまして、実際そうなりました。日本の企業というのは
すごいと、改めて思いましたね。

職員皆でつくり上げた最良の環境
最適な状況維持するためデータ蓄積目指す
建設会社が入ってきてからも、
ワーキングは続きました。建

のも、
ワーキングの取り組みがあってのことです。

設会社が主導するようになって以降も、
変更箇所などはすべて

ワーキングには、
11グループ約90人の職員に参加してもら

ワーキングで職員の承認をとっていましたし、職員側から注文

いましたが、本当にしんどかったと思います。夕方６時ぐらいか

が出されることもあったからです。例えば、あるワーキンググ

らの集まりでしたので、最初のうちは皆、
「仕事が忙しいのに」、

ループからは病室のレイアウトについて疑問が出されました。

「疲れているのに」、
「 予算がないのでは何を言っても無駄」

「個室のトイレが窓際に設置されているが、
トイレ側から風が

と不承不承の参加だったように思います。けれども「皆で新病

入る部屋で食事したりするのは、
自分が患者だったら嫌だ」
とい

院を」
と次第に盛り上がっていき、最終的には「水曜日の６時は

うのですね。窓際にトイレを設計したのは、
「ベッド搬送をスムー

ワーキングね」
と定例化しました。また、
皆で取り組むことで「旧

ズにするため、
ドア側のスペースに余裕を」
との考えがあったか

山陽市民病院の職員」
と
「旧小野田市立病院の職員」、
あるいは

らですが、
建設会社に諮ったところ、
「では、
ベッド搬送もスムー

「医師」、
「 看護師」、
「 医療技術士」、
「 事務員」といった垣根が

ズにできるかたちで、空気の流れも良くなるよう、
トイレをドア

取り払われ、
絆のようなものができていったように感じます。

側に移動させましょう」
と一挙両得案を出してくれました。
工事が始まってから、私は現場に張り付いていましたが、建

「一般競争入札 」と「 設計施工一括発注方式 」で
新病院建設の活路を見出す
そのような準備期間がありましたので、翌年３月の議会で
予算が通ったときには新病院の青写真（基本計画と基本設計
のイメージ）
はほぼできあがっており、
「いよいよ夢の実現へ」
と喜んだものです。

物はフロアごとに工程が異なります。そこでワーキングの部
門ごとに職員がヘルメットを被って入場することを許可する
日を設けると、現場では建設会社の人と「図面では高さが確
認できなかった」
・
「位置の変更を言っていたはずなのに…」、
「じゃあ、
ここに移動しては？」といった光景が頻繁に見られま
した。皆、
「自分たちでつくっている」という意識があるので、

