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社会医療法人 製鉄記念八幡病院
理事長・病院長

土橋 卓也 氏

後編

実地医家の要望汲み上げ
在宅医療連携における急性期病院の役割追求
患者の囲い込みせず 連携先と良好な関係を構築
前号では、製鉄記念八幡病院理事長・病院長の土橋卓也氏から、
「地域全体でかかわらなければ適切な医療提供
はできない時代に入った」とのご指摘をいただいた。その地域完結型医療において重要視されているのが、実地医
家や多職種との連携である。在宅療養後方支援病院でもある同院では、実地医家との連携にどう対応しているのか
——引き続き土橋氏に伺った。

地域医療の変革期の今、悩ましい在宅への対応
“急性期病院の訪問看護”
には模索も

（聞き手／編集部）

訪問看護を行っています。前号でお話ししたように、当院に
は受け皿不足によって退院できずにいる、ポストアキュート
期の患者さんが大勢いらっしゃるのですが、その中には、腹

地域の在宅医療へのかかわり方については、こちらから

膜透析やインスリン治療など「医療依存度が高いものの、

「こうしましょう」と持ちかけるより、地区医師会の在宅医療

在宅療養にシフトできそうな患者さん」がおられます。その

研究会などで「われわれ支援病院は、
どういう形でお役に立

ような方々の在宅療養移行に対応できるよう、急性期の経

てますか？」と投げかけ、まずは実践されている先生方のご

験があり在宅スキルを備えた看護師による訪問看護ステー

要望を聞くことから始めていきたいと考えています。

ションを、2016年１月に立ち上げたのです。

24時間対応を求められる在宅医療、特に看取りを含めた

地域包括ケア病棟をつくったり、対象は当院の退院患者

在宅を１人の先生が負うのは容易ではないはずですから、

に限っているとはいえ、急性期病院が訪問看護を行ったりす

この八幡地区でも連携ネットワークがつくられると思いま

ると、ある意味、
「病院完結型医療に逆戻りする取り組みな

す。そこに当院はどう加わっていくのがいいのか。当院が訪

のではないか」と受け取られかねませんが、必要に迫られて

問を行うときは、医師を送るのか、まずは看護師を行かせる

の対策とご理解をいただいておりますし、患者さんの早期

べきか — そういった話し合いも進むと思いますので、そ

社会復帰を支援するという観点からは、意味のあることと思

の中で急性期病院たる当院のかかわり方も問うていく。そ

います。

のような流れで、在宅療養後方支援病院としての役割を見
出していこうと思っています。
実は当院は「原則として当院を退院された方」を対象に、
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まもなく、福岡県の地域医療構想が明確になりますし、八
幡地区の在宅医療体制も順次整ってくることでしょう。その
中で、当院の位置づけや、急性期の訪問看護ステーションの

い」と、当院での診療継続を望まれることが多くなってしま
いがちです（笑）。しかし、たとえ患者さんからそのようなご
希望をいただいても、
「 かかりつけの先生ときちんとやりと
りしますし、必要なら当院でも定期的に検診をしますから」
とお伝えし、紹介元へ戻っていただいています。
紹介患者さんに対して、われわれはこのような姿勢でい
ますので、かかりつけの先生方も、
「自分のところでは分か
らないから、製鉄病院へ送る」のではなく、
「製鉄病院には
診断や治療に関する意見を聞きに行くのであって、方針が
決定したら自分のところに戻ってくるのが当然」という姿勢
で送っていただきたいと思います。
また、紹介元へ戻すだけでなく、当院から実地医家へつ
なぐ逆紹介にも力を入れています。当院の逆紹介率は月約
120〜130％台（図）。先ほどお話ししましたとおり、患者
さんの囲い込みはしない方針です。
逆紹介では、ちょっとした工夫をしています。およそ150

