医療法人社団みずの会 みずの内科クリニック
院長

水野 康司 氏

後編

地域包括ケアシステムの構築は
コミュニティ再生活動だ
確固とした医療連携体制築き、地域包括ケアを後押しする
前号で紹介したように、みずの内科クリニック（埼玉県所沢市）の水野康司院長は、在宅医療の草分けの一人。地域包括ケア
システムの構築にあたり、在宅医療についての陣頭指揮を取るよう地元医師会から推されたのは当然の流れであろう。今号は
所沢市医師会在宅医療推進委員会委員長のお立場から、地域包括ケア推進のためのネットワークづくりや在宅医療連携拠点
事業についてお話しいただいた。

（聞き手／編集部）

全国に先駆けて
在宅医療連携拠点事業所を設置・始動

す。
うち、当市を含む15医師会が、医療ニーズの調査や在宅

地域包括ケアの推進を目指し、全国で「在宅医療提供体制

医の登録といった拠点事業を始めています。

郡市医師会がそれぞれの地域を主導することになっていま

支援事業」
というものが始まりました。これは都道府県の音頭

在宅医療提供体制のあり方というのは、
当然、
地域性に左右され

のもとに、各自治体が郡市医師会などと連携し在宅医療連携

ます。当県の場合は、
各地域を
「都市型」
「郊外型」
「中山間地域」
の

拠点をつくるという事業であり
（図１、
２）、埼玉県でも30ある

３タイプに大別し、
それぞれにふさわしい体制を模索しています。

図１

市町村における地域包括ケアシステム構築のプロセス
（概念図）
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住民のニーズに応えると同時に、
都心の病院から戻ってくる患者さ
んもうまくフォローしていく——そういうかたちを構想しています。
このようなそれぞれの地域に見合った構想のもとに、
在宅医
療連携拠点事業所
（以下、
拠点事業所）
を立ち上げていく。そう
いうことが、
ここ数年のうちに全国で始まるわけですが、
すでに
当市では今年８月に拠点事業所を設置し、その後、所沢市が運
営する保健センター内に拠点を移して、10月から本格始動と
いう段取りになっています。いち早く拠点事業所を立ち上げら
れたのは、当市にはもともと在宅医を中心とした既存のネット
ワークがあったからです。
「すでにある
“土台”
に、新たな要素を
載せるだけ」
という感じで、
スムーズに事が進みました。
拠点事業所の役割のひとつに、医療の提供者と受け手を
コーディネートしていくことがあります。例えば、
「都内の病院
に入院していたがん末期の患者さんが地元に戻ってくる」と

例えば、
人口が少なく診療所も点々としかないような中山間地
域では、
「１病院完結型」
すなわち、
地域連携室を備えた総合病院

いった場合、
拠点事業所が「病院で受け入れるか、
在宅医療か、

を中心にして医療連携していくのがいいのではないか。一方、
人

いったん在宅医療にして再び病院か、あるいは緩和ケアか」
と

口密集地で医療機関もたくさんあるような都市部では、
さまざま

いうことを、地元の施設や地域の関係者に諮りながらコーディ

な医療機関が横並びでネットワークを結んだほうが現実的・効

ネートしていくわけです。患者さんが高齢者や要介護者であれ

率的ではないか。そのようなことを地域ごとに模索しています。

ば、
地域包括支援センターとも連携していくことになります
（図

ここ所沢市について言えば、
人口約34万人という中規模都市

２）。このような包括的なコーディネートには、それぞれの医療

で、
高齢化率は高いけれども医療機関には比較的恵まれている地

機関や医療者について「どういう患者さんを診ているか」、
「在

域です。防衛医科大学校病院をはじめ大きめの病院がいくつかあ

宅で酸素療法や人工呼吸管理を支援できるか」、
「連携先はど

りますし、
お隣の東京都清瀬市にも総合病院や専門病院が揃って

こか」
といった、
きめ細かな情報が不可欠です。そのようなこと

います。ただし、
市内の病院の特徴として
「総合病院が少なく、
単

から、当医師会は平成25年から在宅医登録の調査を行ってき

科型の病院が多くを占めている」
ということがあります。
また、
「都

ました。患者数や看取りの有無、連携先など調査結果は医師会

心まで電車で30分程度」
という地の利から、
高度医療や専門治

ホームページ上で公開もしています
（次ページ表）
。
拠点事業所では、
こうした医療者側の情報ならびに患者さん

療を求める患者さんは都内の病院へ流れる傾向があります。
このような事情から、
当市において在宅医療の充実を図ろうとす

の情報を一元管理していくことで、
「退院したいが在宅医がどこ

るなら、
単科型の病院やクリニックがそれぞれの得意分野を活かし

にいるのかわからない」、
「自宅療養中に急変した際の受け入れ

合うのがいいのではないかと考えます。
皆が横並びで連携し、
地域

先がなくて不安」
といったこれまでの課題の解決を目指します。

図２

在宅医療連携拠点のイメージ

・地域の医療・介護関係者による協議の開催

在宅医療連携拠点機能
（市町村、医師会等）

・医療・介護関係機関の連携促進

連携

・在宅医療に関する人材育成や普及啓発

２４時間在宅医療提供体制の

関係機関の
連携体制の
構築支援

在宅医療において積極的役
割を担う医療機関※

支援（１人開業医等の夜間対
応の支援、急変時の一時入院
受け入れ、
レスパイト等）
※在宅療養支援病院/診療所の中から位置
づけられることを想定

地域包括支援センター

２４時間体制
の支援

在宅療養支援診
療所（無床）
（１人開業医）

介護サービス事業所

訪問診療

介護サービス
訪問看護等

薬局、訪問看護
ステーション等

患者

訪問診療

訪問診療
一時入院

在宅療養支援病院
在宅療養支援診療所
（有床）

入院
（急変時の一時受け入れ）
（厚生労働省：
「在宅医療・介護の連携推進の方向性」
より）
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表