ところが、
ここでまた大きな壁にぶつかりました。
「基本構想

現場にも興味がわき、積極的に足を運んでくれたのです。お

の予算範囲内での設計を」
と設計会社に青写真を提示したと

かげで現場は大混乱し交通整理が大変でしたが、看護師ら女

ころ、
「予算的に、
これは無理。これもダメ」
とダメ出しばかりと

性職員などは、
「 建設現場に入れちゃった！」とはしゃいでいま

なったのです。これは、基本設計価格と実施設計・工事価格、落

したね（笑）。こういう意見交換や確認作業を完成間際まで、

札額とが異なるという、建築業界独特の商構造があるからで

本当に最後の最後までやっていました。ですから、
この病院は

すが、理由はどうあれ、
「ワーキングで構築してきた皆の夢が、

職員皆でつくったものなのです。

ここにきて潰えるのか」
と思いました。

現在の私の役目は、完成したこの病院設備を最適な状況で

しかし突破口が見つかりました。当市としては初の一般競争

運用していくことです。CASBEEのＳランクに格付けされま

入札をやろう、それも設計施工一括発注方式（編集部注：同一

したが、甘んじてはいられません。例えば、病室は「夏は夏らし

企業が設計と施工を請け負う方式で、設計契約と工事契約を

く、冬は冬らしく」と、季節をやわらかく感じられる空調設計を

同時に行うもの。施工者が設計当初から関与することにより、

目指しましたが、そうした感覚的なものは、実はまだ科学的な

コストダウンと時間短縮が図れる）
を提示しよう、
ということに

裏付けがとれていないのです。データを蓄積していき、さら

なったのです。つまり、設計・施工込みの予算総額と
「こういう

なる快適性の実現を目指したいと思います。

日本ケミファ
（株）
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（談）

医療政策と病院経営 第10 回

かかりつけ医機能への期待
メディキャスト株式会社

地域包括診療料/地域包括診療加算
届け出施設大幅減の２要因とは

まず１つ め の 要 因としては 、要 件

局との連携が求められる」
という要件、

が厳しいことが挙げられる。例えば、

「地域包括ケア病棟入院料等の届け

地域包括ケアシステムを構築してい

2015年４月までは経過措置とされ

出」という要件があり、高いハードルと

く上で、その中心となるのがかかりつ

た研修要件がある。これは現在、日本

なっている。

け医である。そのかかりつけ医につい

医師会にて行っている生涯教育研修

２つめの要因は、その点数設定にあ

ては、
2014年度診療報酬改定で創設

が該当しているのだが、日常診療に加

る。とりわけ月１回に算定できる「地域

された「地域包括診療料」
と
「地域包括

え、時間外対応や在宅訪問をするか

包括診療料」は1,503点と非常に高く

診療加算」で評価されている
（図１）。

かりつけ医にとっては厳しい内容とい

なっている。医療者側からの視点でみ

2014年７月には約6,700施設（地域

え、経過措置がきれた2015年４月以

れば非常に魅力的ではあるが、患者の

包括診療料/地域包括診療加算を合わ

降から届け出を返上する施設が大幅

立場に立ってみると、特別な手術や治

せた数）が届け出をしていたものの、

に増えているのが分かる。また、200

療を行うわけでもないのにもかかわら

2015年７月には約4,800施設程度

床未満の病院も対象となる「地域包

ず高額な負担となり、理解を得られに

にまで大幅に減少している。それには、

括診療料」についてみると、
「院外処方

くい。医療者側も躊躇する。そのため、

大きく２つの要因が考えられる。

の場合、24時間開局している調剤薬

要件を満たし届け出したものの、実際

■図１ かかりつけ医機能を評価する地域包括診療料と地域包括診療加算

主治医機能の評価について

平成26年度診療報酬改定

地域包括診療料
１,５０３点
（月１回）
病院
包括範囲

地域包括診療加算
２０点
（１回につき）
診療所

対象疾患

高血圧症、
糖尿病、
脂質異常症、
認知症の４疾病のうち２つ以上
（疑いは除く。）

対象医療機関

診療所又は許可病床が２００床未満の病院

研修要件

担当医を決めること。関係団体主催の研修を修了していること。
（経過措置１年）

服薬管理

診療所

下記以外は包括
（再診料の）
時間外加算、
休日加算、
深夜加算及び小児科特例加算。地域連携小児夜間・休日診療料
診療情報提供料
（Ⅱ）
。在宅医療に係る点数
（訪問診療料、在総管、特医総管を除く。）
。薬剤料
（処方
料、
処方せん料を除く。）
。
患者の病状の急性増悪時に実施した検査、
画像診断及び処置に係る費用のうち、
所定点数が550点
以上のもの。
当該医療機関で検査
（院外に委託した場合を含む。）
を行い、
その旨を院内に掲示する
※ 当該患者について、

当該患者に院外処方を行う場合は２４時間
開局薬局であること 等

出来高

診療所
当該患者に院外処方を行う場合は２４時間対応薬局等を原則とする 等
（患者の同意がある場合に限り、
その他の薬局での処方も可能。
その場合、
患者に対して、
時間外においても対応できる薬局のリストを文書により提供し、
説明すること等を行う。）

他の医療機関と連携の上、
通院医療機関や処方薬をすべて管理し、
カルテに記載する
院外処方を行う場合は当該薬局に通院医療機関リストを渡し、
患者は受診時にお薬手帳を持参することとし、
医師はお薬手帳のコピーを
カルテに貼付する等を行う 等
当該点数を算定している場合は、
７剤投与の減算規定の対象外とする