役割などが見出せればと考えています。

軒ほどある連携先医療機関の概要について、
リーフレットを

逆紹介率は月約120％超

作成してロビーに並べ、患者さんが自由に手に取れるよう

患者目線でのひと工夫が逆紹介を円滑化

にしているのです（写真１、写真２）。大事なのは、
「ここの先

地域完結型医療を進めていこうとするなら、紹介された

するのではなく、患者さんが自由に選択できるようにするこ

生に診てもらいなさい」と、かかりつけ医をこちらから紹介

患者さんを紹介元に確実に返していくことは当然重要です

と。その際、患者さんはクリニックや院長の名前だけでなく、
「どんな先生か」ということを知りたいはずです。そこで当

し、それが先生方との関係構築にもつながります。
当院でも患者さんは約90%が紹介ですが、かかりつけ

院の広報部が、
１軒１軒連携先を訪ね、クリニックの外観や

医、特に実地医家にとって、
「 病院が囲い込みをして、送った

先生の顔写真を撮り、いただいたコメントを添えて、それら

患者が帰ってこない」というのは由々しき問題です。よほど

の情報を１軒ずつリーフレット化しました。

の事情がない限り、
「 先生のところで、
このような処置をして

これは、私が院長に就任する前からの取り組みです。連

ください。そしてときどき当院にも見せてください」と、患者

携先の先生方から、非常に好評をいただいておりますし、私

さんを戻すべきです。

も、患者さんが待ち時間などに手に取っておられるのを目

そうは言っても、患 者さん 側から「この 病 院で診てほし

にするたび、
「 いい取り組みだな」と思っています。
また、地域完結型医療では、医師だけでなく多職種連携

い」と言われることもあります。一生懸命診れば診るほど、
丁寧に説明すればするほど、
「それなら、ここで診てくださ
図

が重要なのは言うまでもありません。当院は、退院支援加算

製鉄記念八幡病院 2015年度の紹介率・逆紹介率の推移
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■写真1 患者が手にとりやすいよう１階ロビーに並べられた、連携先医療機
関のリーフレット。医療機関の所属地区ごとに色分けされ、50音順
に配列。

■写真2 リーフレットは広報部職員が１軒１軒訪ねて作
成。患者が比較検討しやすいよう、掲載内容や
デザインは統一してある。

１を算定していることもあり、定期的に退院支援職員や地

ンケートから明らかになりました。
「スタッフが淡々と仕事を

域のケアマネジャーなどを集め、話し合いや症例検討会を

している」とか「急変しても冷静に対処している」とか、
「亡

行っています。
３カ月ごとに開催している情報交換会「せい

くなったらすでに準備されていたかのように死亡診断書が

てつ連携カフェ」では、毎回活発な意見が交わされており、

サッと出てくる」など、
「 いかにも予定通りにことが進んでい

医療と介護の連携を密にするよう努めています。

るような感じがする」というのですね。スタッフに対する感
謝の気持ちは持ちながらも、緩和ケア病棟というのは「死に

住民と医療者の間にまだある 緩和ケアへの理解差

ゆく人に対して淡々と対応するところ」だと、一般の人は感

これまで以上に
“患者の思いに寄り添う医療”
必要

じているようです。
緩和ケアでは、非常に特殊な場面に直面するだけに、訓

最後に、連携の話からは反れますが、緩和ケアについて最
近思うことがあったので、少し触れたいと思います。
当院は、16床ではありますが緩和ケアの専門病棟を持

練されたスタッフは意識的に、冷静に動こうとします。けれ
ども、そういう姿勢が逆に違和感を持って見られているとい
うところに、
「 なるほど」と考えさせられました。

