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巻頭言 

 現在、社会保険病院の置かれている状況 

副支部長 渋 谷 正 人    

 全国の社会保険病院は、旧社会保険庁から全国社会保険協会（全社連）が経

営委託を受け運営されてきた公設民営型の組織である。土地・建物は国有であ

り、少なくとも平成 14 年までは建物、医療機器の更新は国民の健康保険料を財

源として整備されてきた。戦後、日本の経済が右肩上がりの時代には順調に来

られた。ところが、1990 年（平成 2 年）頃からの日本経済のバブル崩壊と、長引く

デフレ、少子高齢化に伴い保険料財源が逼迫しだしてから雲行きが怪しくなっ

てきた。厚生年金のズサンな管理・グリーンピア等への無駄使いが長妻氏らによ

り白日の下に晒され、平成 21 年 12 月社会保険庁は解体に追い込まれた。その

内実を知るにつれ、我々を取り仕切ってきた官僚組織がかくもいい加減なことを

やって来たのかと、呆れて物も言えないほどであった。 

これに先立つ、平成 17 年、国民の年金を財源とした社会保険庁管轄の資産

の整理・売却を目的とした独法整理機構（ＲＦＯ）が 5 年の時限立法で成立し、

我々の行先は風前の灯火となりかけた。当時、医師の偏在による医療崩壊の波

が日本全国を覆い、各地で地道な医療を展開している社会保険病院を潰したら

大変なことになるとの認識・危機感も高められた。ちなみに全国約 50 の社会保

険病院グループ全体で年間延べ 600 万人の外来、300 万人の入院患者、150

万人の健康管理を行っている。これは国民医療の約 2％にあたり、日赤病院群

の約 2 分の 1 に相当する。我々は、既に、平成 15 年以来、全社連伊藤理事長

を筆頭に経営改善 3 カ年計画を実施した。それまでの、全国一律、公務員準拠

の給与体系を改め、各病院長に経営責任を負わせると共にその裁量権を大幅

に認めた。公設民営型の利点を生かし、以来、公費補助一切無しで、グループ

全体として黒字経営を続けている。 

平成 23 年 6 月、みなし児同然だった我々であるが、当時の坂口力厚生労働

大臣らの努力で平成 26 年 4 月からＲＦＯの役割を病院売却から病院を経営する

ための「地域医療機能推進機構」へと 180 度方向を変える法案が成立した。民

主党政権下で「独立行政法人をこれ以上増やすことはまかりならん」との大方針

の中で生まれた苦肉の策であった。 

 平成 24 年 4 月新機構の理事長に自治医大の尾身茂氏を迎え、新たな規

約作りが始まっているが、問題は厚生労働省からの出向役人と元からいる 
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ＲＦＯの職員が、再び全国一律の旧国病の規則、給与体系を押し付けようとしていることである。独立行政法人通則法

による制度そのもの並びに給与体系が病院経営に向いていないことは国病機構の矢崎前理事長が口を酸っぱくし、

永年、厚生労働省と戦ってこられた経緯がある。現在、国病、労災とも新たな組織の検討が始められているが、一向に

はかばかしい進展は得られていないと聞いている。何れにしても全国 49 の社会保険病院、7 つの厚生年金病院、3 つ

の船員保険病院は、平成 26 年 4 月には地域医療機構病院として発足することが決められている。新機構の病院は急

性期から在宅まで、地域の他の医療機関との連携を密にし、地域医療の中核的役割を果たすことが求められている。

また、従来の専門医教育に加え「総合診療医」の育成に力を注ぐことになっている。新機構の下で、全ての病院の職員

にとって明るく働き甲斐のある職場になることを願って止まない。 

 

私自身は、この 3 月で 15 年間勤めさせて頂いた社会保険中京病院長の職を辞することになりました。日本病院会

愛知県支部では病院運営に必須の数々の医療情報を与えてもらいながら、私自身殆ど何もお役に立って来られなか

ったことをお詫びするとともに、当会並びに皆様の病院の益々のご発展をお祈りします。 

（社会保険中京病院 院長） 

 

