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【寄稿】

これからの医療提供と病院経営
Vision of the future healthcare delivery and hospital management

東邦大学医療センター大橋病院長・腎臓学教授

長谷 弘記

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．病院経営と DPC（診断群分類）係数

厚生労働省保険局調査課における「平成 27 年度医

平成 28 年 1 月末時点での全国病院数は 8,471 施設

療費の動向」によると、平成 27 年度の国民総医療費

でした。これは有床診療所を除いた数ですが、中央

は 41.5 兆円であり、対前年比 1.5 兆円の増加となって

社会保険医療協議会による試算では、平成 28 年 4 月

います。この医療費増加を抑制することが厚生労働省

1 日現在における DPC 対象病院は 1,667 病院、49 万

の最大の課題であり、さまざまな対策を講じようと努

床とされています。内訳は、99 床未満が 3,092 病院中

力していています。この事実は診療側から捉えると、

243 病院（8%）、100 ～ 199 床が 2,757 病院中 420 病院

医療施設数の減少、病床数の減少と病床形態の変更を

（15%）、200 ～ 299 床が 1,116 病院中 314 病院（28%）、

余儀なくされ、病院経営の悪化につながることとなり

300 ～ 399 床（ 新 大 橋 病 院：319 床 ） が 711 病 院 中

ます。

272 病院（38%）、400 ～ 499 床（現大橋病院：433 床、

独立行政法人福祉医療機構が実施した 2016 年度診

佐 倉 病 院：450 床 ） が 380 病 院 中 152 病 院（40%）、

療報酬改定後の影響調査では、医療収入が前年度より

500 床以上（大森病院）が 437 病院中 266 病院（61%）

減少した一般病院が 48.7% であったと報告していま

となっています。これらの病院はⅠ群（大学病院本院：

す。また、7 対 1 入院基本料の施設基準である重症患

大森病院）、Ⅱ群（高機能病院：大橋病院）、Ⅲ群（佐

者（高度急性期患者）の割合が 15% から 25% に上昇

倉病院）に分類され、さらに個々の病院に「医療機関

した
（本年 10 月施行）影響に関しては未だ不明ですが、

別係数」が付いています。

7 対 1 入院基本料を維持することは今後一層困難にな
るものと考えます。

一方、診断群分類別に 1 日当たりの点数が付与（再
発性急性心筋梗塞でステント留置 1 本の治療、合併

もう 1 点は消費税の問題です。医薬品や医療機器を

症がない場合で入院期間Ⅰ：10 日以内では 3,499 点

購入する場合、病院には 8% の課税がなされますが、

=34,990 円、入院期間Ⅱ：11 ～ 19 日では 2,535 点、入

この消費税を患者に転嫁することができません。した

院期間Ⅲ：20 ～ 45 日では 2,155 点、入院期間Ⅲ超過

がいまして、
この消費税分がすべて病院の出費（損税）

では出来高制）されています（図 1）1）。医療機関別

となります。国立大学附属病院長会議（44 病院）に

係数は総合入院時医学管理加算（0.0287）・地域医療

よると、2015 年度の消費税補填不足額が 195 億円に

支援病院入院診療加算（0.0266）・臨床研修病院入院

も達し、解消の見込みが立たない状況であると報告さ

診療加算（0.0012）・診療録管理体制加算（0.0027）・

れています。

医師事務作業補助体制加算（0.0060/0.0109）・急性期
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【包括評価部分】
診断群分類ごとに設定
・入院基本料
・検査
・画像診断
・投薬
・注射
・1,000 点未満の処置 等