ち、力を入れてきました。しかし、近年非常に注目されてき

そこで私は広報誌を通じて職員に伝えました、
「 われわれ

ているにもかかわらず、地域性なのか、緩和ケアに対する地

にとって日常的でありルーチンワークとしてやっていること

元の方々の理解はまだまだ十分ではないようです。緩和ケ

でも、患者さんやご家族にとっては非日常的で特殊な場面で

ア病棟は「あの世に行く準備をするところ」と捉えられてお

あるという意識を持たなければいけない」と。最期を目前に

り、緩和ケアと聞くと「いよいよか」と思われるのですね。も

した身内を前に動揺している家族に対して、共感や労いの言

ちろん、
「 緩和ケア病棟に入って本当によかった」と言ってく

葉をかけるなど、少し気遣いを示す必要があるのではないか

ださる方もいらっしゃいますが、多くは、説明を尽くしてもな

と思います。

か な か 理 解して

これは私自身についても言えることですが、緩和ケアに

いただけない の

かかわらず、診療ひとつをとっても、忙しいときはつい流れ

が現状です。

作業的に業務をこなしがちです。けれども患者さんにしてみ

さらに、緩和ケ

れば、数カ月に一度の受診なのだから「先生にこんなことを

アに携 わる医 療

聞きたい、あんなことも聞きたい」と思っているはずなので

者 が 必 ずしも 好

す。忙しいからこそ、一瞬でも手を止めて患者さんの気持ち

意 的 に 見ら れ て

を受けとめる姿勢が大切だと自戒を込めて思っています。

いない場面があ

これから地域包括ケアシステムが各地で本格的に構築・

ることが 、先 だっ

始動していく中で、患者さんやご家族の気持ちを第一に考

て行 われた全 国

えるべき機会は、今まで以上に増えるでしょう。われわれ医

の 緩 和 ケア 病 棟

療者はこれから、そのあたりを十分に汲み取るスタンスを

に対 する遺 族ア

持って対応していかなくてはいけないと思います。
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厚生行政ニュース

2017年2月のポイント
メディキャスト株式会社

は 、① 同じ所 得 区 分 で あって も 、月 額

高額療養費制度

負担能力に応じた公平な負担や
給付の適正化から、高額療養費と
入院時生活療養費を見直し

70歳以上の一般区分の外来限度額は

の自己負担上限額が現役（69歳以下）

1万4,000円に

に比 べて低 額に設 定されている、② 特

●現行制度における高額療養費制度の

例 措 置 の「 外 来 特 例 」が 講じられて い

仕組み

る——など、現役よりも低い自己負担限

2015（平成27）年６月30日に閣議

高額療養費制度とは、公的医療保険

度額となっている。

決定された「経済財政運営と改革の基

における制度の１つで、家計に対する医

また、70歳以上の高齢者の「現役並

本方針2015」、および2015年12月

療費の自己負担が過重なものとならな

み区分」は、現役の平均的な年収（386

24日に経 済 財 政 諮 問 会 議で決定した

いよう、医療 費 の自己 負担に一 定 の 歯

万円 ※１）以上の所得水準に対応するも

「経済・財政再生計画改革工程表」に挙

止めを設ける仕組みである。医療機関

のであり、具体的には、①世帯内に、課

がっていた、▽高額療養費制度、▽入院

や薬局の窓口で支払った額が、暦月（月

税所得145万円以上の被保険者がいる

時生活療養費（光熱水費相当額）の見直

の初めから終わりまで）で一定額を超え

こと、②世帯内の被保険者全員の収入

し内容が、昨年（2016年）の12月22

た場 合に、そ の 超えた金 額を支 給する

の合計が520万円以上 ※２
（世帯の被保

日、厚生労働省の事務連絡によって明ら

制度である
（図表１、
２）。

険者が１人の場合は383万円以上 ※２）

１）

かになった。

現 行 制 度では、70歳 以 上 の 高 齢 者

であること——の２つの 要 件を満たす
必要がある。
そのため、現行の判定方法では、課税

■図表１ 70歳以上・一般区分の場合
（１割負担）

所得が145万円以上であっても、収入が
520万円を超えなければ「現役並み区

医療費 100万円

窓口負担
10万円

分」
と判定されない仕組みとなっている。
よって、収入の高い高齢者世帯が、そ
れよりも収入の低い現役世帯よりも、実
質的には低い所得区分として取り扱わ
れている
（図表３）。

