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巻頭言 

「病床の機能分化と報告制度」 

                                                            副支部長 末 永 裕 之 

 団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年以降の医療提供体制のあり方に

関しては、2008 年に社会保障国民会議から出された B3 シナリオに基づい

た案を中心に検討されてきた。高度急性期、急性期医療から回復期、さら

に慢性期医療、その後の看取りを含めた在宅医療に至るまでの、地域包括

ケアに支えられた地域で患者をみる医療提供体制を厚労省は描き、全国の

二次医療圏で地域特性に合わせた、B3シナリオに沿った医療提供体制を作

ることを目論んでいたようである。 

 8 月 6 日には「確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋」として

社会保障制度改革国民会議の報告書が出され、そこには病床の機能分化と

病棟単位での病床機能の届出制、またそれを参考にしたその後の地域医療

ビジョンの作成が文言として盛り込まれている。 

そもそも国は病床機能の報告制度を平成 25 年度から始めたかったので

はあるが、法制化するには至らず、一方で日病を始めとする医療団体は厚

労省からの締め付け、誘導が強化されることを懸念して、まず自院の行っ

ている医療を病棟ごとに都道府県へ届け出る制度に留めるよう求めてきた。 

四病院団体協議会(四病協)では医療提供者側からも将来の医療提供体制

に関して提言をする必要があると考え、まず会員病院の意識調査をするこ

とにした。現在自院が提供している医療内容、今後提供していこうと考え

ている医療、現在 25 万床以上となった 7：1 看護基準の病院に関しては、

国は財源確保のために 7：1 病床を減らそうとしているが、今後それに対し

てどう対応しようと考えているか等のアンケート調査を行った。 

アンケートに回答した四病協傘下の病院からの結果を見てみると現状の機能維持が精いっぱいの病院が多 
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いためか、2025 年時に二次医療圏のなかで自院が果たすべき役割まで考えている病院は少ないようで、アン 

ケート集計から四病協として厚労省に代案を出すには至らない結果となった。 

 8 月 6 日には社会保障制度改革国民会議の報告者が発表されたが、その中では病床機能分化と地域包括ケア

が盛り込まれ、病床機能の機能分化と病棟単位での届出制が書き込まれており、さらにそのデータを基に地域

医療ビジョンを策定するよう求められている。 

 10 月 11 日の社会保障審議会医療部会では１．必要な病床の適切な区分の設定及び病床機能報告制度・地域

医療ビジョンとの関係についての中で「必要な病床の適切な区分の設定」に 2 案があるとされ、案 1 医療法

上の一般病床・療養病床について、現行の一般病床・療養病床の基準病床数に加えて、病床機能報告制度の医

療機能ごとに区分し、各医療機能の基準病床数を定める 案 2 現在の医療法上の病床区分は変えずに、病床

機能報告制度の医療機能について、今後、現状を把握し、その結果を分析したうえで、定量的な基準を定めて、

各医療機関の必要な病床数へと誘導していく の 2 案が出された。  

 日病では 1 案は具体化が困難、2案は結果を分析して定量的に基準を定めるというが基準の根拠をどうする

のか、「診療報酬と新たな財政支援の仕組みを適切に組み合わせて、必要な医療機能の病床数へと誘導してい

く」と記載されているが、「今まで診療報酬で誘導してきた医療提供体制が良くなっていないのではないか」

として両案に反対し、田中滋部会長代理の第 3 案「病床種別は変えるが、基準病床数は定めない方法がある」

という第 3案に期待しているが、一方で日医・四病協からも第 3案を出すことを考慮しているところである。  

 いずれにしても来年の通常国会では今も議論中の案件を含め 12 項目ほどの医療法一括改正が予定されてい

る。 

 大項目では ①病院・病床機能の分化・連携 ②人材確保・チーム医療の推進 ③医療事故の原因究明・

再発防止 ④臨床研究の推進 ⑤その他 となっているが、一旦法制化されればすべてに拘束力が伴う。報

告制度だけではなく医療事故調査の在り方も最近委員会の議題に上がってきており、その他の諸案件ともど

も私たちは注意していく必要があるのではないかと考えている。   

 （小牧市民病院 病院事業管理者・院長） 

 

