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社会福祉法人ワゲン福祉会 総合相模更生病院
院長
薬剤部長

井出 道也 氏
稲葉 健二郎 氏

（写真左）

前編

（写真右）

地域ニーズ汲み取り地域包括ケア病棟を導入
システム確立に向け在宅医との信頼構築目指す
課題・戦略は病院全体で共有、多職種チームで目標実現へ
総合相模更生病院（神奈川県相模原市）は1945年の設立以来、市立病院のない相模原医療圏において、二次救
急に対応する病院として地域医療に貢献してきた。同院はいま、団塊の世代が後期高齢者となる2025年を見据
え、2015年には地域包括ケアへの注力を今後の病院経営のコアと位置付け、225床のうち44床を地域包括ケア
病棟に転換するなど、地域の変化に合わせたさまざまな活動を始めている。今回は、同院の地域包括ケア病棟の現
状や課題について、次回は、多職種連携の要となっている薬剤部の取り組みなどを紹介する。

（聞き手／編集部）

2025年の在宅医療需要増加率200％超を踏まえ

206.2％—こういった状況から、地域包括ケアシステム

地域ニーズに応えるため経営改革に着手

への注力が強く求められています。とはいえ、二次救急の患
者さんを受け入れ、急性期医療に対応するという当院の方

当院は1945年の設立以来、社会福祉法人という公

針は、相模原市からの要請もあり、変えるわけにはいきませ

益性の高い医療機関として、経済的弱者の診療など地域の

ん。そこで225床のうち44床を地域包括ケア病床に転換

ニーズに応える医療提供をコンセプトに、幅広い疾患に対応

し、一般病床124床、療養病床57床という内訳にして、二次

してきました。
しかし、時代が進んで周辺の医療施設が充実

救急病院としての機能を保持しながら、2015年に地域包

してきたのと共に、医療業界全体の状況も激変。少子高齢化

括ケア病棟の運用を開始したのです。

井出

が急激に進み、当院の「浅く、広く、あらゆる疾患に対応」と
いう方針が、地域住民のニーズにそぐわなくなってきたので
す。そこで、黎明期のコンセプトに固執することなく、当院の

「地域包括ケアシステムチーム相模原」立ち上げ
取り組み課題を戦略マップで明確化

特徴を打ち出した経 営 改革を進めるために着目したのが
「地域包括ケア病棟」でした。

井出

地域包括ケア病棟の役割には、一般病棟から自宅に

神奈川県地域医療構想によると、ここ相模原構想区域に

帰るまでの退院支援、自宅に帰ってからの生活支援、在宅医

おける75歳以上の人口は、2025年には2010年の2.2倍

療を支えるための緊急時の受け入れや、
レスパレイト入院な

になると予想されており、増加率は県内・全国平均を上回っ

どがあります。これらを支援していくには、医療と介護の垣

て い ます（ 図１）。医 療 需 要 増 加 率 に つ い て は 急 性 期 が

根を越えた多職種の連携が不可欠です。

1 0 0 . 7 ％ な のに対し、回 復 期 は3 7 9 . 2 ％ 、在 宅 医 療 は

稲葉
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そこで、地域包括ケア病棟の導入に当たって、院内の

社会福祉法人ワゲン福祉会
総合相模更生病院

病院概要

1945年設立。2011年に医療・福祉の双方を担える体制を整
えるべく、社会福祉法人相模更生会と社会福祉法人ワゲン福
祉会が合併し、新たな社会福祉法人相模更生会としてスタート。
2015年に法人名を社会福祉法人ワゲン福祉会に変更、現在に
至る。DPC準備病院、
二次救急病院。一般病棟稼働率 81.7％、
平均在院日数 13.4日、
外来患者数 平均438.9人/日(稼働日21
日）
、
紹介率 35.2％
（数字はいずれも2017年１月実績）
。
■所在地：神奈川県相模原市中央区小山3429番地
■病院長：井出道也
■診療科数 ：10診療科
■病床数 ： 225床（一般：168床〔うち地域包括ケア病棟44
床〕
、
介護：57床）
■URL：http://www.sagami-kouseibyouin.or.jp/