所沢市医師会の在宅医療調査の項目

「所沢市なら安心して任せられる」が目標
拠点事業所の立ち上げに取り組む一方で、医師向けの研

係者だけで進めていこうとせず、住民やボランティア団体な
ど専門職でない人たちに参加してもらえるような形態を目指
すことが大事だと思います。医療者や介護事業者だけで進め

修も企画・開催してきました。
「在宅医療について、私はこんな

ようとすると、
「システムづくりにいくら、人材育成にいくら」

ことをしていますが、皆さん、
どう思いますか？」といった事例

と、
とかく予算組みの話が浮上しがちで、なかなかうまく行き

を持ち寄っての研修で、
「 失敗の中にこそ学ぶことが多い」と

ません。むしろ、広く地域住民に働きかけ、町おこしのごとく

考え、
５年くらい前から続けています。
しかし、人前で自分の

一緒にかたちをつくっていくほうがいいと思います。

失敗を披露するのはなかなか難しいもので、はじめのうちは

それから、地域包括ケアのような新しい試みを軌道に乗せ

成功事例の紹介に終始していました。
「私はこんな失敗をし

定着させるには、誰が担っても回るような「システム」を構築

た。皆さんも知っておいたほうがいい」
という発表が見られる

していかなければいけない。カリスマ的リーダーがグイグイ

ようになったのは、つい最近のことです。心を開き合える関係

引っ張っていくというやり方もありますが、最終的にはシステ

ができてきたということでしょうが、
ここまで来るのにずいぶ

ムを持たなければ、カリスマの引退とともに取り組みもしぼ

ん飲み会を重ねたものです
（笑）。

んでしまうという結果になりかねません。

何事もそうでしょうが、地域包括ケアや在宅医療連携にお

お話ししてきたように、私は長年、在宅医療に携わり、現在

いても、生命線となるのはこうした信頼関係です。例えば、

は地域包括ケアにもかかわっているわけですが、つくづく
「こ

在宅医療・介護ではケアマネジャーや訪問看護師、薬局薬剤

れらは単に医療や介護の現状を改善するにとどまらない取

師などとも連携する機会が出てきます。
しかし、個人のお宅

り組みだな」と感じています。兵庫県尼崎市の長尾和宏先生

に上がり込んでの診療や介護は、家族関係やら経済的事情

（長尾クリニック院長）が「在宅での死」について説いておら

やらが丸見えになりますから、よほど信用のおける人でない

れます。私も講演を聞きましたが、長尾先生は「死ぬ」という

と「一緒にやりましょう」と誘えませんよね。

あくまで個人的な問題を病院医療から個人へ取り戻す運動

在宅医療連携においても同じで、拠点事業所がしっかりコー

をされているのだなと思いました。長らく、
「 死ぬ」ということ

ディネートし、
「所沢市では患者さんが安心して療養できる」
、
「所

は病院の管理下にありました。ですから「自宅で死ぬ」という

沢市の拠点事業所に任せれば間違いない」
という信頼感を、
患者

ことは、他者の管理から解き放たれ自分で死んでいくこと。す

さんにも患者さんを送り出す医療機関にも持ってもらわなけれ

なわち「死ぬ権利」を全うすることであり、長尾先生はその権

ばなりません。そのためには、
先ほど在宅医の情報収集を行って

利を取り戻す運動をされているのだというふうに理解してい

いると言いましたが、
「この先生は在宅を始めてまだ日が浅いけれ

るのです。

ど、
この程度の患者さんなら任せて大丈夫じゃないかな」
とか、
「こ

そのような大きな視点で捉えると、
地域包括ケアシステムの

こはご家族がすごく難しい人たちだから、
年季の入った先生がい

構築というのは、
「もう一度町をつくろう。コミュニティを再生し

いのではないか」
といったことも加味してマッチングを考えていく

よう」
ということだと思えてきます。団塊の世代以降、若者は田

必要があります。
ですので、
拠点事業所スタッフには
「
『お宅訪問』

舎から都会に出ていくようになり、
核家族化し地縁血縁を失って

ではないけれど、登録している医療機関を１軒１軒訪ねて話を

いきました。定年を迎えたいま、仕事上の人間関係も消失して

聞き、
先生の人柄も含めて把握してください。
１回ではつかめない

いき、
気がつけば
「居住している地域社会には居場所がない。人

と思うから、
何回も訪問してください」
と言っているところです。

とのつながりもない」
というありさまで、呆然と立ちつくしてい
る——これが団塊の世代、特に男たちの姿であるわけです。

カリスマに頼るのではなく
地域包括ケアの構築は地域住民とともに

いくことは、実はコミュニティを再生する活動にほかなりませ

在宅医療連携は医療者間の連携が核となりますが、広く地

ん。そしてその活動は、団塊の世代と、その前後の世代である

域包括ケアシステムを構築していく際には、医療や介護の関
日本ケミファ
（株）
発行 [Chemiphar WISELY] No.6 2015年9月発行

こういう状況下において地域包括ケアシステムを構築して

われわれが担うべきだろうとも思えるのです。

（談）

医療政策と病院経営

第6 回

骨太の方針、日本再興戦略、規制改革実施計画
医療機関に求められる
これからの改革の方向性を読み解く

2015年６月30日、
３つの報告書が公表される

メディキャスト株式会社

つけ 薬 局・薬 剤 師として の 働き方を

●「日本再興戦略」
正 式には、
「『 日本 再 興 戦 略 』改 訂
2015 — 未 来 へ の 投 資・生 産 性 革

評価し、促進していこうとしているの
が分かります。

いわゆる「骨太の方針」が経済財政

命—」と呼ばれるものです。
「骨太の

また、前号でもお伝えした「マイナ

諮問会議から、
「日本再興戦略」が産

方針」がマクロ経済について議論され