健康管理

健診の受診勧奨、
健康相談を行う旨の院内掲示、
敷地内禁煙 等

介護保険制度

介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、
主治医意見書の作成を行っていること。
下記のいずれか一つを満たす
①居宅療養管理指導または短期入所療養介護等の提供
②地域ケア会議に年１回以上出席
③居宅介護支援事業所の指定

在宅医療の提供
および２４時間の対応

④介護保険の生活期リハの提供
⑤介護サービス事業所の併設
⑥介護認定審査会に参加

⑦所定の研修を受講
⑧医師がケアマネージャーの資格を有している
⑨
（病院の場合）
総合評価加算の届出又は介護支援連携指導料の算定

在宅医療を行う旨の院内掲示、
当該患者に対し24時間の対応を行っていること
下記のすべてを満たす
①２次救急指定病院又は救急告示病院
②地域包括ケア病棟入院料等の届出
③在宅療養支援病院

下記のすべてを満たす
①時間外対応加算１の届出
②常勤医師が３人以上在籍
③在宅療養支援診療所

下記のうちいずれか１つを満たす
①時間外対応加算１又は２の届出
②常勤医師が３人以上在籍
③在宅療養支援診療所

（厚生労働省：2014年４月
「平成26年度診療報酬改定の概要」
より）
日本ケミファ
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発行 [Chemiphar WISELY] No.10 2016年1月発行

医療政策と病院経営 第10 回
■図２ 経済財政諮問会議にて塩崎厚労相から提出された資料

２８年度診療報酬改定の具体的な検討内容
入院医療

外来医療・在宅医療

①病床の機能分化・連携

②「かかりつけ医」のさらなる普及とより適切な在宅医療の評価

急性期・回復期・慢性期等の病床機能に応じた評価を
目指す方向
より適切に行い、病床の機能分化・連携をさらに推進。

【例】
患者の重症度等をより適切に評価する等の見直しを行い、
病床機能にふさわしい状態の患者の受入れをさらに進める
「７対１入院基本料」
の届出病院について、
入院患者の
「重症度、
医療・看護必要度」
の見直し
※
「手術直後の患者」
や「救急搬送後の患者」
を評価するなど、重症の

急性期患者の状態をより適切に評価

療養病棟の入院患者の評価基準
（「医療区分」）
の見直しを検討
※ 軽度者も含まれる
「酸素療法」
や
「頻回の血糖検査」等の項目の見直しを検討

「かかりつけ医」のさらなる普及を図る。
地域の「かかりつけ医」が患者の状態や価値観も
目指す方向
踏まえ、適切な医療を円滑に受けられるよう
サポートする「ゲートオープナー」機能を確立。
【例】
「かかりつけ医機能」
の一層の強化のため、
認知症への対応を重視する等の見直し