看護部、薬剤部、地域連携室、医事課、放射線科などの部署

顧客・業務プロセス・学習と成長— の４つの視点からそれ

や、法人内の訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所か

ぞれ課題を整理しています。例えば、
「顧客の視点」では広

らもスタッフを集め、
「 地域包括ケアシステムチーム相模原」

報活動の強化、施設間の入退院連携プランの明確化、
「 学習

（CHCSチーム相模原）を立ち上げました。メンバーは、井出

と成長の視点」では人材採用と教育など、目標実現のために

院長と私も含め28人（2017年２月現在）です。

実行しなくてはならない項目を分かりやすく図式化しまし

井出

た。この戦略マップを作ったことで、取り組むべき課題が明

立場の異なるスタッフの、さまざまな視点を取り入れ

ることがこのチームの狙いです。地域包括ケアシステムは、

確になっただけでなく、チームのメンバーがアイデアを出す

地域の特性を考慮しながら構築していくものなので、全国に

際の参考にもなりましたね。

通用するゴールデンスタンダードといったものはありません

井出

が、チーム名に「相模原」と付けたのは、相模原地域にとって

病棟から自宅に帰るまでの退院支援については、比較的ス

の最適なシステムを作るという目的を明確にするためです。

ムーズに行えるようになったと思います。一方、在宅医療中

稲葉

チームでは、企画部会や作業部会を設けて提案を行

の緊急時の受け入れやレスパイト入院については、まだ多く

い、全員が参加する決定会議でさらに検討。各部署の幹部

の課題があると感じており、
「 CHCSチーム相模原」の大き

だけではなく、実際に現場で作業するスタッフも参加して、

な命題となっています。

実状に合わせた話し合いができるようにしています。
そして、チームの活動を病院全体で共有するために、バラ

現在、地域包括ケア病棟の役割の一つである、一般

地域包括ケア病棟の施設基準は、入院日数60日で在宅
復帰率70％です。患者さんの中には、入院中に肺炎などを

ンススコアカード（BSC）の手法を用いて戦略マップ（図２）

起こしたり、家庭の事情で自宅に帰れず施設を探すことに

を作成しました。
「新たな地域連携のための病院機能の明確

なったりして入院日数が延びてしまう方もいますので、在宅

化」や「安定した病棟運営の実現」などを目標に据え、財務・

復帰率100％を目指すくらいの体制で取り組まなければ、
施設基準をクリアできなくなる恐れがあります。

図１ 相模原構想区域における医療需要等の将来推計

そうなると、身元が確かで在宅復帰がほぼ確実
視される患者さん以外は受け入れにくいという
状況が生まれがちですので、いかに患者さんを
受け入れる敷居を低くし、病床回転率を上げる
か—これが当院だけでなく、他の医療機関で
も直面している課題だと思います。
在宅医療を推進する国が地域包括ケア病棟に
本来求めている働きは、地域との交流を密にし
て、在宅医療中の緊急時の受け入れやレスパイ

（2016年10月
「神奈川県地域医療構想」
より一部改変）

ト 入 院 を 増 やして いくことだと 思 い ま すし 、
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ていないことが分かりました。それまで、あまり

図2 「地域包括ケアシステムチーム相模原」作成の戦略マップ
（一部）

食べないのは味付けの好みか、本人のわがまま
な性格のせいだろうと見過ごされてきたような
のですが、多職種が関わることで問題点を見抜く
ことができたのは大きな成果でした。ショートス
テイではスタッフが医療の視点で患者さんに接
することはないので、病院ならではのプレゼンス
を示せたケース、地域包括ケア病棟だからこそ
の気付きであったと思います。このように、一つ
ひとつのケースを多角的かつ丁寧に検証しなが
ら、地域に貢献していきたいですね。