ンバー」の運用開始を踏まえ、医療分

業競争力会議から、そして「規制改革

ているのに対し、ミクロ経済について

野でのICT活用を促進するためのイ

実施計画」が内閣官房におかれてい

議論されているのが特徴です。その

ンフラ整 備など、今 後 補 助 金や診 療

る規制改革会議から公表されました。

ため、2020年をゴールとした具体的

報酬改定を通じて実践されていくこ

これら３つ の 改 革には、今 後 の 医 療

な工程表まで明らかにされています。

とが考えられます。
それでは、それぞれの具体的なポ

政策にも大きな影響を与えるものが
多々含まれています。

イントを確認し、医療機関に与える影

●「規制改革実施計画」

そこで今回は、
この３つの報告書そ

内閣官房の直下にある規制改革推

れぞれの特徴を読み解き、
これからの

進会議にて議論し、取りまとめられた

医療政策で起こり得る事象について

ものです。内閣総理大臣に意見がで

考えてみます。

きるように設置されていること、経済
再生や地方再生など特命担当大臣が

共通項としての「病床機能再編」
「かかりつけ薬局」の推進、
ICTのインフラ整備

任命されていることが特徴です。

響について考えていきましょう。
〈骨太の方針〉

診療報酬・薬価改定の頻度を
見直すことを要求
今回「骨太の方針」を見ますと、医
療・介護に関連した領域としては５つ

同日に公表された報告書ですが、

の項目が挙げられます（表１）。

公 表 さ れた３つ の 報 告 書 の 意 味

共通していえることとしては、医療・介

まず着目しておきたい のは、療 養

につ いて、まずは簡 単に解 説 いたし

護を含 む 社 会 保 障 関 係 の 費 用 の 増

病 床 の あり方 を 見 直 すことが 明 言

ます。

大が大きな負担となってきているこ

されていることです。本年７月からは

と、
しかしそれは医療・介護というマー

「療養病床の あり方等に関する検討

ケットが拡大していることを意味し、

会」もスタートし、2015年中に結論

正式には、
「 経済財政運営と改革の

新たな産業を生み出すためのさまざ

を導き出 す予 定となっています。来

基本方針2015」というもので、経済

まなしきたりや規制を見直し、医療・介

年度の診療報酬改定に向けて、療養

財 政 諮 問 会 議にて審議し、作 成され

護領域を成長産業として位置付け、
こ

病棟入院基本料２に対しても医療区

るものです。もともと財務省が持って

れからの経済成長のエンジンとした

分２・３に該当する患者を一定割合入

いた予算編成に関する権限を内閣に

い、
ということです。

院させていることや、褥瘡など看護師

●「骨太の方針」

委譲することが主な目的とされ、経済

中 でも 大きく取り扱 われるの は、

による観察のみで医療依存度が決し

財政諮問会議は内閣府に設置されて

調剤薬局に関するものです。昨今の

て高くはない入院患者に対する評価

います。基本的には、わが国のマクロ

薬歴未記載問題なども影響している

を見直すことが、方針として明らかに

経済について議論する場となってい

のかもしれませ んが、地 域 包 括ケア

なっています。

て、各省庁の予算編成に大きな影響

システムを構築していく中で、かかり

そのほか、受診時定額負担の導入

与えるものとなっています。

つけ医と連 携していくためにかかり

（ 医 療 機 関 の 種 別 関 係 なく、外 来 受
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医療政策と病院経営 第 6回
■表１

骨太の方針（社会保障）

医療・介護提供体制の適正化

ポイントを要約

データ分析で「見える化」による病床機能
分化・連携、外来医療の適正化の推進
地域包括ケアシステムの構築

インセンティブ改革

公的サービスの産業化

生活習慣病を中心とした予防、後発医薬品
の使用、適切な受療行動等に対する個人・
保険者の取り組みを促すインセンティブの
構築

企業の健康経営の取り組みと保険者のデータ
ヘルスを連携させ、健康増進、重症化予防、
後発医薬品使用促進等を展開
公的保険外サービスの産業化

考えられる行動
高齢者医療確保法14条による診療報酬特
例の活用
診療報酬改定を用いた病床機能分化のさら
なる促進
保険者における医療費適正化への取り組み
を評価し、後期高齢者支援金の加算・減算
制度等の運用を見直す
個人に対するヘルスケアポイント付与や保
険料への支援になる取り組み

マイナンバー制度のインフラを活用した情
報連携等の促進による患者負担の軽減、利
便性向上

介護ロボットやICTの活用

世代間で負担の公平を図る

負担能力に応じた公平な負担、
給付の適正化

介護保険で軽度者に対する生活援助サービ
ス・福祉用具貸与等の給付について見直す
医薬品や医療機器の保険適用に際して費用
対効果を考慮する
セルフメディケーションの推進

医療保険における高額療養費制度、後期高
齢者の窓口負担、介護保険における高額介
護サービス費制度等の見直し
マイナンバーを活用した患者、利用者の金融
資産の保有状況の確認と負担を求める仕組
みづくり
QUALYの試行的導入
健康づくり支援薬局の創設
後発医薬品数量シェアの目標値の決定

薬価・調剤等の診療報酬及び
医薬品等に係る改革

後発医薬品の数量シェア拡大
かかりつけ薬局の推進
診療報酬改定を国民に分かりやすく説明する

後発医薬品の価格算定ルールの見直し、長
期収載品の保険制度による評価の仕組みの
検討
調剤技術料、薬学管理料の妥当性を検討し
た上で、服薬管理、在宅医療への貢献度を
評価
薬価改定とその頻度の見直し、診療報酬改
定の水準や内容を検討