 全国医療法人経営セミナー 

                               理事 小 林 武 彦 

 国民全体および病院が抱えている現在の大きなテーマは、「消費税」「消費税」「消費税」「消費税」と「少子高齢化」「少子高齢化」「少子高齢化」「少子高齢化」です。 

 「少子高齢化」「少子高齢化」「少子高齢化」「少子高齢化」とは、医療・介護・福祉のサービスを必要とする人が増えるにも拘わらず、サービスを提供

する人が少なくなることを意味します。 

 「病院」は医師を始めとする高度な国家資格者が多く働く「労働集約型産業」です。医療介護の就業人口増

は 2020 年までに 269 万人の増加が必要であると言われています。医師・看護師を始めとする医療従事者不足

は、サービス利用者の増大と医療の高度化によりますます顕著になるようです。 

 西欧文明の理想とする誰にでも平等に高度な医療を受ける国民皆保険制度は、国際的にも高く評価され、達

成されたかに見えます。 

 しかし、消費税増税問題消費税増税問題消費税増税問題消費税増税問題は、これらのサービスを提供するのに必要なお金が、国には不足していることを如

実に表しています。 

 政権が民主党から自民党に変わっても、政府の医療・介護・福祉の将来構想はまったく変わっていません。

それどころか、小泉政権下で発生した医療界疲弊現象が「社会保障制度改革国民会議」の名の下に、医療福祉

の切り捨てが発生する可能性があります。 

 このような病院を取り巻く外部環境が厳しくなる予想の中で、2013 年 10 月 26 日（土）に名古屋観光ホテ

ルにおいて「第「第「第「第 28282828 回全国医療法人回全国医療法人回全国医療法人回全国医療法人経営セミナー」経営セミナー」経営セミナー」経営セミナー」が開催されます。 

 当経営セミナーは、経営者および経営幹部を対象とした勉強会です。今までのセミナーの講師は、医療を取

り巻く外部環境を熟知した医療関係の官僚および専門家でした。一般企業経営にも共通する経営そのものに関

する専門家が経営の話をする場はなかったように思います。 

 病院の経営管理運営は、公立病院・公的病院・民間病院など設立形態に関係なく、どの病院にも大変重要で

す。 

 経営セミナーの他に学会形式の勉強会があります。「学会形式」は経営幹部だけでなく、他職種の医療従事

者がそれぞれの立場でその経験・意見を発表して、各自の病院の経営に参考とするものです。学会形式は、す

でに「日病学会」および「全日病学会」が、大変充実した内容で長年開催され、多大な成果をあげています。 
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 今後は、「経営セミナー」を日本病院会および全日本病院協会に後援していただき、各自の病院経営にとっ 

て今まで以上に充実した成果を得たいと思います。 

 そのために名古屋での経営セミナーでは、どのように外部環境が変わっても病院経営に必要な一般企業に学

ぶ場として「第「第「第「第 28282828 回全国医療法人経営セミナー」回全国医療法人経営セミナー」回全国医療法人経営セミナー」回全国医療法人経営セミナー」を位置づけました。 

 そこで、ＪＡＬ再生の経緯を、当事者のＪＡＬ社員にお話ししていただきます。また、一般会社経営者にも

お話をしていただき、病院経営の一助にする予定です。 

 名古屋の地で盛大に開催できるように、先生方のご協力をお願いいたします。 

                                （医療法人愛生館 理事長） 

 