安定した病棟運営に欠かせぬ病診連携
病棟の機能・コンセプトの広報が課題
稲葉

地域包括ケア病棟の運用において、在宅

医療を行っている実地医家との連携は特に重要
（資料提供：総合相模更生病院）

です。すでに信頼関係ができているクリニックを
軸に、徐々に連携の幅を広げているところです。
まずは紹介状だけのつながりではない、病院と

2018年度の診療・介護報酬の同時改定では、何らかの方

クリニックのスタッフ同士の顔の見える、親密な関係性を作っ

向性が示されると予想しています。当院としても、在宅療養

ていくことが目標です。信頼関係が深まれば、在宅医を通して

後方支援機能を強化して患者さんを支えることは重要な使

緊急時の患者さんやレスパイト入院を受け入れることがもっ

命と考えていますので、試行錯誤しながら引き続き取り組ん

とスムーズになるでしょう。また当院の入院患者さんが在宅医

でいるところです。

療に移行する際、在宅医が決まっていなければ、連携している

稲葉

患者さんや家族が在宅医療を希望しているのに、それ

クリニックを紹介することもできるようになります。普段はクリ

を困難とする症状や患者・家族の不安などが壁となって、在宅

ニックの医師に診てもらいながら、いざとなったら当院に入院

医療が続けられなくなるケースも少なくありません。逆に言

するというシステムをこの地域に確立させるためにも、当院の

えば、その困難な部分に対するサポートさえあれば、在宅医

地域包括ケア病棟の機能やコンセプトを、
クリニックの医師に

療を続けられるということでもあります。例えば、がん患者の

分かりやすく広報していくことが、今後の重要な課題です。

終末期医療などです。痛みが悪化して往診による在宅医療で

井出

は難しいというケースの場合、地域包括ケア病棟に入院して

入について、迷いがなかったわけではありません。患者さん

もらい、医師や薬剤師、看護師だけでなく、多職種のスタッフ

は、最初に治療を行った医師が主治医となって、最期の看取

がケアに当たり、痛みのコントロールがついたら自宅に帰って

りまで担当してほしいと思うものではないでしょうか。
しかし

もらう。これを繰り返し、場合によっては看取りも行うことに

それを実現するのは、超高齢社会を目の前にして医療資源

よって、患者・家族は安心して在宅医療を選択できると思いま

が不足するわが国においては難しく、
どうしても多職種と複

す。—このような形で利用してもらうのも、地域包括ケア病

数の医療機関で関わらざるを得ません。国が進める病床機

棟の目的にかなっていますし、自宅で過ごしたいと思っている

能の分化や地域包括ケアシステムの構築は、患者さんや医

患者さんや家族にとっても心強いことだと思います。

療のためというより、医療費抑制の経済問題が関わっている

井出

地域包括ケア病棟のメリットを実感した、小脳梗塞で

ことは否めませんが、それらは社会全体の流れでもあり、公

麻痺がある60代女性の患者さんのケースがありました。寝

益的な意味合いの強い当院にとっては親和性の高い政策で

たきりで意思疎通が難しく、自宅で介護していた夫が心身共

す。地域包括ケアシステムの一翼を担うことが地域への貢

に疲れきってしまったため、地域包括ケア病棟にレスパイト

献につながると信じて、今後も引き続き努力を重ねていき

入院させたのです。入院中に多職種のスタッフが関わるうち

たいと思っています。

に、この患者さんには味覚障害があって十分に食事を取れ
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正直な心情を申し上げれば、地域包括ケア病棟の導