中 で も ③ に つ い て は 、マ イ ナ ン

診 時に生 活に支 障 の な い 範 囲 内 で
通 常 の 医 療 費とは 別に費 用 を 負 担
する）や 、健 康 づくり支 援 薬 局 の 普
及 などがうたわれています。
〈日本再興戦略〉

2020年までを集中取組期間として
ICT化を徹底推進する
「日本再興戦略」において、医療・介
護領域でうたわれている項目は以下
の通りです。
日本ケミファ
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①次世代ヘルスケア産業の創出
支援

バー制度のインフラも活用したデー
タヘルスの実用化、そして、医療等ID

②医療の国際展開

を多くの医療機関が享受できるよう

③医療等分野における番号制度

に、電子カルテや電子お薬手帳の普

の導入
④地域医療情報連携ネットワーク

及をうたっています（表２）。
本年７月２２日に中医協診療報酬基

／電子カルテの普及促進

本問題小委員会が開催されましたが、

⑤医療等分野の政策へのデータ

その場で医療ICTの評価について、
単な

活用の一層の促進

る導入の際などに発生するコストだけ
ではなく、
その意義目的を改めて見直し

■表２

〈医療・介護分野

今後の取り組み〉

医療のICT化として検査・投薬の重複の防止
2018年までに地域医療情報連携ネットワークを全国普及させ、
2020年までに400床以上の一般病院における電子カルテの普及率を９割に
2017年７月以降早期に個人番号カードを健康保険証として利用、2018年目処に電子お薬手帳の全国普及
個人の医療・健康等の情報を委託によって管理する情報管理の「代理機関」制度の創設
外国人患者の受け入れを行う医療機関を「日本国際病院（仮称）」として構成し、海外へ発信させ、外国人患者の受け
入れを一気通貫でサポートする企業を認証

た評価のあり方を検討していくことで

箋」の導入や「分割調剤」についても、

診療報酬改定、薬価改定の頻度を

一致しています。通信などの必要となる

今後のあり方について今年度中に結

見直すことも提言

ランニングコストを意識した評価の新設

論を出すこととされています。
「リフィ

が期待されます。これまでも地域医療

ル処方箋」
とは、繰り返し使える処方箋

今 回 の３つの 報 告 書では、診 療 報

連携に関する事業などで多額の補助金

です。
「分割調剤」の場合は処方医の

酬改定に関するかなり踏み込んだ提

がありましたが、補助金がストップして

了解が必要となりますが、
「リフィル処

案がなされています。医療技術の進

しまうと、
途端にシステムもストップして

方箋」の場合は医師の了解は不要で、

歩のスピード、高齢化の進展を考える

しまうという地域もありました。システ

薬剤師による服薬管理などが重要と

と、果たして２年の一度の改定で妥当

ムが永続的に動いていくことで生じる

なってきます。
７月22日に開催された

なのかなど、これまでになかったこと

負担を診療報酬等でどのように対応し

中医協では、診療側からはリフィル処

といえます。中医協では、経済財政諮

ていくのか、
今後の議論が待たれます。

方箋は分割調剤より数段上の次元の

問会議等に対する強い不快感がある

業務で議論する状況にないと述べ、時

とも伝えられています。

〈規制改革実施計画〉

敷地内薬局の解禁、

期尚早との認識を示されました。

しかしながら、大きな成長が見込め

また、敷 地 内 薬 局 の 解 禁もここで

ない 経 済 環境において、増大し続け

記載されています。患者の利便性を

る社会保障関係費を抑制していくこ

「規制改革実施計画」では、以下の

考えれば当然のことのように思えま

とは致し方ないともいえますが、診療

５つが健康・医療分野の重点事項とし

すが、もし実現されるとした場合、院

報酬改定の動向に一喜一憂するので

て挙げられています。

内処方と院外処方の診療報酬上の点

はなく、地域に密着した医療機関とし

数の違いが問題になってくると思わ

て、その地域で何を求められ、応えて

れます。そうなりますと、本年改定さ

いこうとしているのか、地域の重要な

れた介 護 報 酬 のように、調 剤 薬 局 個

社会インフラとしての役割を忘れず、

別のがんばりを評価するようなさま

これから起こるであろう環境変化へ

ざまな加算が設けられることが考え

の事前準備を今のうちから図ってい

られます。例えば、かかりつけ医と連

くことが重要です。

遠隔医療に関する見直しを

(1) 医薬分業推進の下での規制
の見直し
(2) 医薬品に関する規制の見直し
(3) 医療情報の有効活用に向け
た規制の見直し
(4) 遠隔モニタリングの推進
(5) 介護付有料老人ホーム等に
関する規制の見直し
(1)の医薬分業については、門前薬

携して在宅訪問し、残薬確認・服薬指
導をすることで加算が得られるもの
が創設されることなども考えられなく
はありません。

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

局のあり方を見直すとともに、かかり

また、遠隔医療については、先にご

つけ薬局を評価していく方向性を明ら

紹介しましたICTに対する評価ととも

かにしています。また、
「リフィル処方

に、議論がすでにスタートしています。

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。
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医療最前線 特別インタビュー