【出来高評価部分】
・医学管理
・手術
・麻酔
・放射線治療
・1,000 点以上の処置 等

【包括評価部分】
DPC ごとの 1 日当たり点数

在院日数

医療機関別係数

1 日当たり点数の段階設定（一般的な診断群分類）

15％

A
1 入院期間での 1 日
当たりの医療資源の
平均投入量

A＝B

B
15％

出来高

第Ⅰ日
第Ⅱ日
（25 パーセンタイル値）（平均在院日数）

第Ⅲ日
（平均在院日数＋2SD）

図1．DPC制度概要．文献1）引用

看護補助体制加算（0.0291/0.0388）・医療安全対策加

しかし、医療の主役が患者であることは昨今のメディ

算（0.0026）
・感染防止対策地域連携加算（0.0031）な

カルスタッフ（医療専門職）における常識です。一人

どによって決まる仕組みですが、複雑性係数のように

の患者に複数のメディカルスタッフ（医療専門職）が

算出内容が明らかとなっていないものもあります。病

連携して、治療やケアにあたることをチーム医療と呼

院経営を健全化するための基本姿勢として、（1）医療

んでいます。現在、当院にて活躍しているチーム医療

機関別係数を上げるために努力すること、
（2）DPC

として、褥瘡管理チーム、緩和ケアチーム、栄養サポー

対象患者の入院期間をⅡ前後にすることの重要性を理

トチーム、摂食・嚥下チーム、感染対策チーム、医療

解していただけたものと考えます。

安全チーム、認知症ケアチームがあります。いずれも
対象患者 1 名に対して一定期間の加算が付きます。た

Ⅲ．病院経営とチーム医療

とえば、認知症ケア加算Ⅰを算定するためのチームに
は、専任の医師、専任の看護師、専任の社会福祉士ま

私が医師となった時代、医療の主役が医師であると

たは精神保健福祉士が必要となります。入院期間 14

誤解している者が決して少なくはありませんでした。

日以内では 1 日当たり 150 点（1,500 円）、15 日以降
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表1．専門看護師・認定看護師一覧．文献2）
引用
専門看護師（11 分野）
がん看護

慢性疾患看護

感染症看護

精神看護

老人看護

急性・重症患者看護

母性看護

地域看護

小児看護

家族支援

在宅看護

認定看護師（21 分野）
感染管理

糖尿病看護

乳がん看護

皮膚・排尿ケア

認知症看護

小児救急看護

緩和ケア

摂食・嚥下障害看護

慢性心不全看護

がん化学療法看護

脳卒中リハビリテーション看護

慢性呼吸器疾患看護

集中ケア

訪問看護

透析看護

救急看護

手術看護

がん放射線療法看護

がん性疼痛看護

新生児集中ケア

不妊症看護

は 30 点が加算されます。この場合の専任看護師とは
「認知症患者の看護に従事した経験を 5 年以上有する
看護師であって、認知症に係る適切な研修を修了した

Ⅳ．これからの医療経営
大学附属病院の使命は、医学生・看護学生および卒

専任の常勤看護師」を指しています。つまり、認知症

後医療スタッフに高度な教育を提供するとともに

看護認定看護師がチーム内にいることが重要な条件と

者に対しては高度な医療技術や看護技術を提供するこ

なっているわけです。他のチーム医療分野も同様であ

とと考えます。それらを可能とするには「高度急性期

り、認定看護師や専門看護師（表 1）の資格を有する

病院」を維持する必要があります。平成 22 年には 7

看護師が今後の病院経営にとって、なくてはならない

対 1 看護必要度を有する高度急性期病床数は約 36 万

2）

存在となると考えるべきでしょう 。

患

床ありましたが、厚生労働省の試算によると、団塊の

現在、当院には「がん看護専門看護師」2 名、「緩

世代が高度高齢者になる 2025 年には一般急性期病床

和ケア認定看護師」3 名、
「集中ケア認定看護師」3 名、

や亜急性（回復）期病床が不足する半面、高度急性期

「摂食・嚥下障害認定看護師」3 名、
「がん化学療法認

病床の必要数は約 18 万床にまで減少すると予想され

定看護師」1 名、
「がん性疼痛認定看護師」1 名、「慢

ています（図 2）3）。今後の高度急性期病院の姿は、
（1）

性心不全認定看護師」1 名、
「糖尿病認定看護師」1 名、

高度急性期患者を適切に抽出すること、（2）入院前に

「感染症管理認定看護師」2 名、
「皮膚・排泄ケア認定

患者の社会的背景や合併疾患（服薬内容）を把握する

看護師」1 名、
「認知症認定看護師」3 名、「透析認定

こと、（3）入院後の手術延期や術後感染予防を目的と

看護師」1 名、
「脳卒中リハビリテーション認定看護師」

した歯科診療を含む術前検査を入院前に行うこと、
（4）

1 名がそれぞれの分野で活躍していますが、病院の質

術前検査の待ち時間を抑制するために迅速に検査が可

が問われる時代になりつつある現在、より多くの専門・

能であること、（5）救急集中部門を充実させること、

認定看護師を育成することが求められることは自明の
理と考えます。

（6）退院困難者を早期に抽出して入院初期から退院後
の対処を検討すること、（7）高度急性期患者以外の患
者に対しては外来検査・手術が充実した病院であるこ
と、と考えます。そこで、新大橋病院では 5 部門の新
設・充実を図る必要性を感じました（図 3）。特に、
「患
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＜現在の姿＞