高額療養費として支給 １０万円−４４，
４００円＝５５，
６００円
自己負担限度額 ４４，
４００円

（厚生労働省．
2016年12月８日．
第102回社会保障審議会医療保険部会 資料より）

■図表２ 70歳未満・年収370万〜770万円区分の場合
（３割負担）

●世代間・世代内の負担の公平化等か

医療費 100万円
窓口負担

※１ 平成16年度の政管健保平均標準報酬
月額を基礎として算出。
※２ 現役の平均的な年収386万円に基づき
課税所得
（145万円）
を算出し、
この課税
所得をベースに、一定の高齢者モデル世
帯を想定して収入（520万円〔単身383
万円〕）
を算出。

ら見直しへ

30万円

上記の仕組みや、高齢者は平均的に
現役より多くの貯蓄を保有していること
もあり、▽同程度の所得水準であれば、
高額療養費として支給

負担の上限額

年齢にかかわらず同程度の月額の自己

30万円−87,430円= 212,570円

負担上限額とすべき、▽「外来特例」を

80,100円＋
（1,000,000円−267,000円）
×1% = 87,430円

廃 止すべき——といった指摘が挙がっ

（厚生労働省HP．
「高額療養費制度を利用される皆さまへ
（平成27年1月診療分から）
」
より）

ていた。
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１年間（８月〜翌７月）の 外 来 の 負 担 限