「尊厳ある生とは何ぞや？」を自問自答して 

                                  理事 渡 邊 有 三 

 還暦を過ぎ、学会での活動も御用納めに近づく頃になって、血液透析ガイドラインなるものを策定する委員

長を仰せつかり、透析非導入／継続中止という難問に対して、日本透析医学会としての立場説明を公表すると

いうことに巻き込まれてしまった。既に両親は見送って、13 回忌も滞りなく行った。そして今、卒寿を超え

た認知症で身寄りのない叔母の面倒を看ることになっている。医師であるから、人間にとって何時かは訪れる

死ということに驚かされることはないが、どのような死に様を迎えるかについて考える頻度は多くなった。倫

理的に人から褒められるような生活を送ってこなかった小職には大役ではあるが、最期のご奉公と思い、何と

かまとめたいと思い、悪戦苦闘している。 

 わが国の透析患者は平成 24 年末に 31 万人に到達し、導入患者の平均年齢は 68.8 歳となった。以前は社会

復帰のための治療であったが、現在では透析をやらなくては死を迎えられないというような状況になり、延命 
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治療の様相を呈している。患者の 15％はほとんど臥床を必要とする患者でもあり、中には高次脳機能障害を

合併しながらも、胃瘻を作って、透析を実施しているケースもある。このような終末期に至った時に、どこま 

での医療行為を希望するかについてを記した事前指示書が一般的ではないわが国の臨床の特徴であるかもし

れない。我々は非導入／継続中止という議論が、単に経済的側面ではなく、また認知症患者の切り捨てという

ものではなく、透析の実施自体が患者の生命予後を短縮させたり、あるいは患者の尊厳を損なう場合に限ると

して、外部委員も交えて議論を進め、提言（案）を作成した。基本は患者の意思決定に基づき、両者と家族の

合意の上で決定された治療方針を尊重するというものであり、マスコミからも患者団体からも現時点で明らか

な批判は頂戴していない。来年には公聴会を行い、その結果を含めて提言として公表する予定である。尊厳死

法案が国会で議決されていないわが国では、このような意思決定過程を尊重して、治療の非開始／継続中止を

実施した場合であっても、残念ながらその不作為という行為が法的に免責されるわけではない。しかし、この

ような事例に悩んでいる多くの透析医にとっての一助となればと期待するばかりである。 

 さて、死と医療との関係を考えると、①死の瞬間まで積極的な治療をする、②一定の重篤な病態になった場

合、患者の意向または代理者の判断で、以後の積極的延命措置を逓減または中止するという消極的安楽死（透

析非導入／継続中止はこれにあたり、尊厳死・平穏死・自然死とも言われる）、③間接的安楽死（疼痛緩和目

的の大量薬剤投与がこれにあたる）、④医師による自殺幇助（医師が致死量の薬剤を処方し、患者が自らの意

思で服用する）、⑤積極的安楽死（極度の苦痛を除去するために、医師が致死量の薬物を患者に投与し意図的

に死を迎えさせるなどがある。 

 わが国の近代医学は、福沢諭吉が「贈医」と題して「無限の輸贏（しゅえい）天また人、醫師道（い）うを

休（や）めよ自然の臣なりと、離婁（りろう）の明視と麻姑の手と、手段に達するの辺唯だ是れ真なり」と述

べたように、医師は、これが自然経過ですからどうしようもないですなどと簡単に諦めず、百歩離れても毛が

みえるように冷徹な目で、マゴノテのように細かいところまで手が届くような気配りで、全力を尽くしなさい。

つまり、最期まで全力投球が基本とされてきた。しかし、死ぬ瞬間まで積極的な治療をするということは、現

在の趨勢ではないようにも感じる。明治時代には夭折する者も多かったのかもしれないが、老衰と死は生きと

し生けるものにとって必ず訪れるものであるし、その際に自然死を迎えることを望む者も多いのではなかろう

か？（不老不死に対する研究や iPS 細胞を否定するものではないが）。 

 私の子供時代は巨人全盛期であった。それでも弱い中日ドベゴンズを愛してきた地元民である。（落○の面