「日本一の自治体病院」
を目指す大崎市民病院のチャレンジ

宮城県北で地域完結型医療を展開
新病院の設計には
中枢スタッフ 50 名の意見を反映
—大崎市民病院は、昨年（2014 年）
６月に新築移転されました。
並木

宮城 県 の 県 北 の 地 域 医 療 の

拠 点 で あった 旧 古 川 市 立 病 院 が、
2006 年 の１市６町 合 併による大 崎
市の誕生によって「大崎市民病院」と
なりました。 昨年の穂波地区への新
築 移 転 により、 新 病 院 は 456 床、
42 の 診 療 科 目に加えて、５つ の 診
療領域をセンター化し、屋上にはヘ
リポートを整備しました。 建物は東日
本大震災の教訓を踏まえて柱を太く
し、免震構造、電力供給の複数化、
井水設備の増設なども行いました。
—新築移転に当たり、 病院の方針、

大崎市民病院

院長

並木 健二

機能設備、 設計建築、 動線に至るま

氏

『日経ビジネス』（2015 年６月１日号）が発表した「病院経営力ラン

で、 並木先生が陣頭指揮をとられた
と伺いました。
並木

1987 年に東北大学病院から

キング」で、大崎市民病院は全国第 16 位という高い評価を受けた。同

旧病院に赴任して以来、当院で診療

院は 2014 年６月に新築移転したが、ランキングは移転前のデータを

してきましたが、新築移転に当たり、

評価したもの。新築移転後のデータであれば、さらに上位だった可能性

市から病院づくりを一任されました。

もあったという。
同院の新築移転に当たって、病院づくりのすべてを大崎市から一任さ
れたのが、並木健二院長だ。並木院長は、新病院の機能設備、設計建築、
動線に至るまで、スタッフの声を活かすことにこだわった。
新たなスタートから１年を経て、高い評価を受けた同院の経営状況、

旧病院時代から、当院には診療科
間や職種間の壁を感じさせない、ス
タッフ間のコミュニケーションのよさ
があり、新病院の設計に当たって、

使う人の意見が隅々にまで反映された新病院のハードに加え、同院の目

組織の中枢で活躍するスタッフ約 50

指す地域医療のあり方についてなど、並木院長にお話を伺った。

名を対象に、３〜４回のヒアリングを

並木健二（なみき・けんじ）氏
1978 年東北大学医学部卒業。公立気仙沼総合病院、東北大学医学部附属病院等を経て、1985 年医学博士。1987 年古川市立病院外科
副医長。1996 年同院外科系診療部長兼第一外科医長、1997 年同院副院長。2006 年大崎市民病院副院長兼血管外科科長兼デイサージャリー
センター長兼医療安全管理部長、2008 年同院建設整備局長兼務、2014 年同院事業副管理者の後、2015 年同院事業副管理者兼院長に就任、
現在に至る。所属学会は日本外科学会（指導医・専門医・認定医）
、日本消化器外科学会
（指導医・認定医）
ほか。
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実施しました。この新病院にはそれ
らスタッフの 意 見が数多く採 用され
ており、私も含めて診療の核を担う
メンバーには、ハード・ソフト共に病
院づくりの中心になって新病院を起
ち上げたという自負があります。

将来的にはロボット手術も導入
病床稼働率は 88％以上を維持
—新病院の方針についてお聞かせく
ださい。
並木

第 一 に、 大 崎 市と私 た ち ス

タッフが一丸となって目指しているの

大崎市民病院 プロフィール
○所在地
宮城県大崎市古川穂波 3-8-1
○病床数
456 床
（内訳：一般病床 442 床、
結核病床８床、感染症病床６床
〔うちEICU８床、CCU４床、
HCU18 床、NICU６床、
無菌室８床〕
）
○診療科目
42 科目
○臓器別・疾患別センター
循環器センター、脳神経センター、呼吸器センター、周産期センター、がんセンター
○主な施設機能
救命救急センター、災害拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域周産期
母子医療センター、臨床研修指定病院、地域医療支援病院 など

が、「 日 本 一 の 自 治 体 病 院 」です。
医療の質の向上という意味でも、常

なったのです。2015 年度の手術件

が密であった理由の１つとして、医局

に上を目指す姿勢が欠かせないと考

数も 5,000 件を超える予定です。

のデスクが診療科ごとに固まっていな

新 築 移 転して１年が経 過しました

かったことがよかったという点があり

また、「 地 域 完 結できる機 能を持

が、病床稼働率は目標の 88％以上

ました。「新病院でもそうしてほしい」

つ病院」であることにも重点を置いて

を維持しており、病院単体では経営

という意 見が医 局 長から挙がりまし

います。 旧病院は平成に入って、地

的にも高いハードルをクリアしていま

て、そこで新病院の医局デスクの配

域がん診療連携拠点病院指定や地域

す。 ただ、当院は地域に５つのサテ

置を、役職や勤務年数の長さでまと

周産期母子医療センター認定を受け

ライト施設（病院３、診療所１、健康

めることにし、各科の部長職のブース

ており、県北の地域拠点病院として

管理センター１）があり、急性期病院

が隣同士になるよう配置しました。

機能を果たしてきましたが、 地域完

は当院のみ。 自治体病院として全体

また、研修医も役職者も、医局共

結とは言い切れず、県南の東北大学

で経営バランスを考える必要がありま

有の談話スペースを通らなければ出

病院へ紹介する症例がありました。

す。 当院のみが生き残ればよいわけ

入りできない動線をつくり、診療科を

ではなく、経営的にはより厳しい条件

越えて医師同士が顔を合わせる機会

が課せられていると言えるでしょう。

を増やすよう設計しました
（次ページ

え、掲げている目標です。

新病院では、心臓血管外科医が常勤
になり、心臓疾患が当院完結で治療で
きるようになりました。東北大学病院か
ら救急の専門医も赴任してくれました。
ハードについても、手術室が８室か

