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巻頭言 

「医療における里山資本主義」 

副支部長 加 藤 万 事 

 TPP 交渉が行き詰まっていたり、ウクライナ情勢が緊迫する中で

また 2014 年度という診療報酬改定の年を迎えます。高齢化・人口減

少時代に一方的な右肩上がりの経済を期待することは不可能です。 

が、一方で、「一年半で CPU の処理能力は倍になる」という、IT 技

術におけるムーアの法則は、現在もそのまま進行中で、私たちのポケ

ットの中のスマートフォンは 5 年前のデスクトップパソコンの数十

倍の処理能力と記憶容量を持っています。結果として情報流通のコス

トはただ同然となり、エクセルやワードも、今では無料の WEB アプ

リに取って代わられ、ネットを通じて職場と自宅で同一環境で仕事が

継続できることが当たり前になっています。莫大な投資をして電子カ

ルテ化を推進してきた病院は、今度は院外のネット環境との整合性を

とることと、情報のセキュリティを守ることにコストをかけなくては

なりません。こうした情報環境の変化が医学・医療にもたらすものも

良く見据えておく必要があります。 

 ネットの匿名投稿は、他人を誹謗中傷する罵詈雑言の温床となって

きましたが、最近の SNS では実名や職業を明らかにして発言する中

で、根拠のない誹謗中傷は自然淘汰されますし、そこで交わされる情

報は実生活にも役立つと評価されてきています。今後のネットワーク

社会ではただ徒に情報漏洩をガードする考え方ではなく、良質で善意

のある情報を共有する考え方にシフトしてゆくでしょう。個人情報保

護に敏感である病院も、今後はいかに責任を持って良質の情報を提供

してゆくかにも重きを置くべき時代が到来していることを予感させ

ます。 

グローバリズム経済の中で、我が国が従来と同様の産業立国の立ち位置をとり続けようと夢見ても、

一般大衆は新興国並みの労働単価で、社会維持のための膨大な負担を強いられるだけの未来が待ってい

ます。パラダイム・シフトが必要です。藻谷浩介氏が提唱した「里山資本主義」のアイデアは、これか

らの医療を見据える上でも重要な提言をしていると私には読み取れました。地産地消の発想は地域医療

の維持の重要な視点を与えてくれます。住み慣れた地域の中で人生を全うできる環境は必要です。専門 
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分化の追求ではなく、マルチタレントな人材を育成しなければ、臨機応変にニーズに対応できる体制は

確保できません。地域の維持のために何をどこまでやるのかの枠組み 

も大切だと思います。久坂部羊氏は近著「日本人の死に時」の中で、日本国民が医療資源が有限であること

と、自分の命が無限ではないことを悟るだけでも世の中が変わると指摘しています。地域を維持し、私たち

の後輩たち、子孫たちに住みよい社会を残してゆくために、今私たちがしなければならないことは何なのか？

専門分化、アンチ・エイジング、再生医療にばかり目が行っている医療。救急車の搬送時間を５分から４分

に短縮することや、山奥で心肺停止になった患者をドクターヘリで大都会の救急センターのヘリポートに搬

送できる体制を作ることばかりに全力を傾注していて良いのか？80 歳を過ぎても分子標的薬剤を駆使して

ガンの撲滅の治療を選択しなければならないのか？認知症専門外来の半年先の予約を取らなければならない

のか？もう少し身の丈にあった医療を皆で模索する時期が来ています。 

（医療法人愛生会総合上飯田第一病院 名誉院長） 

 