「地域包括診療料」、
「地域包括診療加算」
の対象患者の
要件の見直し

重症患者や小児への在宅医療を強化する方向で検討
平成28年度から、
紹介状なしで大病院を受診した場合の
定額負担を導入
患者がアクセスしやすい
中小病院、診療所

自宅・在宅医療
地域包括ケア病棟等
急性期からの
受け入れ

在宅復帰や療養
病棟等への転院

高度急性期・急性期

個別の疾患だけでなく、
療養指導、服薬管理、
健康管理など

地域の拠点と
なるような病院
紹介

専門的な診療

逆紹介

長期療養

外来受診
（内閣府：平成27年第19回経済財政諮問会議．
資料より）

に算定していないという状況が多くあ

が、その中で塩崎厚労相は2016年

500床以上の地域医療支援病院と特

るという。また、いったん届け出したも

度診療報酬改定に向けた取り組みに

定機能病院に紹介状なしに受診した

のの、取り下げたという施設もあった

ついて資料を提出しており、そこでか

場合に、医療費とは別に患者は国が定

と考えられる。

かりつけ医機能の強化を図ることと

める費用を負担しなければならない

して、地域包括診療料/地域包括診療

もので、費用は国が決め、救急等を除

加算についても触れている
（図２）。

き必ず徴収するものとなる
（図３）。な

とはいえ、かかりつけ医機能は必要
とされるものであることから、普及し
ていかなければならない。また、
前号の

要件の緩和以外でも見直されるポ

お、逆紹介したにもかかわらず、再診

「厚生行政ニュース」でもお伝えした

イントがこれまでの中医協でも明らか

で訪れた場合も自己負担が必要とな

となっている。以下に紹介しよう。

る。また、2014年度診療報酬改定か

とおり、2017年の通常国会では、
「か
かりつけ医以外の受診については、受

・地域包括診療料/地域包括診療加算

らは、すべての500床以上の病院に

診時定額負担を求める」新たな制度

の対象となる高血圧、糖尿病、脂質異

対して一定の紹介率・逆紹介率を満た

の創設が検討されており、
ここでいう

常症以外の並存疾患をもつ認知症

すことができなければ、初診料・再診

かかりつけ医とは「地域包括診療料を

患者について、多剤投与を抑制する

料・長期処方に関する薬剤料等が減額

届け出る医療機関」が該当することと

取り組みをすることを評価する。

されることとなっている。これらのこと

なっている。

・小児患者に対する対応を評価する。

から、500床以上の病院では逆紹介
を推進する取り組み、
または病床を一

届け出が減っている２つの要因、そ
して 受 診 時 定 額 負 担 の 開 始 を 見 据

大病院との連携、地域によっては

部返上して500床未満となることを

え、2016年度診療報酬改定では、地

介護事業への取り組みも視野に

選択する取り組みが起きてきている。
ところで、こうした大病院を訪れる

域包括診療料/地域包括診療加算の

2016年４月には大病院の外来定

要件緩和が期待される。本号の「厚生

額負担が始まることも、かかりつけ医

患者の多くはどういった患者だろうか。

行政ニュース」で経済財政諮問会議

にとっては大きな 影 響を与えること

それは、高血圧、糖尿病、脂質異常症と

での予算編成について紹介している

となる。大病院の外来定額負担とは、

いった生活習慣病、すなわち地域包括

日本ケミファ
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発行 [Chemiphar WISELY] No.10 2016年1月発行

■図３ 大病院の外来定額負担

外来の機能分化を進める観点から､平成28年度から紹介状なしで特定機能病院等を受診する場合等には､原則として､
定額負担を患者に求めることとする
（選定療養の義務化）
。
定額負担の額は、例えば5,000円〜１万円などが考えられるが、今後検討。
初診は、紹介状なしで大病院を受診する場合に、救急等の場合を除き、定額負担を求める。
再診は、他の医療機関に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、大病院を再度受診する場合に、定額負担を求める。
大病院

中小病院、診療所

【現行の取扱い】
病床数が200床以上の病院であって、地方厚生局に届け出たものは、初再診において
特別の料金を徴収できる。
（設定状況
（平成25年7月1日現在）
）
初診：1,191施設
（最高8,400円、最低105円 平均2,130円）
再診：110施設
（最高：5,250円、最低210円 平均1,006円）

紹介
逆紹介

定額負担を徴収
外

来

受

し
な
状 診
介 受
紹 来
外

診

保険給付

一部負担金

療養に要した費用

選定療養

定額負担の徴収
を義務化

※特定機能病院等の病院について、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携に資するために必要な措置を講ずる旨の責務規定を設け、厚生労働省令において、
選定療養として定額負担を徴収することを義務化する。
（厚生労働省：2015年９月．
第88回社会保障審議会医療保険部会．
資料より）