日本病院会常任理事会報告（平成２５年１月） 

副支部長 末 永 裕 之 

（委員会報告） 

１ 役員改選について 

  ・5 月に役員改選を行う。愛知県支部からの代議員数は変わらない（公的病院 2、私的病院 3）。 

２ 日病協代表者会議 

（１）中医協・医療関係等における消費税負担に関する分科会 

  ・2 号側委員から「社会保険診療に対する消費税の課税のあり方について検討する場を、中医協とは別に

設置すべき」と要望したが、日病協でもバックアップを（全日病）。 

  ・院内処方に比べて長期投与では患者負担が 4.9 倍になっている院外処方との格差是正（調剤薬局システ

ムの適正化）を求める。医療費 32 兆円の中で、調剤を含めた薬剤に係る費用が 6.5 兆円を越すのはおか

しいのではないか（医法協） 

  ・新政権への要望事項を取りまとめ日病協として田村厚生労働大臣に要望書 

   ①高度・急性期医療機能の充実 

   ②地域医療の充実 

   ③医療機能に応じた診療報酬体系の確立 

   ④医療に関わる死因究明制度等の早期確立 

   ⑤医療施設への消費税の原則課税と軽減税率化 

（２）中医協報告 

  ・医療機関等の設備投資に関する調査を行う。 

  ・8％の増税時に診療報酬で手当するのに高額投資 1 件当たりとするのか総額に対しての手当にするのか。

まず、現状を調査することから始める。 

（３）四病協医療経営税制委員会 

  ・医療機関における消費税に関する調査結果 

    控除対象外消費税等負担額合計の医業・介護収益に対する割合      

一   般   病   院 

精神科病院 

199 床以下 200 床以上 療養病床 60％以上 

2.00％ 2.26％ 1.50％ 1.50％ 

（４）日本病院会から政府自民党に対する要望書提出 

  ・平成 25 年度予算、税制改正に関する要望について 

   ①国民総医療費を、少なくとも日本を除く G6 の対 GDP 比平均 11.9％（2010 年）まで増やすこと 
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②国民人口 10 万人当たりの現場に働く医師数を G6 の平均値 303 人（2010 年）に近づけること 

   ③震災並びに原子力発電所事故被害地医療復興のための施策の実施 

     例：震災地病院支援基金の設立、医療福祉機構（WAM）による融資条件緩和、 

人件費の一定割合の補助 

   ④国民皆保険制度の維持  

   ⑤病院近代化設備への補助 高額設備（1 億円以上）投資への補助 

（５）支部長連絡協議会 

  ・地方厚生局による病院への個別指導には病院のことが分からない医師会が立ち会うのではなく、病院団

体が立ち会うべきなので、日病協から厚労省に働きかけをしてほしい。 

（協議事項） 

 ※国が進めようとしている一般病院の機能分化について 

  ・機能分化と連携に関して、病床規制をするか情報公開程度しか国には手段がない。急性期はどうあるべ

きか、リハビリ等各々の機能を明確にしていただきたい。 

  ・一般病床の機能分化、報告制度に関して、厚労省は病院ごとを考えているが、医療の集中したところな

ら良いが地方では困難である。病院の中で病棟ごとに機能を持たせれば良いのではないか。 

  ・病院の自主的な努力で分化してほしいようだが、それも無理。 

  ・地域一般病床とは、厚労省は医療過疎の中小病院に限定して作りたい意向のようだが、全日病は都市型

の中小病院救済を考えているようで思いが異なる。 

  ・それぞれの一般病院が現在提供している医療内容、将来の方向性を含めた四病協で行うアンケート調査

から地域特性に合った類型化をしたうえで方向性を考えていったらどうか。 

  ・疾患特異性と病態期特異性のなかで地域一般病床の役割が決まるのではないか。医療機能から急性期を

分けていき、病病連携を含めて各々の機能を効率よく回していくシステムが必要。 

  ・類型分類の問題だけでなく労基法違反のままの労務管理も問題。 

  ・急性期病院の入院期間が長すぎる。かつ大病院の外来が多過ぎる。 

  ・人員配置も多い高度急性期に医療費の重点配分されるのは必然であろう。地域一般病棟は何をするのか。

高度急性期からの受け皿、リハビリ等及び高齢者の肺炎、終末期・・・療養病棟との差別化は？ 

  ・中小病院こそ地域慰労を支援し、大病院こそ機能分化を。 

  等々の意見が出された。 

   厚労省としては、現行の医療提供体制と患者受診動態のアンバランス、そして進行する高齢社会に向け

て高度急性期、急性期、回復期リハから慢性期、そして在宅へのシームレスな体制を描くのに（B3 シナ

リオに沿って）、機能のはっきりしていない一般病院の区分を基本的には法制化してコントロールしたい

ようである。 

   しかし、医療資源の豊富な大都市ならいざ知らず、ケースミックスで急性期から慢性期まで診ざるを得

ない田舎の病院が慢性期に分類され、診療報酬上不利益になるようなことがあっては中小病院潰しに繋が

る等の病院団体の反対が強く、平成 25 年度はそれぞれの病院が提供していると考えている機能を報告す

ることとなった。 

   今後、1,000 兆円を超えようとしている借金を抱えているこの国での医療提供体制を、より効率的に運

用するための B3 シナリオで、各病院がその地域に求められている機能と現在提供している医療を見つめ

直して、さらに平成 25 年にどのような病院をイメージして病院運営にあたるかが問われている。 

                           （小牧市民病院 病院事業管理者・院長） 