〈次号へ続く〉

厚生行政ニュース

2017年9月のポイント
メディキャスト株式会社

テからの匿名化情報）のADL関連

博委員
（社会医療法人財団董仙会理

重症度、医療・看護必要度と

データに、
Ａ、
Ｃ項目をEF統合ファイ

事長）
は、
「重症度、医療・看護必要度

DPCデータの相関検証へ

ル
（医科点数表に基づく出来高点数

を毎日測定するのに過重な負荷がか

情報）
のデータに置き換える案。

かっている。EFファイルとの相関を

入院分科会

ただ、両データは相関する部分が

調べることは全面賛成。DPCデータ

【７対１一般病棟入院基本料】
の算

ある一方、▽重症度、医療・看護必要

に１対１であてはめるのは無理とし

定要件「重症度、医療・看護必要度」

度は毎日測定するが、DPCデータは

ても、
検証して上ぶれがあるなら
（該

で、厚生労働省は８月24日、測定項

３カ月に１度の提出▽薬剤の使用量

当患者割合の基準を）25％より上

目のDPCデータへの将来的な置き

や処置の使用目的、
手術の評価期間

げるなど、広い意味での検討が必

換えも視野に、両データの相関を検

などで測定の定義が異なる部分があ

要」
と指摘。

証することを提案、大方の賛同を得

る—などの相違点もある。

「DPCデータに置き換えることが

このため厚労省は、DPCのデータ

できれば異論はない」
（本多伸行委

なる項目もあるため、同省は今後、

項目を複数組み合わせたり、一定の

員・健康保険組合連合会理事）、
「検

検証に向けた課題を整理し、次回以

条件を設定したりすることで重症度、

証で７対１病棟にどんな人たちが

降の分科会に改めて提示する考え。

医療・看護必要度の項目との置き換え

入っているかを明らかにした上で、
代

委員からは、2018年度改定からの

が可能か、
評価の妥当性や基準値の

替できるところがあれば使い、来年

段階実施を求める声が上がるなど、

相関などを検証することを提案した。

あるいは再来年にどこまでやるかと

た。ただ、測定期間や一部定義が異

いう話だと思う」
（池端幸彦委員・医

導入に前向きな意見が目立った。
重症度、
医療・看護必要度をめぐっ

■７対１、1 0対１入院基本料での

も出た。

ては、患者の状態像を適正に反映し

活用方法の違いも論点に

ていない、測定にあたる看護師に過

一方、
重症度、
医療・看護必要度は、

重な負担を強いている— などの

療法人池慶会理事長）
といった意見

【７対１入院基本料】では該当者が
25％以上いることを算定要件とす

慢性期入院医療について、

る、
いわゆるカットオフのための基準

介護医療院を軸に

■Ａ、
Ｃ項目はDPCデータのEFファイ

として、
【10対１入院基本料】
では該

議論が行われる

ル、
Ｂ項目は様式１との相関を検証

当患者割合に応じて
【看護必要度加

【７対１入院基本料】算定病棟と、

算１〜３】の算定が認められる、加算

介護療養型医療施設の主な転換

一般病床数が200床以上の
【10対

の基準に使われている。だが、10対

先として、2018年４月に創設され

１入院基本料】算定病棟では、DPC

１病棟の中にも、該当患者割合や平

る介護医療院などについて、社会保

データの提出が算定要件に定められ

均在院日数が７対１病棟とほぼ同等

障審議会の介護給付費分科会で議

ている。重症度、
医療・看護必要度は、

の水準のところが存在する。
こうした

論が始まっている。厚生労働省は、
介

▽創傷処置や心電図モニターなど

実情を踏まえて厚労省は、医療ニー

護医療院の人員・設備基準と報酬体

のモニタリングと処置に関するＡ項

ズや診療実績をより適切に反映させ

系のあり方や、介護療養型老人保健

目▽ADLに関するＢ項目▽手術など

る観点から、評価手法の見直しを検

施設との関係性の整理などを論点と

に関するＣ項目—で構成される。

討する方向を打ち出した。

している。

批判が出ていた。

厚労省が示したのは、
このうちＢ項目

重症度、医療・看護必要度とDPC

介護療養型医療施設
（介護療養病

をDPC提出データの「様式１」
（カル

データの相関検証について、神野正

床・老人性認知症疾患療養病棟）は
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2023年度末に廃止されることと

療養病床相当（医師48対１、看護６

設類型に求められる機能とは（求め

なっており、期限までに「介護医療

対１、介護６対１）、後者は介護老人

られる機能が）
大きく異なることを踏

院 」か、居住スペースと医療機関

保健施設相当以上（医師100対１、

まえ、
（中略）引き続き適切な精神科

（2 0対１医療療養病床、有床診療

看護・介護３対１）
を想定し、
これから

専門医療が提供できるよう、配慮す

所、無床診療所など）
を併設する
「医

要件の設定や報酬が決められてい

るべきである」
とされている。
７月の

療外付け型」の施設のいずれかに転

く。厚労省は、そうした経緯を踏まえ

議論においては、委員から「適切な

換しなければならない。

て、介護医療院と介護療養型老人保

精神科専門医療が提供できるように

医療保険においては、25対１医

健施設などについて検討する際の論

するには、
（介護医療院ではなく）認

療療養病棟が移行対象として検討さ

点として、(1)介護医療院の創設を

知症治療病棟への移行が求められ、

れていくことが考えられている。ま

踏まえた介護療養型医療施設のあ

円滑に移行するには現行の基準の

た、精神科病床においても医療保険

り方、(2)介護医療院に求められる機

維持が必要」
といった発言もあり、
今

適用の「認知症治療病棟１・２」があ

能、病院・診療所および介護老人保

後の議論が注目されるところだ。一

る。これらは、介護医療院への移行

健施設の開設に関する規定や人員・

方で、
認知症治療病棟の今後の議論

対象とはなっていない。中でも、
介護

設備、報酬体系などを踏まえた、介

については、BPSDや身体合併症が

療養型医療施設はこれまで、介護老

護医療院のこれからのあり方、(3)