■図4 介護保険
（居宅サービスの一部）
での
基本報酬への影響度
要支援を除く
各サービスの
影響度

サービス名称
訪問介護費

ー4 .0 6 %

訪問入浴介護費

ー1 . 9 9 %

訪問看護費

ー3 .0 1 %

うち病院、
C Lからの訪問看護

2 .4 2 %
ー1 .6 3 %

訪問リハビリテーション費
通所介護費

ー6 .3 %

通介:小規模

ー9 .0 2 %

通介:通常規模

ー5 .0 7 %

通介:大規模Ⅰ

ー5 .0 5 %

通介:大規模Ⅱ

ー5 .10 %

通所リハビリテーション費

5 .5 5 %

※個別リハビリテーション加算込で試算

0 .90%

［HP,CL］
通リハ:通常規模

5 .4 7 %

［HP,CL］
通リハ:大規模Ⅰ

5 .8 0 %

先医療機関同士で逆紹介の基準を共

営状況が悪くなったとする報道があ

有することが必要であり、また大病院

る。確かに厳しい改定ではあったが、

は連携先となる医療機関の対応力（例

内容を詳細にみると気づくことがあ

えば、糖尿病の専門医療機関か非専門

る。例えば、訪問看護でいうと、通常の

医療機関を知った上で、逆紹介先を選

訪問看護はマイナス改定となってい

ぶ）
を知ること、
また対応力を上げるた

るが、医療機関から行う訪問看護はプ

めの勉強会などを通じて、地域や連携

ラスになっている。また、通所サービ

先医療機関の対応力の底上げを図って

ス（デイサービス）はマイナス改定と

いくことが、
逆紹介率の向上にもつなが

なっているが、医療法人が行う通所リ

り、
かかりつけ医からの紹介率向上にも

ハ
（デイケア）
はプラス改定となってい

つながるといえる。そして、かかりつけ

るのが分かる
（図４）。医療機関に対し

［HP,CL］
通リハ:大規模Ⅱ

6 .3 3 %

医は逆紹介された患者についての情報

て介護事業への取り組みを促すメッ

［老健］
通リハ:通常規模

5 .4 7 %

［老健］
通リハ:大規模Ⅰ

5 .5 1 %

を紹介元の医療機関に適宜報告し、密

セージのようにも見える内容だ。こうし

［老健］
通リハ:大規模Ⅱ

5 .7 4 %

に連携を図っていく姿勢が重要だ。

た観点からも、今後のかかりつけ医に

（メディキャスト作成）

また、患者を地域包括ケアシステム

は介護事業への取り組みも検討して

の中で支援していく上では、地域の実

いくことが求められるだろう。そしてそ

診療料/地域包括診療加算の対象疾患

状にもよるが、
かかりつけ医となる地域

れこそが、かかりつけ医を中心とした

とほぼ同じだといえる。これらからいえ

包括診療料/地域包括診療加算の届け

地域包括ケアシステムの構築へとつ

ることは、今後大病院に来ていた生活

出をする医療機関自らが介護事業に取

ながってくるともいえるだろう。

習慣病患者が地域の中小病院や診療

り組んでいくことが求められることもあ

所、
すなわちかかりつけ医のもとに向か

る。日常は在宅や通所サービスを利用

う、
という現象が起きてくることが考え

していただき、医療が必要になった場

られる。
しかしそのためには、大病院と

合に受診してもらう、
という取り組みだ。

かかりつけ医との連携がより重要となっ

介護事業といえば、2015年度介

てくる。そのためにも、地域および連携

護報酬改定で厳しい改定が行われ、経

メディキャスト株式会社
医業、医療、健康等に関連するメディアの企
画開発や情報提供、医療機関や医療関連企業に
対するコンサルティングのほか、広告ならびに
広告代理事業、教育研修事業、調査分析事業、
Web サイト制作受託事業等を手掛ける企業。本
社は東京都千代田区。