「薬の値段」 

                         理事 直 江 知 樹 

小生は昨年春、大学から任期を 4 年残して当院へ転勤した。大学の関係者に会うと必ず「大学をやめ

て（あるいは、市中病院に出て、院長になって）どうですか？」と声をかけていただく。「慣れません

が、何とか務めております」と答えているが、「院長は大変でしょう、研究を続ければよかったのに・・」

と言われる方もいて、その場合は「新しい仕事を楽しむようにしています」と返事をしている。 

教授は診療・教育・研究に関して、診療科の範囲での実質的な責任があるが、院長職には院内ヒト・

モノ・カネ・デキゴトすべてに対する管理責任を負っている。なかでもヒト（人材確保）とカネ（病院

収支）は最も気にする点である。カネに関して言えば、最近の傾向として医薬品費の上昇に驚かされる。

がん、免疫疾患、難病の分野では新薬が次々と登場している。分子標的薬あるいは抗体医薬は特に高価

で、一日あたりの薬価は数千円から 2 万円を超える。蛇足だがグラム単価は、ダイヤモンド＞分子標的

薬＞プラチナ＞ゴールドの順である！ 

これらの医薬品は全てではないが、患者の予後や QOL の改善に劇的な効果をもたらす。私の専門領

域で言えば、慢性骨髄性白血病に対する分子標的治療は高額薬剤のなかでも優等生といえる。一日 1 万

円で致死的な疾患から救われるばかりか、社会復帰も可能である。10 年生存率はそれまでの 5～0％か

ら 80～90％くらいになっている。さらに、特許切れによってジェネリクスが薬価を下げて登場すると

思われる。一方、発作性夜間血色素尿症（PNH）に対する抗体療法は 1 日あたりの薬剤費は 10 万円で、

10 年生存率は重症例でも 50％。抗体療法の効果は輸血からの脱却と QOL の改善である。一度始めた

らやめられないので、現場では悩ましい問題となっている。さらに希少疾患である上、抗体なのでバイ

オシミラーの登場は期待薄である。 

高額薬剤費は病院経営、特に DPC の場合には「コスト割れ」となる可能性に注意が必要であるし、

医療保険財政を危機に晒すのは必至で、保険料の値上げという形で国民負担が増加することになる。国

も新薬承認においては、効果と安全のみならず、費用対効果も議論すべきであることは認識していると

思うが、技術革新の評価と公的保険の持続のバランスは世界中の問題であり、新たなコンセンサスを得

るのは簡単ではなかろう。 

 さて、新医薬品の薬価はどのように決まるのであろうか？類似薬がある場合とないものでは薬価算定

方式は大きく異なるようだ。類似薬がある場合、擬似薬とくらべ、画期性、有用性、市場性などを考慮

した加算を行い、海外平均薬価とも調整を図りながら決定される。類似性のない新薬の場合は、原価計

算方式が取られる。原材料費、製造費に加えて、管理・流通、利益が上乗せされる。高いのは研究開発

経費である。医薬品開発は成功確率が低いうえ日進月歩の開発競争に多大の投資が必要である。製薬企

業の売上全体に占める研究開発費は総売上高の 15％～20％にも達する。これがすべて薬価に反映され

るわけだ。 

話は飛ぶが、小生は大学にいるときに教室の研究費（厚労・文科などから取得する競争的研究費、治 
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験などによる受託費、奨学のための寄付金の合計）を教室研究者数（教員＋医員＋大学院生）で割り算

をしたことがある。教室は恵まれた方であったが、おおよそ 200 万円であった。一方、日本製薬工業協

会がまとめた資料によると、メーカー研究者一人あたりの研究費は、6000 万円である。前者には人件

費や固定資産を含まないし、後者には治験経費などもが含まれるため単純に比較することは難しいが、                  

大学で臨床応用を目指した研究を本格的に行おうとすれば、桁違いの金額が必要となることは容易に理

解できよう。 

高額薬剤はほぼ外資系メーカーによって開発されたものである。医薬品においては 2 兆 4 千億円も輸

入超過となっているという指摘があり、これは病院の医薬品・医療機器購入を見れば納得できるところ

であろう（注：この数字は全面的に正しい訳ではない）。さらに、日本の基礎医学研究はレベルが高く

一流誌への掲載も世界のトップクラスだが、臨床研究においては日本からの一流誌への論文掲載数は 20

位にも入らない、日本の新規医薬品開発における存在感は低下しており、ビッグファーマの研究開発拠

点も日本からシンガポール・中国・韓国へ移動している、臨床研究の不正や COI マネージメントに問

題があり、このままでは新薬開発は世界から取り残されてしまう、という指摘もすべて尤もである。臨

床研究で旗を振ってきたものとして、院長職を勤めながらも、なんとかこの分野で貢献できないかと思

うこの頃である。 

（独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター 院長） 

 