ある認知症患者への対応のあり方、

人保健施設への転換が推進されて

介護医療院への円滑かつ、
早期の転

入院日数などの実態を踏まえた、入

きた経緯があり、2008年５月には

換促進策、(4)介護療養型老人保健

退院支援のあり方、介護サービスと

転換型の類型として、看取りや急性

施設のこれまでの経緯や、療養体制

の円滑な連携の推進について、
９月

増悪への対応などの医療機能を強

維持特別加算の期限、
介護医療院の

以降本格的な議論に入っていくこと

化した「介護療養型老人保健施設」

創設を踏まえた、介護療養型老人保

が確認された。

が創設されている。さらに、
介護職員

健施設のあり方、(5)医療外付け型

介護医療院についての議論が進

の配置が手厚い場合（４対１）
に算定

（例えば「特定施設入居者生活介護

む一方で、慢性期領域においては注

できる「療養体制維持特別加算」を

（有料老人ホーム）
と医療機関の併

意しておくべきことがある。まずは、

新設。2015年時点で53.9％の施

設型」）
に転換する際の特定施設入

医療区分の見直しである。急性期や

設が算定しているが、介護療養型老

居者生活介護の要件のあり方—

在宅において、重症度をベースにし

人保健施設への転換と同加算の算

を提案した。

た評価となってきており、慢性期に

また、介護医療院への移行対象と

おいても、従来の医療区分を見直す

なっている介護保険適用の「老人性

などして、前回改定から対象患者の

介護医療院は、
医療の必要性や急

認知症疾患療養病棟」についても議

状況も変わってきている。今回改定

変のリスクが高い認知症高齢者など

論が始まっている。老人性認知症疾

においても注意してみておく必要が

を対象にしたタイプと、容体が比較

患療養病棟は重症認知症患者が多

ある。そして、障害者施設等入院基

的安定した要介護高齢者を対象にし

いことから、
「療養病床の在り方等に

本料と特殊疾患療養病棟・病床の評

たタイプの２類型になる見込みで、

関する特別部会」が2016年末にま

価についても注視しておく必要があ

人員・設備基準は前者が現行の介護

とめた議論の整理では、
「新たな施

るだろう。

定は、2018年３月31日までの時
限措置となっている。

「厚生行政ニュース」は、
日本ケミファ医療関係者向けWebサイトの会員ページ「iiケミファ」
でも会員ご登録の上ご覧いただけます。解説付きのニュースをリアルタイムに
更新し、医療政策に関する行政資料・審議会配布資料・通知文書などを閲覧・ダウンロードできます。
URL：http://www.nc-medical.com/
日々の業務にお役立ていただけましたら幸いです。
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前回に引き続き、医療費に関するトラブルを防ぐ方法を
「診療」
「会計」を中心に述べたい。

②どのような医療を心がけるべきなのか？
医療は個々の医師の裁量で行われることが多く、たとえ上
司といえども医療の方針や内容に口をはさむことは難しいと

３．
診療の場において
日本人を診察する場合も外国人を診察する場合も、同じ基
本的人権を持った人間を診察するわけであって、
「治してさし

思われる。
しかし、未納金などその結果が医療機関の経営に
与える影響が大きいならば、あえて医療の進め方についても
触れざるを得ない。医療機関としては、内部で話し合って組織
としての基本的方針は出しておくべきだろう。