7対1

13 対 1

療養病棟

210,566 床

26,926 床

54,301 床

216,653 床

高度急性期（18 万）

一般急性期（35 万）

亜急性期等（26 万）

24

万）

15 対 1

357,569 床

地域に密着した病床（

10 対 1

＜2025（H37）年のイメージ＞

長期療養（28 万）

図2．2025年における病床数変更指針．文献3）引用

者サポートセンター」、「救急集中治療部」、「退院支援

院収益の安定が得られることにつながります。また、

センター」
が新大橋病院の中心的存在となる予定です。

新大橋病院では 8,000 坪以上の広大な面積を持ちなが

「患者サポートセンター」の中心となるのは「認定管

ら、入院病床数 319 と大学附属病院としては非常にコ

理看護師」であり、患者入院に関するほぼ全権を与

ンパクトな設計を行いました。それは、目黒区駒場と

え、その下で「精神看護」と「母子看護」を除く 9 分

いう学園都市に適応した緑と水の豊かな都会の中のオ

野の専門看護師、薬剤師、栄養士が中心となって入院

アシスをイメージした結果に誕生したものです。20

前チーム医療を行う、
「救急集中治療部」では救急専

年後～ 50 年後の医療状況を考えた病院設計と、常に

門医と救急専門看護師が中心となって救急搬送患者に

スキルアップやキャリアアップを意識した医師、看護

おける高度重症患者を抽出して適切な治療方針を立て

師、他の医療スタッフで構成された高度なチーム医療

る、
「退院支援センター」では 21 分野の専門看護師と

こそが、これからの革新的病院経営にとって最も重要

医師、栄養士、医療ソーシャルワーカーが中心となっ

な要因であると考えます。

て退院困難者の早期抽出と適切な退院支援を行うこと
を担います。いずれの部門においても専門・認定看護
師が中心的存在であるとともに、次の担い手を育成す
る場となることでしょう。

Ⅴ．おわりに
これからの臨床医療には、常にスキルアップやキャ

地域医療連携の強化、高度なチーム医療、円滑な患

リアアップを意識した看護師が求められる時代となる

者の入退院を実施することによって患者の平均入院日

ことに疑問を抱くことはありません。また、スキルアッ

数は 8 日程度にまで減少することが期待されるのみな

プを意識すればモチベーションの維持にもつながりま

らず、患者 1 人当たりの入院単価は 85,000 ～ 90,000

す。看護学生の時代から看護師を目指し、さらに認定

円程度にまで増加することが予測されます。入院期間

看護師、専門看護師、認定管理看護師へとキャリアアッ

の短縮は患者にとって非常に嬉しいことでしょうし、

プを意識した知的な看護師と共に高度なチーム医療が

病院にとっては入院患者数が増加することによって病

できることを切に願っています。
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患者サポートセンター
（病棟業務の簡素化）
病棟管理業務フリーアドレス病棟・看護重症度の均一化（25% 以上）
術前検査センター（入院前投薬管理・院内感染予防）
手術中止減少

救急集中治療部充実
（日曜日の入院・外来業務）
日曜・休日の 2 交代制
勤務翌日の代休

患者中心の
入院医療

検査スタッフのシフト制
（検査機器の有効使用）
検査待ち日数短縮・手術待ち時間短縮
放射線機器使用時間延長

退院支援センター
（転院・退院の迅速化）
退院困難患者の早期抽出・入院早期の患者家族面談
連携病院との定期会合・介護サービス
との連携

患者中心の
外来医療

外来手術・検査への移行
（病棟の有効利用・入院適応外）
眼内レンズ（白内障）
・鼠径ヘルニア
冠動脈造影

図3．患者中心の入院・外来医療の適正化と医療資源の確保
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