写 真１）。 実は、 新 病 院に疾 患 別 の

診療科を越えて医師の交流図る

センター機能を取り入れたのも、診

院内に東北大学連携大学院を開設

療科中心ではなく、患者さんを中心

ら 12 室に増え、 大 型 手 術 室、ハイ

に医師が専門を越えて協力できる体

ブリッド手術室、感染用手術室、バイ

— 先 ほど、 新 病 院 の 設 計 にスタッ

制にしたかったからです。

オクリーンルームなどを備え、 将来

フの意見を取り入れたと仰いました

—その効果のほどはいかがでしたか。

的にはロボット手術も導入できるよう

が、具体例をご紹介ください。

並木

設計し、予算も認められています。

並木

例えば、旧病院で、診療科が

ミュニケーションのよさは、 医 療 の

多種多様な術式に対応できるように

異なる医 師 間 のコミュニケーション

質向上に大きく貢献していると実感

診 療 科 を 越 えた 医 師 間 のコ
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ター・周産期医療センター・手術室
と、 画像診断など放射線部門をつな
ぐ動線がダイナミックです。
並木

大 型 エレ ベ ー タ ー を 設 置

し て 廊 下 を 広 くとり、４階 の 分 娩
室・NICU・GCU（Growing Care
Unit、 低 体 重 を 脱した 新 生 児 を ケ
ア）、３階の手術室・ICU・HCUと、
１階の救急医療センター・放射線部
門をベッドごと行き来できるようにし
写真１

医局の中央に配置された談話スペース。この共有スペースを通ることで、医師
が相互に顔を合わせる機会が自然と増える。

ました。これで緊急時に短時間での
院内搬送が可能です。また、救命救
急センターの隣に血管造影室を配置
し、救急搬送直後でも速やかに血管
造影検査ができるようにしています。
—外来や病棟などはいかがでしょうか。
並木

患者さんへの配慮を形にした

のが、産科の外来・病棟と婦人科の
外来・病棟を分けたことです。これは
「妊婦さんと、 婦人科系のがんで闘
病する患者さんでは、待合室や病棟
写真２

大崎市民病院の院内保育所では、教育機能の充実にも力を入れている。

を分けたい」というコ・メディカルの
声を採用しました。

しています。 例えば、甲状腺がんが

ムの評価にもつながっています。 例

病棟では、在院日数が短いため離

気管に浸潤し、声帯が残せるか、気

えば、初期研修医 19 名のポストは東

床を促す意味でも、トイレは病室に

管をどこまで切除するか、喉頭全摘

北で最も多いほうですが、毎年フル

設置しない予定にしていました。しか

もあり得るというケースでは、外科・

マッチでポストが埋まっている状態で

し、「ケアの観点から、病室にトイレ

呼 吸 器 外科・耳 鼻 咽 喉科・麻 酔科・

す
（図１）。 地元・東北大学の出身者

を設置してほしい」という意見が看護

放射線科・整形外科がかかわり、患

が多いですが、北海道から沖縄まで

部からあり、４床室の入口にトイレと

者さんは声帯を残して退院すること

全国から研修医を受け入れています。

洗面台を設置したことなどが挙げら

ができました。 整形外科は術後に首

また、今年４月から当院内に東北

れます。

大学連携大学院「宮城県北先制医療

—本当に随所にスタッフの声が活か

そのケースでは、国立がん研究セ

学 講 座」が開 設され、 当 院に勤 務し

されているのですね。

ンター中央病院の医師にサポートし

な がら医 学 博 士 号 の 取 得 が 可 能に

並木

てもらったのですが、「患者さんを中

なったのですが、講座の開設に当た

環境としても日本で一番の病院を目

心に、全科が自然に力を合わせるこ

り、当院勤務医の業績を東北大学に

指したいと考え、 院 内 保 育 所（ 写 真

とができる。 いい病院ですね」とのコ

提出したところ、13 名が客員教授と

２）を充実させました。０歳児から小

メントをもらっています。

して認められました。

学校就学前までを対象に定員は 86

を固定するギプスをつくりました。

はい。 また、スタッフの労働

名。 夜 勤でも預かれるよう24 時 間

—同じ医師からの評価が高いのは嬉
しいことですね。

救命救急センターの隣に血管造影室

体 制をとっています。トイレ訓 練 用

並木

救急搬送直後でも速やかに検査

の小児用トイレ設備や遊具を充実さ

そうですね。また、医師の評

せ、四季折々の行事や発表会なども

価という点で付け加えて紹介します
と、指導医の充実が臨床研修システ

— 院 内 を 見 ま すと、 救 命 救 急 セン
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子供の成長に合わせて工夫していま

す。安心して預けられるだけでなく、
保育園としての教育機能を高める努

30人

力をしています。

25人

スタッフの労働環境整備の一環と
しては、資格取得奨学金制度・高度
資格取得者育成制度・資格取得助成

20人

ナ ー ス の 資 格 取 得 を 支 援した い。
支援制度を活用して資格を取得した
ナースが増えることで、医療の質が

10人
0人

13人
7人

7人

H16

H17

24人

13人

12人

26人

24人

初期研修医

26人

15人

13人

17人

16人

16人

H25

H26

H27

H18

H19

16人

16人

15人
10人

よってまたよりよい 労働 環境が育ま

図１

H20

H21

H22

H23
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14人
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H18