あげたい」という気持ちは医師であれば皆、同じだと思う。
し

日本の公的保険に加入していたとしても、全財産が日本に

かしながら、医学と医療は異なる。病が独り歩きするわけでは

ある日本人と、一部の財産のみが手元にある外国人とでは、

なく、病を持ったさまざまな背景因子を伴う人間を診察する

金額についての印象が異なる。ましてや、公的保険にも海外

わけであるから、治療内容もその背景因子によって異なって

の民間保険にも加入していないとなると、患者が支払いきれ

くるはずだ。このような背景因子に配慮しないで治療を突き

ないような医療費にならぬよう、面倒ではあるが話し合いを

進むと、場合によっては自らが勤務する医療機関に多額の医

しながらの診察とならざるを得ない。診察の結果、一般的に

療費の未納をプレゼントすることになる。医療機関にとっても

はどのような検査が必要で、それがどのぐらいの支払いにな

多大な損失であるが、多額の未納金を抱えて途方に暮れる外

るのかを提示すべきである。提示した検査を受けるための医

国人患者をも生み出すことであり、検査、治療にあたっては

療費が支払えない、あるいはそのような検査を受けたくない

十分にこれらに配慮して行う必要があるだろう。

という意思表示があるならば、ほかの検査法を考えて提示す

①特にイスラム教徒の中には「無料の医療機関はないか？」

るか、あるいは検査をすることなく、およその推察のもとに治

とか「無料にしてほしい」と診察の場で訴える人がいる

療を始めなければならない。薬剤についても、疾患によって

これを、単にずうずうしいと思ってはいけない。イスラムの

は使用日数を限ることや、
ジェネリック医薬品を積極的に使う

国々だけでなくフィリピンなどにおいても、貧しい人たちの医

などの工夫が必要だろう。

療は無料であり、それが社会のセーフティ・ネットになっている

特に、海外から観光でやってきた人たちや、海外に生活の

からである。筆者が実際に目撃したのはPGHと呼ばれるフィ

本拠がある人たちの医療については、日本でどこまでの医療

リピン大学附属病院であったが、医療費が無料とされた病棟

を行うべきか問題になる。われわれ医師は、医学部の教育の

はベッド間の仕切りも何もなく、
プライバシーは全く守られて

中で「最後まで治療をすべき」と教わってきたので、
このよう

いなかった（写真、次ページ）。故国にこうした制度がある外

な考え方には慣れていない傾向がある。これらの人々につい

国人は、日本にもきっと同じような制度があるだろうと思っ

ては、急性期は日本で治療を行ったとしても、慢性期の治療

て、上記のような発言となるのである。日本にはそのような制

まで引き続き行おうとすると、医療費の未納だけではなく、在

度はないことを告げるだけでいいと思う。

留資格の問題まで発生してしまう可能性が極めて高い。ゆえ

無料といえば、生活保護法は1990年６月の出入国管理法

に、
「急性期の治療を終えたら速やかに帰国して、慢性期は故

及び難民認定法の改正以後は、厚生省（現厚労省）が「定住

国で治療を続けるように」
と説得することも大切なことと思う。

者」
「永住者」
という在留資格で日本に滞在している外国人に

ときどきではあるが、
「帰国すると継続的な治療を受けるこ

限って運用するよう、各自治体に通達を出している。

とができないであろう、だからかわいそうで退院させられな
日本ケミファ
（株）
発行 [Chemiphar WISELY] No. 31 2017年10月発行

写真

フィリピン大学附属病院
（PGH）
の低所得者用無料病棟

使った妊娠検査は保険外診療となるし、診断書の作成も保険

隣のベッドとの間にはカーテンや仕切りなどはなく、
プライバ
シーは全く守られていない。

外診療である。事前に公的保険の制度上のルールで保険外
診療であることを話しておかないと、後に費用をめぐってトラ
ブルになることがある。

４．
会計において気をつけねばならないこと
診察が終わり、患者が会計に行ったとき、そこでトラブルに
なることがいくつかある。
①前回の支払額との差に不信感を抱いた場合
公的保険を使っている人が高血圧など慢性疾患の治療を
受けると、月に２回は慢性疾患指導料が算定でき、
３回目の受
い」
という医師の声を聞くことがある。
しかし、同じような病の