白くもない野球は嫌いで、最近では野球を見ないようにしている）その負け試合で、敗戦投手を黙々と務める

選手をよく見た。子供心に誰も注目してくれない寂しい存在だなと思った。確かに、強いのは格好良いかもし

れないが、野球は９回まである。甲子園でも一方的な試合になると控え投手が登板することがある。何事にも

ケジメが必要だからだ。しかし、ケジメの栄誉はクローザーと呼ばれる救援投手だけではなく、負け戦を淡々

と閉める敗戦投手にも与えるべきである。このことは元ロッテの小宮山が敗戦投手にも意味があると述べたこ

とに通ずる。強くても弱くても、プロと呼ばれる職業には、それなりの意地があるはずだ。戦国時代の殿（し

んがり）で名を馳せたのは木下藤吉郎であった。翻って、医療の世界では、神の手と呼ばれ巨額の報酬を得て

世界を飛び回る医師もいれば、在宅医療に取り組み患者の最期を看取り続ける医師もいる。どちらがより世の

中の役に立っているか、私にはわからない。でも、現時点で人間にとって死が免れられないものであるなら、 
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患者の尊厳ある生に配慮しながら、人生の最後を看取る仕事もエースの仕事であると、小職は考えている。戦

国時代以降わが国では切腹という自死行為があった。切腹者は美化されるが、介錯人はそれほど尊敬される仕

事ではなかったようである。現在の医療行為の一部は介錯人に近い領域まで踏み込んでいるのかもしれない。 

だから医療職は尊敬されないのかもしれない。ただ、人生の最後に臨んで、患者の尊厳ある生を熟慮しての介

錯人は、戒名と引導を渡す僧職よりも尊敬されるべきであって、卑下されるべきものではないと私は考えるが、

皆様の意見は如何。 

 「願わくは 花の下にて 春死なん あの望月の 如月の頃」「散りぬべき 時知りてこそ 世の中の 花

も花なれ 人も人なれ」と日本人は独特の死生観を持って暮らしてきた。「座脱立亡」は死を迎えるにあたっ

ての心構えというか、こうあれば素晴らしいというものであるが、やはり死を考慮しての仏典の一つである。

高齢化社会を迎え、医療介護にさらに大きな障害が立ちはだかる中、医療者として真剣に尊厳ある生について

考え、国民の中にこれらの諸問題について関心が高まり、お互いの心情を理解しないような無駄な訴訟が起こ

らないような時代がくることを祈念している。 

                                  （春日井市民病院 院長） 

 

日本病院会常任理事会報告（平成 25 年 10 月・11 月） 

副支部長 末 永 裕 之 

◎ 10 月・11月定期常任理事会 

（報告事項） 

１．医療基本法策定に際しての日本病院会からの提言 

 医療制度委員会 4月報告書の改定版を公表したうえで他の医療団体と協議可能であれば話し合いを進め、

一方で日医の基本法案との突合を図る。すでに日医は法曹界、患者団体との協議を進めているようで、来

年の通常国会で一括審議される中に基本法も入っている。 

２．25 年度診療報酬等に関する定期調査 

25 年 6 月分と 24 年度同期比較をする。締切は 11 月 29 日を予定し、診療報酬改定時だけではなく改定

後の加算算定がほぼ確定した時期での影響度も考慮して調査。 

３．平均在院日数のカウント 

大腸ポリぺクトミーは、短期入院で平均在院日数に含まれないとして平均在院日数から除外。 

90 日越え特定除外該当患者は平均在院日数に入れて特定除外にするか、入れなければ入院基本料を下

げる 

４．診療報酬調査専門委員会入院医療等の調査・評価分科会 

7：1 看護の見直し条件に関して、重症度、看護必要度とは何かの議論があり、確実に診療報酬を減らす

方向性はあるもまだ指標は決まっていない。 

５．DPC 制度に係るこれまでの検討状況 

＊小山分科会会長：現行のⅠ群及びⅡ郡は維持 機能評価係数Ⅱ 現行の 6 項目評価体系も維持 カバー

率、複雑性、地域医療は群別。 
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 ＊後発品使用割合の評価は？ 5 疾病 5 事業で DPC 病院の精神科医療、特に認知症対応をどう評価する