■図表３ 現役世帯と高齢者世帯で収入と所得区分
（負担限度額）
が逆転

度額の合計額に、年間の上限が設定さ
収入
金額

現役世帯

高齢者世帯

夫の給与収入 400万円
妻の収入 なし

＜

夫の給与・年金収入 400万円
妻の年金収入 100万円

＞

一般所得
（年収370万円以下の世帯）

現行の４万4,400円/月を５万7,600

＞

4.4万円
（外来特例1.2万円）

特 例 の 枠 組 みを撤 廃し、入 院などを含

れている。
さらに、年収370万円以上の「現役並
み区分」の外来限度額は、第１段階目は

所得
区分

年収370〜770万円の世帯

負担
限度額

8.7万円

円/月へ引き上げ、第２段階目では外来
めた世帯全体の負担限度額を、現役世代

（医療費が100万円と仮定した場合の金額）

（69歳以下）の水準と合わせている。

（財務省．
2016年10月４日．
財政制度等審議会財政制度分科会 資料より）
入院時生活療養費（光熱水費相当額）の見直し

そのため、社会保障審議会の医療保

民税非課税区分は従来通り据え置かれ

医療療養病床の光熱水費

険部会で、世代間・世代内の負担の公平

る格好となった（図表４）。また、住民税

１日370円に

や負担能力に応じた負担等の観点から、

が課される年収370万円未満の「一般

●療養病床における医療区分

見直しに向けた議論が行われていた。

区分」の外来限度額も月額で2,000円

医 療 療 養 病 床は、もともと患 者 の 状

引き上げるなど、小幅なものとなってい

態にかかわらず、軽 症でも入 院させて

る
（第１段階目）。

いる病院が多くあったため、世間からは

●70歳以上の負担限度額を段階的に

具 体 的 には 、
「 一 般 区 分 」の 外 来 限

引き上げ

“ 社 会 的 入 院 の 温 床 で あ る”
というイ

今回の見直しは70歳以上の負担限

度 額 は 、2017（ 平 成 29 ）年８月から

度額を段階的に引き上げる内容となっ

の第１段階目は現行の１万2,000円/

その状況を改善するために、2006

ている。しかし、当初予定されていた見

月を１万4,000円/月へ、2018（平成

（平 成18）年７月より「 医 療 区 分」が導

直し案に対し、低所得者の負担増回避を

30）年８月からの 第２段 階 目では１万

入された。
「医療区分」は、入院している

求める声が強く挙がったことを受け、住

8,000円/月へ引き上げている。また、

患者の病状（医療の必要性）により３段

メージがあった。

図表４ 高額療養費制度の見直し
○現行
（70歳以上）
区分

○第1段階目
（平成29年８月〜平成30年７月）
外来
（個人）

限度額
（世帯※1）

区分

外来
（個人）

限度額
（世帯※1）

○第2段階目
（平成30年８月〜）
区分
年収約1,160万〜
標報 83万円以上
課税所得 690万以上

現役並み
（年収370万円以上）
健保
標報 28万円以上
国保・後期
課税所得145万円以上

44,400円

80,100円+1％
＜44,400円＞

現役並み

57,600円

80,100円+1％
＜44,400円＞

年収770万〜1,160万
標報 53万〜79万円
課税所得 380万円以上

年収370万〜770万
標報 28万〜50万円
課税所得 145万円以上

外来
（個人）

限度額
（世帯※1）

252,600円+1％
＜140,100円＞
167,400円+1％
＜93,000円＞
80,100円+1％
＜44,400円＞

一般
（年収156万〜370万円）
健保
標報 26万円以下
国保・後期
課税所得 145万円未満
※２

14,000円
12,000円

住民税非課税
住民税非課税

44,400円

一般

24,600円

住民税非課税

8,000円

（所得が一定以下）
※１ 同じ世帯で同じ保険者に属する者

15,000円

住民税非課税
（所得が一定以下）

（年間14.4万円
上限）

57,600円
＜44,400円＞

24,600円
8,000円
15,000円

一般

18,000円

（年間14.4万円
（年収156万〜370万円）
上限）

住民税非課税
住民税非課税
（所得が一定以下）

57,600円
＜44,400円＞

24,600円
8,000円
15,000円

※２ 収入の合計額が520万円未満
（1人世帯の場合は383万円未満）
の場合も含む

（厚生労働省．
2017年12月22日付事務連絡「高額療養費制度の見直し内容について」
より）
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階に分類するものである。
医療区分Ⅲは、スモンや、医師および
看 護 職 員により、常 時 、監 視 および 管
理を実施している状態などの重症の患

■図表５ 入院時の光熱水費相当額に係る患者負担の見直し
65歳以上医療区分Ⅰ
（一般所得）
の療養病床
1日当たり

介護保険施設
（老健・療養病床
（多床室）
）

その他

補足給付における基準費用額

補足給付における基準費用額

1日当たり

1日当たり

1日当たり

者。医療区分Ⅱは、筋ジストロフィー症や
筋萎縮性側索硬化症などの指定難病の
ほか、末梢循環障害による下肢末端の
開放創やうつ症状に対する治療を実施
している状 態などの 中 度 の 患 者。医 療

食費
調理費
食材費
1,380円

食費
調理費
食材費
1,380円

居住費
（光熱水費）
320円

居住費
0円

区分Ⅰは、医療区分Ⅱ・Ⅲに該当しない軽

介護保険施設
（特養
（多床室）
）

食費
調理費
食材費
1,380円

食費
調理費
食材費
1,380円

居住費
光熱水費
室料
840円

居住費
（光熱水費）
370円

（財務省．
2016年４月４日．
財政制度等審議会財政制度分科会 資料より）

度の患者をさす。
この「医療区分」の導入により、療養
病床でも医療の必要性（重症度）の高い
患者を入院させなければ、入院基本料
が下がるため、療養病床では医療の必
要性（重症度）の高い患者を入院させる
ようになった。その患者像とは、一般病
床での手術が必要な患者等ではなく、
前述のように寝たきりの患者や高齢者