日本ケミファ
（株）
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厚生行政ニュース

2015年1２月のポイント
メディキャスト株式会社

（ⅱ）地 域 医 療 構 想 策 定 後、地 域での

医療機関の地域での役割（特定機能

2016年半ばまでに、

医療機能の分化・連携のための取り組

病院、第２次救急医療機関、総合周産

42都道府県にて

み状況の把握——の大きく２つの役割

期母子医療センター等）
——のそれぞ

があると説明した。

れの比較や組み合わせの分析を行う

地域医療構想策定の見通し

（ⅰ）
に関して、厚労省はこれまで、病

と提案。さらに、
４種の病床機能で、全

厚生労働省は11月26日、
「地域医療

床機能報告では、構造設備・人員配置

病棟が高度急性期機能・急性期機能を

構想策定ガイドライン等に関する検討

等は「病棟単位」で、医療内容に関す

選択した病院で医療内容に幅がある

会」を開催し、①病床機能報告の改善、

る項目は「病院単位」で報告されてい

か、急性期選択病棟での「幅広い手術

②都道府県における地域医療構想の策

ると指摘。このため、病棟単位での医

の実施」の状況、回復期選択病棟での

定後の取り組み——などを議論した。

療内容に関する項目が現時点で得ら

「疾患に応じたリハビリテーション・早

①病床機能報告制度の改善

れてなく、2016年度以降は医療内

期からのリハビリテーション」の状況な

容に関する項目も「病棟単位」での報

どの分析を行うとしている。

床機能報告制度では、
現状
（当該年の７

告に変更することを提案。なお現在、

月１日時点）の各医療機関が担ってい

2016年度診療報酬改定に伴うシス

②都道府県における地域医療構想の
策定後の取り組み

る機能（病棟単位の医療機能、医療機

テム改修に併せて、
レセプトに病棟コー

地域医療構想策定後は構想区域ご

関単位での構造設備・人員配置等）
を、

ドを付記し、病棟単位での医療の内容

との「地域医療構想調整会議」で、実

毎年１回都道府県に報告。報告内容を

を把握することを可能とするための準

現に向けた具体的な協議が進められ

基に各都道府県で2015年４月から、

備が進められている。

る。このため、厚労省は地域医療構想

2014年10月から開始している病

厚労省は医療内容に着目した分析

策 定 後、取り組 み 状 況を把 握するた

として、(a)病床規模別、(b)提供してい

め、医療機関等の都道府県に対する具

地域の医療機能を把握して地域医療

る医療内容（全身麻酔手術件数、悪性

体的な報告事項を検討すると説明。

構想の策定・見直しのための基礎資料、

腫瘍手術件数、救急車受入数等）、(c)

地域医療構想策定が進められている。
厚労省は、病床機能報告には、
（ⅰ）

厚労省は、
「 前年度の病床機能報告
以降、病床機能を変更した医療機関」、
「 次 回 報 告までに、病 床 機 能 の 変 更

■図１ 都道府県の地域医療構想の策定の進捗状況
（2015年10月20日現在）
＜構想策定の予定時期＞
都道府県における地域医療構想の策定予定時期は、平成27年度中の策定予定が20（43%）、
平成28年度半ばの策定予定が21
（45% ）
、H28年度中の策定予定が 4
（8%）、未定が２
（4%）
であった。

を予定している医療機関」を対象に、
（ⅰ）地 域 医 療 介 護 総 合 確 保 基 金 の

＜既に開催された構想策定に関する会議（県単位）の回数＞
地域医療構想の策定に関する会議（ 医療審議会やワーキンググループなど、構想区域ごとの会議は除く）
の開催回数は、全ての都道府県が１回以上開催しており、最多で6回開催している。

活用状況、
（ⅱ）
どのような施策で何床

＜構想区域ごとの会議の開催状況＞
構想区域ごとの会議の開催状況は、すべての構想区域で開催した県は32
（68%）、
一部の構想区域で開催した県は6（13%）、未実施の県は9 (19%）
で あった。

組み内容——などを都道府県に報告

図１.構想策定の予定時期
H28年度中
4
（8%）

未定

2
（4%） H27年度中
20
（43%）

図２. 既に開催された構想策定に
関する会議
（県単位）
の回数

（数）
30
25

することを例として提案している。

図３.構想区域ごとの
会議の開催状況
未実施

27

9
（19%）

14

H28年度半ば
21
（45%）

5
0

0

４

1

0

1

０ １ ２ ３ ４ ５ ６（回）

予定時期」は、2015年度中が20府
すべての構想区域
32
（68%）

（厚生労働省：第12回地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会資料より）
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の地域医療構想の策定の進捗状況
告した（図１）。都道府県の「構想策定