か。  

６．消費税引き上げ時の対応 

 ＊分科会議論の中間整理 

 消費税の 8%引き上げ時には、診療報酬とは別建ての高額投資対応は実施せず、診療報酬改定により対

応する。 

 医療経済実態調査の結果を踏まえ、基本診療料・調剤基本料への上乗せによる対応を中心としつつ、「個

別項目」への上乗せを組み合わせる形で対応。 

７．医師確保、看護師確保 

 ＊医学部入学定員は過去最大規模で平成 25 年度には 9,041 人にとなった。(H15～H19 年は 7,625 人) 地

域枠も増え H25 年度地域枠入学定員は 476 人で H31 年に卒業する。 

H28 年には 313 人が卒業見込みで新たな医師として地域医療等へ貢献する予定 今後地域医療支援セ

ンターの機能を医師法で位置付けて、医師派遣に関して地域医療対策協議会に対し強制力を働かせるよう

にする。 

＊看護職員確保に向けた施策では、復職支援の強化、勤務環境の改善を通じた定着・離職防止、大卒社会

人経験者の看護職への取り組み促進、ナースセンター機能強化と届出制   

８．臨床研修医募集上限に関して 医師臨床研修部会 審議経過協議事項 

 都道府県別募集定員の上限について(見直し案) 全国の研修医総数を「①都道府県別の医学部入学定員

数により按分した数」と「②都道府県別の医学部入学定員数により按分した数」の多いほうの数値の割合

で按分し、「③地理的条件等を勘案した数」を加えたものを基礎数とし、さらに都道府県調整枠を加えた

ものに 

（協議事項） 

１．病床機能分化に関して 

社会保障制度改革国民会議の提言の中にも病床機能の報告制度に関しての言及があり、さらにそれを基

にした地域医療ビジョンを作ることが求められている。四病協案としては高度急性期、急性期、回復期、

慢性期として病期を分類している。必要な病床の適切な区分の設定の考え方に関して、厚労省の 2 案が出

されているが、田中座長に第 3 案を求める声があり、さらに日医四病協の案も提出されている。 

２．TPP に対する日病の考え方に関して 

  すでに四病協からの TPP に対する懸念は公表されており、日医の考え方も以前に公表されている。し

かし、すでに TPP 交渉が開始され、締結への具体的交渉となっている時期だけに、医療界としての全面

反対は困難かとは思われる。しかし、国民皆保険がなし崩し的に破壊される懸念、ISD 条項、ラチェット

規定等の不安材料は多々ある。九州の理事が 1 月に反対を表明したが、それが無視されている、日病とし

てもっと主張すべしとの意見があり、協議したが、一方で医療界が医療に関してのみ反対するといった運

動では力がそがれる、全面反対で行くべしといった意見から、TPP 賛成論までさまざまな意見があった。    

                          （小牧市民病院 病院事業管理者・院長） 
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愛知県支部理事会報告（平成 25年 9 月 17 日） 

日 時：平成 25 年 9 月 17 日（火） 15:00～16:00 

 場 所：愛知県医師会館 8 階 801 会議室 

（定数）理事数 15 名のうち 11 名が出席し、定数の過半数以上が出席しており、理事会は成立している旨

を事務局から報告。 

１．支部長挨拶 

 ・消費税の問題については実施の方向で動いている。医療は非課税という考えに変更はない。 

 ・ＴＰＰ交渉など先が見えない状況であるが、地域の問題を本部に提案していきたい。 

（協議事項） 

１ 今後の理事会・総会の開催日程について 

 ・アンケートをお願いして結果がでましたが、ほぼ同数となりました。厚生連の山本先生に出席をお願いし

たいので、奇数月第一火曜日（第一火曜日が休日の場合は第三火曜日）にすることで承認が得られた。 

 ・実施は 26 年度からとする。（5 月 6 日は休日となるので 5 月 20 日） 

 ・26 年度の総会は 7 月 1 日となる。 

２ 会員名簿の作成について 

 ・「愛知県病院協会との合同で作成したらどうか？」との意見があり、今後の検討とする。 

  将来的には「どこの会」に所属しているのか明確にすることをお願いする。 

・今年度については、従前の内容で作成する。150 部 

３ 参与の辞退 

  ・佐藤徹参与から高齢のため参与を辞退したい旨申出があり、了承することとした。 

（連絡事項） 

日本病院会からの情報 

  ・少子高齢社会の到来で高福祉・低負担ということは今後できない。中福祉・高負担となる。保険料と税

負担で財源を賄うこととなる。 

  ・医療提供体制のあり方について、8 月 8 日、日医と四病院団体の合同で田村厚生労働大臣に提言を行っ

た。今後、在宅医療に取組んで行く必要があり、「かかりつけ医」について定義した。 

  ・病床の区分では、「亜急性期」という名称はポストアキュートか、サブアキュートかを明確にしないま

ま用いられている。提言では高度急性期病床、急性期病床、回復期病床、慢性期病床に区分することとし

た。 

  ・社会保障制度改革国民会議が 8 月 6 日に報告書を提出した。これからの道筋を示しており、実現可能

な内容となっているので一読してほしい。 

 

 