■図表６ 入院時の居住費
（光熱水費相当額）
の見直し
＜ 現行 ＞

＜ 平成29年10月〜 ＞

65歳以上
医療療養病床

負担額

医療区分Ⅰ

320円／日

（ⅡⅢ以外の者）

0円／日

難病患者

等が多いのが特徴だ。

65歳以上
医療療養病床

負担額

医療区分Ⅰ

370円／日

（ⅡⅢ以外の者）

医療区分ⅡⅢ

医療区分ⅡⅢ

（医療の必要性の
高い者）

＜ 平成30年４月〜 ＞
65歳以上
医療療養病床

負担額

医療区分Ⅰ

（ⅡⅢ以外の者）

医療区分ⅡⅢ

（医療の必要性の
高い者）

200円／日

（医療の必要性の
高い者）

難病患者

0円／日

難病患者

370円／日

0円／日

（厚生労働省．
2016年12月12日付事務連絡「入院時生活療養費の見直し内容について」
より）

医療の必要性が高い医療区分Ⅱ
・Ⅲの
患者は、医療療養病床（20対１）では約

（老健・療養、多床室）では、医療の必要

に求め、2018（平成30）年４月からの

９割、医療療養病床（25対１）では約６

性に応じた居住費負担の軽減は行われ

第２段階目では370円/日に引き上げる

割入院している一方、介護療養型医療

ていない。

としている。ただし、難病患者について
は、居住費（光熱水費相当額）の負担を

施設（病院）においても約２割入院して
いるのが現状である２）。

●介護保険施設や在宅との負担の公平

求めない方針だ。

化から見直しへ
そのため、今回の見直しでは、65歳

なお、両制度とも2017（平成29）年

の仕組み

以上の医療療養病床に入院する患者の

度の予算政府案が閣議決定されたこと

療養病床に入院する65歳以上の患者

居住費を、介護保険施設や在宅との負

を踏まえての事務連絡で明らかになっ

は、介護保険との負担均衡を図るため、

担の公平化を図るために、光熱水費相

たもので、高額療養費制度の見直し内

所得に応じて食事代（食材料費＋調理コ

当額の負担を求める内容となっている

容については、今後、厚生労働省におい

●現行制度における入院時生活療養費

スト相当）
と居住費（光熱水費相当）を標

て、関係政省令の一部を改正した上で、

（図表６）。

準負担額として負担している
（図表５）。

具体的には、65歳以上の医療療養病

65歳以上の医療療養病床の食費・居

床に入院する患者の生活療養標準負担

追って改正の内容等を正式に通知する
予定となっている。

住 費 は、原 則 、介 護 保 険 施 設（ 老 健・療

額を、医療区分Ⅰでは、2017（平成29）

養、多 床 室）の 食費・居 住 費を踏まえて

年10月より現行の320円/日から370
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医療政策と病院経営 第 20 回