14人
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7人

H17

H19

12人

12人

H20

H21

12人

H22

H23

H24

H25

H26

H27

0.00195

0.07

後発医薬品係数
0.00288

地域医療係数

0.01631

0.06

0.04

１日号）の「病院経営力ランキング」

0.03

で、 大崎市民病院は全国 16 位と、

0.02

経営的にも高い評価を受けました。

0.01

宮城県では第２位、自治体病

院では全国第４位にランキングされま

0

図２

（資料提供：大崎市民病院）

臨床研修制度改正後の大崎市民病院・研修医数の推移

0.08

—『 日 経ビジネ ス 』（2015 年６月

募集数

15人

１５人

H16

初期研修医
（1年次）

15人

0.01621

0.05

並木

後期研修医

11人

9人

初期研修医
（1年次）
の募集数と採用数 平成16〜27年度
16人

0人

「大崎モデル」の地域連携構築も模索

26人

18人

20人

5人

DPCⅡ群病院を目指しつつ

22人

34人
29人

28人

27人

5人

向上し教育体制が充実する、それに
れる——と考えています。

28人

15人

制度など支援制度も設けています。
看護部であれば、専門ナース・認定

研修医の推移 平成16〜27年度

35人

0.01500

0.01064

0.0045

0.01089

0.0090

0.0069

0.0045
0.0032
0.0057
0.0037

0.0039

0.00448
0.00486
0.00384
0.00691
0.00205
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0.0046
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0.0061

平成22年度

平成2３年度

平成24年度

平成25年度

0.00474
0.00381
0.00701
0.00204

0.00888

0.01374
0.00852

0.00922

0.00804

0.01300

0.01169

0.00731

0.00730

平成26年度

平成27年度

救急医療係数
カバー率係数
複雑性係数
効率性係数
データ提出係数
→保険診療係数
（平成26年度以降）
（資料提供：大崎市民病院）

大崎市民病院・機能評価係数Ⅱの推移

した。 当院は DPC 病院ではⅢ群です
が、機能評価係数Ⅱの高さが経営力

姿勢を忘れてはならないと考えてい

が、他の疾患についてももっと連携

として評価されたようです（図２）。

ます。

パスを作成・活用し、 地域医師会や

—今後の課題をお聞かせください。

他の病院と共に、県北に合わせた地

自 治 体 病 院 を 目 標として い ま す か

並木

この地域で果たす役割が重要

域連携のあり方「大崎モデル」を構築

ら、 全 国 16 位に満 足しているわけ

だと考えています。 周産期では、お

していかなければならないと考えて

では ありませ ん。DPC 病 院 の 医 療

産を取りやめる産科医院が増えてお

います。

機 関 群 に つ い て は、Ⅱ群 病 院 を 目

り、当院の分娩数は前年の倍になりま

国にせよ県にせよ大学にせよ、大

指さなければならないと思っていま

した。 当院もこの地域の産科を支え

きな組織では、トップが変わると方針

す。 前回の評価で課題となったⅡ群

ていくことによって、地域完結で安心

も変わることがあり、 現 場はさまざ

の実績要件の「高度な医療技術の実

して産める環境を維持したいですね。

まな影響を受けます。 一方で、地域

施」における「外保連手術指数」は、

また、診療圏では、夜間に入院を

連携で実績を重ねることで、現場や

心臓血管外科・呼吸器外科の手術が

受け付けられる医療機関は当院のみ

地域から説得力ある情報発信が可能

院内完結になったことでクリアできそ

になりました。ただし、病床を回転さ

になることもあります。 大きな組織

うですし、 後発医薬品係数も上がっ

せるために、療養や慢性期の患者さ

の方針が揺れたとしても、現場から

てきました。2015 年 10 月には、

んは療養病床や在宅医療など、地域

の情報発信ができるような連携を地

看護師数などの条件がそろえば、許

にお任せしていかなければなりませ

域でしっかりと構築し、発言力を高め

可病床 500 床をフル稼働させること

ん。 大腿骨骨折や脳卒中では連携パ

ていきたいと考えています。

も可能になります。 常に上を目指す

スを活用して地域連携をしてきました

—どうもありがとうございました。

しかしながら、 私たちは日本一の
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厚生行政ニュース

2015年8月のポイント
メディキャスト株式会社

重症度、医療・看護必要度の
見直しが議論される

また、
手術後の患者をみると、
基準に

手術後や救急搬送のクリティカル

該当する患者は手術当日45％で、
術後

な状態が必ずしも正しく反映されて

３日には術前と同程度の10数％にな

いないことが明らかにされたといえよ

り、開胸手術を実施した患者では、全員

う。そこで、
Ａ項目のみの評価で一定

厚生労働省は７月16日、
診療報酬調

が７日目まで入院しているが、
基準に該

水準を超えれば、
７対１入院基本料の

査専門組織
（入院医療等の調査・評価分

当する患者は手術直後でも約50％程

算定要件となる基準をクリアできるよ

科会）
を開催し、
(1)急性期入院医療、
(2)