一部の構想区域
6
（13%）

10

こ の ほ か 、厚 労 省 は「 都 道 府 県
（ 2 0 1 5 年 1 0 月2 0 日 現 在 ）」も 報

20
15

転換したか等の病床機能転換の取り

県、2016年度半ばが21都道府県、
2016年度中が４県、未定が２県だっ

■図２ 都道府県別の地域医療構想策定予定時期
（2015年10月20日現在）
地域医療構想
地域医療構想
構想策定に 構想区域の
都道府
都道府 構想の策定 構想策定に
構想区域の 調整会議を開催する 都道府 構想の策定 構想策定に
構想区域数/
構想区域数/
県名
県名 予定時期
県名 予定時期 関する会議の
予定時期 関する会議の 設定
設定
開催回数
開催回数
開催回数
現行の2次
現行の2次
医療圏数
医療圏数
北海道 H28年夏頃

2

2次医療圏と同じ

20/21

0
（圏域ごとに
ヒアリングを2回
2次医療圏と同じ
実施予定。
（予定）
9月に1回目を
実施済）
/6

青森県 H27年度中

3

岩手県 H27年度中

2

2次医療圏と同じ

9/9

宮城県 H28年度半ば

1

2次医療圏と同じ
（予定）

4/4

秋田県 H28年半ば

2

2次医療圏と同じ
（予定）

山形県 H28年半ば

1

2次医療圏と同じ

福島県 H27年度中

2

一部統合

茨城県 H28年半ば

1

2次医療圏と同じ

3/9

2
2次医療圏と同じ
2
（各1）

6/6

栃木県 H27年度中

8/8
4/4
6構想区域で
11月下旬以降
開催予定/7

群馬県 H27年度中

2

検討中

10/10

埼玉県 H28年度半ば

1

2次医療圏と同じ

0
（策定後）
/10

千葉県 H27年度中

1

検討中

東京都 H28年5月頃

6

神奈川
H28年10月頃
県

3

会議は8の区域で
行う/11

3

検討中 まずは二次
医療圏を基本とし、
妥当かどうかは今後 0/7
の議論も踏まえ
ながら検討を継続

鳥取県

H28年9月

1

2次医療圏と同じ

3/3

島根県

H28年半ば

1

2次医療圏と同じ

7/7

岡山県

H27年度中

4

2次医療圏と同じ

H27年度中

2

2次医療圏と同じ

7/7

H28年夏頃

1

2次医療圏と同じ

8/8

H28年度前半

2

2次医療圏と同じ

3/3
0（11月から
開催予定）
/5

2
（審議会2、
（11月から12月に
2次医療圏と同じ 0
富山県 H28年半ば 審議会と
かけて開催予定）
/4 広島県
（予定）
併催の部会1）
山口県
2次医療圏と同
じ
1
0/4
石川県 H28年半ば頃
徳島県
（予定）
福井県 H27年度中

1

2次医療圏と同じ

4/4

山梨県 H28年5月

1

2次医療圏と同じ

0/4

長野県 H28年度中

1

２次医療圏を
基本に検討中

0/10

H28年度半ば

1

検討中

愛媛県

H27年度中

2

2次医療圏と同じ

6/6

1

京都府 H28年度半ば
大阪府 H27年度中

1
1

2次医療圏と同じ
2次医療圏と同じ

兵庫県 未定
奈良県 H27年度中

2
1

2次医療圏と同じ
2次医療圏と同じ

和歌山
H27年度中
県

1

岐阜県 H27年度中

1

静岡県 H27年度中
愛知県 H27年度中

2
1
1

5/6
8/8

大分県

10/10
5/5
（8月〜9月に第一回
7
2次医療圏と同じ 検討会会合を
順次開催）
/7

2
（3地区には構想
策定の場
（協議会）
を
設置している）
/5

香川県

5（各圏域ごとに6月に 高知県
第1回、8月に第2回、
2次医療圏と同じ
10月に第3回の調整
会議を開催済み）/5 福岡県
8/8
検討中
佐賀県
12/12
一部合併
長崎県
8の構想区域で
変更予定
開催/4
熊本県
2次医療圏と同じ 7/7