診が必要となったときは慢性疾患指導料が算定できないの

人たちは故国にも多数存在するわけであって、そういう人た

で、
１回目、
２回目に比較すると支払いが非常に安くなる。逆

ちはかわいそうではないのかと、逆に思うこともある。そうい

もしかりで、いつもは風邪で来院していた人が慢性疾患で

う人たちを一人ひとり日本に招いて医療を受けてもらうこと

やってきて、慢性疾患指導料を算定されると、
「なぜこんなに

は、残念ながら現実的にはできないのである。

高くなったのか」
と怪訝になったり、不満をぶつける人もいる。

③特に日本の公的保険に加入している外国人の診察時に

「これは公的保険を使う際の制度である」と、明確に説明をし

気をつけねばならないことについて

ておくべきである。

第一に、公的保険を利用すると検査、薬剤の処方など公的

②「請求費用が高い」と患者がごねる場合

保険によるしばりを受ける。このしばりがあるために、毎月レ

「請求費用が高い」とごねる患者がときどきいるが、事務か

セプトが返戻されてきて嫌な思いをすることは医師なら誰で

ら伝えられたとき、
「かわいそうに」と思ってディスカウントす

もあるだろう。例えば、胃潰瘍においてはプロトンポンプ・イン

るようなことはやめるべきと考える。なぜかと言うと、
「ごねる

ヒビターは８週間が使用限度とされていて、十二指腸潰瘍で

と安くなるものなのだ」と患者に誤ったサインを送ってしまう

は６週間と定められている。睡眠導入剤の多くは１カ月までし

とともに、後にこの患者の友人たちが受診したときに、ディス

か処方できないし、発売１年未満の薬剤は２週間までしか処

カウントせずに通常通りに請求すると「高い」と言われるから

方できない。ところが故国ではプロトンポンプ・インヒビター

である。外国人コミュニティの情報伝達は早い。

が制限なく処方されているケースが多く、そういう内服方法

③過去に未収金があり、その支払いを併せて求める場合

を指導されてきた人たちは、
「日本ではどうして使用期間に制

こういったケースは揉めごとになりやすい。特に、前回は公

限があるのか？」と疑問を抱き、現場の医師にもっと長く処方

的保険で受診して、その際のレセプトが資格外診療で返戻さ

してほしいと要求することがある。用量についても保険診療

れてきた場合は、患者自身は事の意味がよく理解できていな

で許されている１日投与量の２倍を内服している人もいる。

い場合が多く、ややこしい。電話通訳などを利用して、正確に

検査についても同様にさまざまなしばりがある。公的保険の

理由を理解してもらうことが必要である。

下では、PSAなどの例外を除くと腫瘍マーカーの測定は画像

④カード払い導入の検討を

診断を行ってがんの疑いがある場合と定められている。この

特に外国人観光客は、保険外診療を支払うに十分な日本円

ような公 的 保 険を使 用する上でのしばりについて、
「なぜ

を持たずにやってくることがある。今後はオリンピックを控え、

か？」と議論を持ちかける外国人患者も少なくない。医学的

このような外国人観光客が増えると予想される。未払いを防

な見地から言い争うことは無意味である。
「これは公的保険

ぐ観点からも、特に都心の大きな医療機関にあっては、
カード

によって皆が安く医療を受けることができる代わりに、国が設

払いを導入することが課題となるだろう。

けた公的保険の
“法律”
である」
と話すと理解してくれる。
第二は、
「公的保険に加入していても、保険診療が受けられ
ない場合がある」ということについての理解がないことであ
る。例えば、血液型検査や一般的にゴナビスと呼ばれる尿を
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５．
医療費の未納が発生することが明らかになったら
医療費の未納が発生することが明らかになってしまったら、