度で、術後３日には25％を下回る状況

うな対応が考えられる。

退院支援、
(3)入院中の他医療機関の受

だった。さらに、救急搬送患者でも、基

診——などを議題とした。

準に該当する患者は、
入院初日20％強

一般病棟用
（７項目）
、
特定集中治療室用

(1)は、
前回2014年度改定で、
複雑な

で、入院期間を通して概ね20〜30％

（一般病棟用のうち５項目）
、
ハイケアユ

Ｂ項目はどうであろう。
Ｂ項目には、

病態をもつ急性期の患者に対する評価

程度。救急搬送患者の受入件数が少な

ニット用（13項目、
うち７項目は一般病

を行うため、
それまでの看護必要度の評

い医療機関の方が基準に該当する患者

棟用と同じ）
の３種類がある。一般病棟の

価項目を見直し、
「血圧測定」
の削除など

の割合が高い傾向にあり、厚労省は逆

Ｂ項目は各項目間で相関が概ね高く、
と

を行い、
「重症度、
医療・看護必要度」
に名

相関が見られると説明している。

りわけ「寝返り」ができなければ、
「起き

称を変更した。創傷処置や呼吸ケアなど

他方、
Ａ項目該当患者の評価に関して

上がり」
や「座位保持」
ができないといっ

のモニタリングや処置などに関するＡ項

は、
Ａ項目の該当割合が高い場合でも、
Ａ、

た相関が高い。
このため、
「起き上がり」

目と、
寝返りや起き上がりの可否などの

Ｂ両項目を合わせた該当患者割合は必ず

「座位保持」については、評価から除外

患者の状況に関するＢ項目があり、
「Ａ項

しも高くない状況。現行の基準である
「Ａ

しても、
基準を満たす患者の割合にほと

目２点以上かつＢ項目３点以上」を満た

項目２点以上かつＢ項目３点以上」
に該当

んど変化がない分析結果が示された。
こ

すことが基準とされている。

する患者割合の多少で年間の手術件数

れは、
褥瘡発生リスクを判定するときの

などを比較すると、
該当患者が多い医療

ツールにも通じることだが、
寝返り・起き

に関して、
特定機能病院ではＡ項目の該

機関は、
少ない医療機関に比べ手術件数

上がり・座位保持ができない患者の多く

当割合が高く、
Ｂ項目の該当割合が低い

など高度な治療の実績が少なく、
「Ａ項目

は、意識障害や頚髄損傷等で首下麻痺

傾向と説明。他方、
一般病棟ではＡ項目

２点以上の患者」の割合の多少で比較し

の状態であることから、
一本化すること

と比べてＢ項目の該当割合が高い傾向

た場合、
２点以上の割合が多い医療機

は非常に合理的であるといえる。

だった
（図１）
。

関ほど高度な治療の実績が多かった。

厚労省は「重症度、
医療・看護必要度」

また、
認知症を合併した救急患者は約
半数の２次医療機関で受け入れられな

■図１ 項目ごとの該当患者の割合

いことがあり、
認知症患者に対する看護
提供頻度は高い状況。現行の７対１一般
病棟で評価されていないＢ項目に関し
て、
ハイケアユニットで評価項目になって
いる
「診療・療養上の指示が通じる」
、
「危
険行動」
などの項目が認知症と関連がよ
り強かった
（図２）
。
近年、
高齢社会の進展に伴い、
認知症
高齢者の救急搬送なども今後増えてく
ることが考えられる。認知症高齢者は、
身体的な問題がほとんどなく、
言動や行
動で問題が起きる。現状の看護必要度
では、
身体の問題や医師の指示によるも
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■図2 Ｂ項目を比較する

のがほとんどのため、
認知症高齢者を適

大きいことから、
「診療・療養上の指示

け出ている医療機関ほど、
【 退院調整

切に評価できていない。
しかしながら、
ハ

が通じる」
「
、危険行動」の項目を、
一般

加算】
を算定している。他方、退院支援

イケアユニットで用いられている看護必

病棟においても評価の対象とすること

に向けた院外との連携を積極的に実

要度にはすでに盛り込まれている。
これ

をどう考えるか。

施して【地域連携診療計画管理料】の

は、
手術後のせん妄への対応などを意識

委員からは認知症に関する評価に関し

算定回数が多い施設などで、平均在院

されたために設けられたことが考えられ

て異論は挙がらず、
相関するＢ項目の簡

る。
この項目をベースにしたものが今後

素化は概ね賛成する意見が占めた。

さらに、在宅復帰率に関して、厚労省
は、
現在、
入院料ごとに算出方法が異なり

標準的に使われていくこととなろう。
以上をふまえ、
厚労省はＡ項目、
Ａ項目
該当患者に関する評価、
Ｂ項目に関する
論点を、
主に次のように示している。

複雑な計算式となっており、
在宅復帰率

退院支援に関する評価も
整理・見直しへ

が要件となっている病棟への退棟は、
自
宅への退棟と同じく評価されており、
在
宅復帰率の値と実際に自宅へ退棟してい

●「重症度、
医療・看護必要度」のＡ項目
は、
手術直後の患者や救急搬送後の

日数が短い傾向だった。

(2)の退院支援について触れてみよう。

る割合に乖離が生じていると指摘した。
そこで、退院支援に関する論点を、

患者など、
明らかに急性期医療が必要

これまで、
退院支援に関する診療報酬上

と考えられる状態の患者が必ずしも評

の評価見直しは継続的に行われており、

次のように示した。

価されていない現状をどう考えるか。

現在、
内容の類似した加算や指導料など

●退院支援については、退院支援にか

●Ａ項目の点数が高いなど、
特に専門的

13種にのぼる多数の評価項目がある。

かる人員配置や院内の取り組み、院

な治療が実施されている患者や、手

医療機関の取り組みでは、
病棟に専任

外との連携などが行われているが、
退院支援を推進するための評価の

術直後の患者などに関して、
「重症度、

や専従の退院支援職員を配置している

医療・看護必要度」の基準を満たすた

病棟が地域包括ケア病棟で90％、
７対１

あり方をどう考えるか。また、内容の

めの条件をどう考えるか。

病棟、
回復期リハ病棟、
療養病棟は２〜３

類似した項目や算定回数が少ない

割あり、
配置のない病棟より平均在院日

項目の取り扱いをどう考えるか。

数が短いなど一定の効果が出ている。

●在宅復帰率について、たとえば、自

● 一般病棟用のＢ項目について、
「寝返
り」
との相関が強く、
基準の該当性への

また、病床規模に関わらず多くの医

宅への退棟を、在宅復帰率が要件と

療機関が退院支援室等の設置や早期

なっている病棟への退棟よりも高く

● 認知症患者の急性期病床への受け入

退院に向け多職種カンファレンスなど

評価するなど、実態に即した算出方

れについては、医療現場での負担が

を実施。入院期間が短い入院料を届

法を、
どう考えるか。

影響の少ない「起き上がり」
、
「座位保
持」の評価の必要性をどう考えるか。
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