2016年度診療報酬改定の影響を受けた医療機関の
経営の変化を読む
メディキャスト株式会社

地域における自院の立ち位置

４月以 降 、以 下 の 新たな 取り組 みを

わなければならないこととなります。そ

2018年度までに明確にすべき

行っています。

れは、
急性期病院にとっては転院先とし

・特定集中治療室管理料を廃止
2016年度診療報酬改定で見直され
た「重症度、
医療・看護必要度」の経過措
置期間が、2016年９月30日をもって

・地域包括ケア病棟入院医療１を
届出
・退院支援加算１を届出

ての選択肢が減ることを意味します。
そこでＳ病院は、在宅医療を担う
「か
かりつけ医」との連携強化の一環で、
退院支援加算１の届出に向けて取り組

終了しました。そのため、
７対１入院基本

今後も急性期医療を提供していくに

み、実現できたそうです。また、訪問看

料の病院や地域包括ケア病棟・病床を

は、重症者の積極的な受け入れをより

護事業所を立ち上げ、現時点では自院

届け出る病院では、
患者の重症度によっ

推進していかねばなりません。

からの退院に限って展開していますが、

そこで、
「断らない」体制を整えるため

近隣医療機関からの連携にも、要望が

を見直す必要に迫られているケースが、

にＳ病院では、
救急隊員との勉強会の機

あれば積極的に対応する方針です。こ

少なからずあると考えられます。
これか

会を増やし、救急隊員に患者の症状等

れは、
かかりつけ医の24時間対応のサ

らの病院経営を考えていく上では、
地域

から考えられる疾患の知識や、
診療科選

ポーターとしての活動とも言えます。

との対話は欠かせないでしょう。

択などを学んでもらうとともに、
自院の

逆紹介にも力を入れており、近隣医

地域が１つの総合病院であるかのよ

特徴や医師を周知しました。その結果も

師の顔写真入りの医療機関紹介リーフ

うに見立て、
自院がそこでどういった役

あってか、
救急搬送件数は４月以降も下

レットを整備して活用するなど、紹介患

割を担っていくのかを本格的に、
また、

がることなくキープできています。

者に対して過剰とならない医療サービス

て、今後の当該地域における役割など

地域医療構想の本格稼動となる2018

ただし地域柄、
高齢者が多くいること

を行っています。かかりつけ医のサポー

年度までに、
早期に決めていく必要があ

から、
重症者というよりは高齢者の二次

ターであることを前面に打ち出し、
対応

ります。

救急の需要が比較的多くあります。そこ

することを意識しており、
その結果、
逆紹

今回は、
2016年10月に焦点をあて

で、
高度急性期機能を他院に担ってもら

介率は60％を超えています。

て、
病院経営の変化について、
２つの事

う意味でも、特定集中治療室管理料を

これらがＳ病院の主な取り組みです

例を紹介します。

廃止する一方で、
地域包括ケア病棟１を

が、
重症者対応というよりは、
やや軽症者

新設。重症者よりは比較的軽症者を多く

に焦点をあてて、
高稼働率でマネジメン

西日本にあるＳ病院のケース

受け入れ、
90％を超える稼働率を実現

トしていくことを目指した病棟・病床構成

（450床〔７対１入院基本料〕）

できるようにしたことで、医業収益も向

としています。今後は、
より地域のバック

上しています。

アップ病床としての役割を見出していく

Ｓ病院が立地するＫ市は、高齢化率

また、
Ｋ市においては、療養病棟を持

が30％を超える一方で、300床を超

つ病院が少ないのも特徴。
２年後を目途

える急性期病院が４つある地域です。

に療養病棟入院基本料２や介護療養病

2016年度の診療報酬改定を受けて、

床が廃止され、
機能の転換をやむなく行

図１ Ｓ病院の取り組みのポイント

ため、
緩和ケア病床の導入を検討してい
るということです
（図１）
。
●押さえておきたいポイント
病院単体ではなく地域を俯瞰し、
自院
の期待される役割を見出すことが重要

重症者の受け入れ
→高齢者の２次救急の受け入れ。 稼働率を上げる

だと分かる実例と言えます。高齢者の多

ICU の廃止
→地域包括ケア病棟の導入
地域のバックアップ病床として、地域とのリレーションを高める

に注力し、稼働率を上げることで、結果
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い地域だからこそ、高齢者の二次救急
として医業収益を上げることにもつな

がっています。

■図2

地域包括ケア病棟入院料１・２および地域包括ケア入院医療管理料１・２の届出状況
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を示しましたが、
2016年11月15