とることのできる対策はごく限られてしまう。だからこそ繰り

今の日本の公的保険はいずれも財政的に苦しく、国民健康

返し述べているように、未納が発生しないように予防対策を

保険にしても毎年、月の支払額の増額を検討しているありさ

講じながら医療を行うことが最も重要なのだが、残念ながら

まである。公的保険制度は病に倒れたら使用でき、元気に

そうはいかないこともある。外国人患者側から提案されるの

なったら制度を支える側にまわって毎月の掛け金を支払うと

は、医療費の分割払いと、給与支給を待っての支払いである。

いう互助会的性格を持っている。にもかかわらず、高額医療

①分割払い

費助成制度を使って医療費を支払い、元気になったら帰国し

分割払いについては経験上、完済してくれたケースも耳に

てしまうというのでは、日本の公的保険制度そのものが維持

はするが、最初の数回を支払い、いつの間にか連絡が取れな

できなくなる恐れがある。こうなると、もはや医療機関や医師

くなったり、故国に帰国してしまったという人が少なくない。こ

では解決できない問題となってしまう。家族が来日する前に、

うなると事実上、未納金の回収は不可能である。

現地で必ず旅行保険に加入して来るような制度づくりを政府

②給与支給を待っての支払い

に求めたい。なお、つい最近、来日後に加入できる民間保険が

給与支給を待っての支払いについては、初めてやってきた
人ではなく、住まいも仕事場もわかっているという場合に、筆

できたとの報道を耳にした。こういう官民挙げての努力が実
を結ぶことを祈りたい。

者は応じるようにしている。支払ってもらえなかったケースは
あまり記憶にはない。ただ、筆者のクリニックは患者の15％

６．
帰国に際して

近くが外国人であり、平均すると毎日ほぼ10人程度がやって
くる。各国のコミュニティとのつながりも強い。外国人患者を

①故国への診療情報提供書の作成について

受け入れてくれる医療機関は限られており、筆者のクリニック

AMDA国際医療情報センターには、患者が故国に帰国す

に不義理をすると、行くところがなくなるとか、
コミュニティの

るに際して、母国語で診療情報提供書を作成したいので翻訳

人たちに叱られるなどという事情が働いているのかもしれな

を手伝ってほしいという医療機関からの依頼が多いが、筆者

い。いずれにしても、このような対応策は医療機関として最

は英語での作成で十分であると思う。たとえ母国語が英語で

悪、未納で終わってしまう可能性があることを納得の上でと

はなくても、医師で英語が理解できないという例はあまり聞

るべきだろう。

いたことがないし、英語であれば、受け入れ先の家族か医療

③さらに追い込まれた場合

機関のスタッフか誰かが理解できるはずだ。例えば、もしタイ

「これ以上の未納金を積み上げないために」、過去の未納

語やカンボジア語などに翻訳してもらった場合、その翻訳が

金に言及せずに、速やかに退院してもらう英断も現実的対策

正しいかどうか、医師自身が自分で判断することができない。

となるだろう。ただ、
こういう対策を考えねばならないような

誤訳されていても気がつかないわけで、
これはかなり危険な

事態には絶対にならぬよう、日頃の医療を考えなければなら

ことと思う。逆に、海外の医療機関から診療情報提供書をい

ないことは言うまでもない。

ただいたことは複数回あるが、中国語でいただいた１回を除

④家族訪問ビザで来日している場合

き、すべて英語で記載されていた。日本語で記載されていた

日本に嫁いだ家族を訪ねて家族訪問ビザでやってくる人
たちも、特にアジア出身者を中心に多い。日本にやってきた

ためしはない。
②故国の医療機関情報の収集について

後に脳梗塞や心筋梗塞などで入院治療となり、保険外診療で

またAMDA国際医療情報センターには、患者が故国に帰

莫大な医療費を請求されているという電話相談が、筆者が理

るにあたり、現地の適切な医療機関についての情報を得たい

事長を務めるAMDA国際医療情報センターに寄せられるこ

という相談が寄せられることもしばしばある。相談の主は、主

とは珍しいことではない。こういうケースはすでに打つ手がほ

に医療機関や主治医であるが、なかなか世界各国の現地の

とんどない。嫁いだ相手である日本人の健康保険や国民健

医療情報はわからない。たとえ専門医療機関が判明したとし

康保険に加入させたいと家族が奔走する場合もあるようだ

ても、住居から遠く離れていたりということでは全く役に立た

が、そのためには法務省入国管理局で在留資格の変更を認

ないだろう。こういう無駄な努力は行わず、
「 帰国したら情報

めてもらわねばならない。手続きのためには医師の診断書が

提供書を持って地区の大きな医療機関に行きなさい」と言う

必要となり、作成を依頼されることもある。このような際に、
よ

のが正解だと思う。国々で医療制度は異なるが、地区の医療

り重症に書いてほしいと患者の家族側から求められることも

機関に行けば、
どのような医療が必要で、それはどこで行える

あるが、決して虚偽の記載はしてはならない。

のか、診察にあたった医師が判断してくれるものと期待する。
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