三重県 H27年度中
9
（11月に調整会議の
設置予定）
/9
滋賀県 H27年度中

13
（策定までは
2次医療圏
「意見聴取の場」
（病床整備区域と として設置、
呼称）
と同じ
策定後に
「調整
会議」
に改組）
/13
合併を検討中

新潟県 未定

地域医療構想
地域医療構想
構想区域の 調整会議を開催する 都道府 構想の策定 構想策定に 構想区域の 調整会議を開催する
構想区域数/
構想区域数/
県名 予定時期 関する会議の
設定
設定
開催回数
現行の2次
現行の2次
医療圏数
医療圏数

H28年度中

1

2次医療圏と同じ

4（構想策定まで、
は全県単位で
開催）/4

H28年
12月目途

1

2次医療圏と同じ

（10月下旬か
0
ら
開催予定）
/13

H27年度中

2

2次医療圏と同じ

5/5

H28年9月

1

H28年度中

2

2次医療圏と同じ 8/8
2次医療圏と同じ、
又は一部統合を
11/11
検討中

H28年半ば

1

2次医療圏と同じ

6/6
5/7

宮崎県

H27年度中

1

2次医療圏と同じ
（予定）

鹿児島
県

H28年
10月目途

1

2次医療圏と同じ

8/9

沖縄県

H28年9月

3

2次医療圏と同じ

5/5

（厚生労働省：第12回地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会資料より）

た（図２）。また、
「すでに開催された構

年間（2016〜2018年度）を「集中

通じ、
2016年度の社会保障関係費全体

想策定に関する県単位の会議回数」

改革期間」と位置づけ、2018年度の

の伸びを高齢化による増加分の範囲内

は全都道府県が１回以上開催してお

PB（基礎的財政収支）赤字の対GDP

とすることを目指すことが基本と強調。

り、最多は東京都で６回開催。さらに、

比マイナス１％程度を目安にすると明

社会保障改革工程表に関しては、以

「 構 想 区 域ごとの 会 議 の 開 催 状 況 」

記。改革工程表に沿って歳出改革を

下のように優先順位をつけ、取り組ん

確実に進めるとした。

でいくことを打ち出している。

は、全構想区域で開催したのは32都
府県、一部構想区域で開催が６道府
県、未実施９県だった。

②では、麻生太郎財務大臣が、債務
累増の主因は社会保障給付と負担の

●最優先で速やかに検討・実施すべき
事項

アンバランス構造にあり、放置すると

「高額療養費制度・高額介護サービ

診療報酬本体マイナス改定等で、

将来世代への負担の先送りになると

ス費制度の見直し」、
「 医療・介護を通

社会保障関係費の伸びを抑制

警鐘を鳴らした。2016年度予算編成

じた光熱水費相当額にかかる費用負

——経済財政諮問会議

は、
「 経済・財政再生計画」初年度予算

担の公平化（全療養病床への拡大）」

であり、社会保障関係費の伸びは、改

●速やかに検討・実施すべき事項

内閣府は11月24日、
「 経済財政諮

革工程表の策定や診療報酬改定・薬価

「病床再編や地域差是正に向けた

問会議」を開催し、①2016年度予算

改定等を通じて、確実に高齢化による

都道府県の権限強化」、
「 介護納付金

基本方針案、②財政制度等審議会の

増加分の範囲内の5,000億円弱にす

の総報酬割化」、
「かかりつけ医以外

2016年度予算の編成等に関する建

るとし、目安から逸脱するようなことが

の外来時定額負担導入」など

議——を議論した。

あってはならないと強調している。

●できる限り早い時期に検討・具体化

①では、
2016年度予算編成の基本

また、
2016年度診療報酬改定では、

的考え方として、2020年度の財政健

薬価改定に加え、診療報酬本体のマイ

全化目標を堅持し、計画期間の当初３

ナス改定や診療報酬関連の制度改革を

すべき事項
「後期高齢者の原則２割負担化」、
「前期高齢者納付金の総報酬割化」
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