101

90

85

（合計：1,744件）

（2016年11月15日時点の地方厚生局への届出情報より、
メディキャスト作成）

日時点で1,740
を超える病院で届
出がなされています。このＫ市は、全国

期に、移転・建て替えをしています。
８割

考えられますが、
高齢者に多くみられる

的に見ても地域包括ケア病棟が多い地

を超える患者が循環器領域に集中。
４

循環器領域に焦点をあてて、さらに自

域であるとともに、
その機能と役割が似

月以降、以下の新たな取り組みを行っ

ら回復期機能を持たないことを鮮明に

通っていると言われている介護老人保

ています。

し、
他院との連携を前提に考えているこ

健施設も多い地域です。すなわち、
地域

・20床を返上

とを分かりやすく示しています。ただし、

包括ケア病棟同士、
また、
介護老人保健

・総合入院体制加算２と病棟薬剤

高度急性期の病床をいつまで、
どの程

施設との競合関係が激しい地域である

業務実施加算１
・
２の届出

度維持するのかは、今後改めて考えて

ともとれます。

先に紹介したＳ病院とは異なり、
高度

いく必要があるでしょう。

さらに、地域包括ケア病棟・病床の拡

急性期に注力することを選択した病院で

大は、次回診療報酬改定において要件

す。重症度、
医療･看護必要度の要求水

2016年度診療報酬改定を振り返る

が厳格化される可能性が高いことが容

準を満たすために、病床を削減し、重症

と、
まずは地域包括ケアシステムのカタ

易に想像できます。そこで、
既存の要件

者の割合を高めるように努めました
（図

チを作ることだったと言えます。具体的

よりもやや厳しい基準
（例：平均在院日数

３）
。
また、
循環器領域に資源を集中して

に言えば、医師や薬剤師などで「かかり

を50日、
在宅復帰率を75％に独自設定

いくことで、
ノウハウや効率性がさらに高

つけ」機能を設け、評価を高めたことが

する。または、
重症度、
医療・看護必要度

められることが期待されます。

それです。そして、
病床の機能分化をさ

の基準を若干引き上げる 等）
を病院で
設けて運営していくなど、
次回改定を意
識した対応に取り組むことも考えておき
たいものです。

東日本にあるＴ病院のケース
（120床〔７対１入院基本料〕）
2016年度診療報酬改定とほぼ同時

●

●

らに進めることで、病院そのものの体
●押さえておきたいポイント

質改善を促し、地域包括ケアシステム

診療科を専門特化していくことは、
患

のある社会への早期復帰を支援する環

者のみならず、
救急隊員や近隣医療機関

境整備を行っていると言えます。今回ご

にも分かりやすくなります。
また、
機能と

紹介した２つの病院は、
いち早くその意

規模を絞り込んでいくことで、
役割を明

図を読み解き、
対応した事例です。

確化できます。

地域に目を向け、時には持っている

当該地域も高齢化が進み、将来的に

機能を手放すことで、近隣との協力関

高度急性期の需要も減っていくことが

係を築くことなどを考えていくことが

図３ Ｔ病院の取り組みのポイント
病床を一部返上
→重症者の割合を高める
総合入院体制加算、病棟薬剤業務実施加算の届出
→高度急性期の強化

必要です。
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。
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薬価基準収載

抗血小板剤
処方箋医薬品注）

〈 日本薬局方 クロピドグレル硫酸塩錠〉
注）注意ー医師等の処方箋により使用すること

表

裏

直径：8.6mm

クロピドグレル錠 75mg「ケミファ」
製造販売元（資料請求先）

●効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む使用上の
注意等につきましては添付文書をご参照下さい。

H29-2

経口プロスタグランジン E1 誘導体製剤

〈リマプロスト アルファデクス製剤〉処方箋医薬品

注）

注）注意－医師等の処方箋により使用すること

●効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む使用上の注意等につきましては添付文書をご参照ください。
製造販売元
H28-9

おくすりに関する資料及び製品に関するお問い合わせ先
日本ケミファ株式会社 くすり相談室
（安全管理部）
受付時間 8:45〜17:30 土日・祝祭日を除く

TEL

XG-4６9

03 - 3863 -1225

フリーダイヤル

0120 - 47- 9321
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