「平成 26年度に向けての課題」 

支部長 松 本 隆 利 

 消費税の是非はともかく、消費税が 5％から 8％に増税になります。これを機に非課税からゼロ課税への

変更を病院団体や日医などが医療界あげて国に強く働きかけていましたが、今回は極めて残念な事に見送り

になってしまいました。消費税増税は、医療においては控除対象外課税であり、いわゆる損税部分が増大し

ます。前回 3％から 5％に引き上げられた時と同様に、診療報酬の改定に併せて 0.1％のプラス改定で埋め合

わせするとしています。消費税増税の影響は医療費ベースでは 1.36％と試算されており、実質 1.26％の診療

費の大幅な減額です。また増税は電気・ガス・水道など公共料金や諸物価の値上げによる負担増が予測され

ます。その上円安の急激な進行は、エネルギーコストの上昇や輸入医薬・医療材、医療機器（合計で年間約

3 兆円）の高騰を来します。既に上がっている物もかなり出てきています。 

 今回の診療報酬の改定では従来にない大幅な変更がなされています。医療・看護必要度の項目変更に加え

て「A 項目“または”B 項目」から「A 項目“かつ”B 項目」になり要件が相当に厳しくなっています。DPC

の平均在院日数算定式に大半の短期入院手術が除外されるなど、特定除外制度の廃止がなされます。さらに

在宅復帰率の項目が DPC に新たに加わり、7：1 病床では 75%以上と定められています。これらにより DPC

特に 7：1 や ICU、HCU は強く縮小を迫られる事になります。国は DPC36 万床の内、まずは 9 万床減らす

といっています。実現しなければ次の手を打つとも言っています。また一方で新設の地域包括ケア病床にお

いても最長 60 日に加えて 70%以上の在宅復帰率が条件となっています。老健や療養病床でも在宅と見なす

ことになっていますが在宅復帰率の高い施設基準取得が要件です。これらを満たす施設は相当に少ないのが

現状です。在院日数を減らし、病床数を減らし何が何でも在宅へ誘導しようとしています。在宅の医療介護

システムは現状では極めて不十分なうえ、地域包括ケアのシステムの立ち上げも始まったばかりであり、医

療現場の混乱もさることながら、行き所の無い患者がかなり出そうなため是正を強く求めます。 

 さらにこの春より病床機能報告制度がスタートします。元々はこの病床機能の区分分けは近々予定されて

いる医療法の改正に合わせて医療法に盛り込まれる予定でしたが、まとまらず亜急性期病床のように診療報

酬上での区分わけでの対応になっています。現在運営されている病床がいずれに属するか報告させ、いずれ

は地域、おそらく県単位で医療計画を立て調整を図るというものです。 

 第 6 次医療法の改正も目前に迫っています。医療者と患者側双方に対し責務が盛り込まれる事や、二転三

転し長期の検討がなされてきた医療事故調査の仕組みについても盛り込まれる予定です。 

  次年度は医療運営において大きな節目になります。日本病院会も、また愛知県支部も様々な重要な情報を 
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会員各位へ提供し、また一方で会員からのご意見を頂き検討の上日本病院会にあげていきたいと考えていま

す。 

                        （社会医療法人財団新和会八千代病院 理事長） 

                         

日本病院会常任理事会報告（平成 26 年 2月） 

副支部長 末 永 裕 之 

◎ 2 月 22 日常任理事会 

＊日本病院会平成 26 年度事業計画(重点項目) 追加分 

 1．見える化の推進 

  (1)情報収集・分析・共有化事業の推進 

  (2)「ニュース」「雑誌」「ホームページ」等の充実 

  (3)会員施設への情報発信の推進 

  (4)医療支援システムの構築 

  (5)クラウド利用によるデータ共有の検討 

  (6)ウェブ会議の推進 

 2．一般社団法人としての基盤整備 

  (1)会員病院増加への取り組み 

  (2)収益事業への取り組み 

  (3)理事会等の活性化 

  (4)支部の拡大並びに活性化 

 (5)都道府県病院協会への連携協力 

  (6)シンクタンク機能の整備 

  (7)事務局組織の見直し・整備・活性化 

  (8)プライバシーマークの取得 

3．病院医療の再生 

   (1)医療人の育成 

   ・専門医制度への取り組み  

   ・資格認定者等の養成 

   ・病院中堅職員の養成 

   ・国際人材の養成 

  (2)社会保障と税の一体改革(2025 年の医療提供体制) 

・適正な医療提供体制の見直し 

   ・病床の機能分化・連携 

   ・病床機能報告制度と地域医療ビジョン 

 ・地域における医師、看護職員等の勤務環境の改善 

   ・精神科医療提供体制の改革 

  (3)診療報酬体系のあり方 

   ・平成 26 年度診療報酬改定の検証 

    *7 対 1 看護基準への対応 

    *消費税 8％の影響 

    *診療報酬改定への影響    

  (4)消費税原則課税への取り組み 

 4. 医療の質と安全の取り組み 

  (1)医療の質・評価の推進 

   ・QI プロジェクト事業の強化 
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   ・治験への取り組み 

   ・JCI に対する取組 

 5．国際活動 

  (1)AHF(アジア病院連盟)・IHF(国際病院連盟)の活動 

  (2)WHO(世界保健機関)への協力・支援 

  (3)WHO 国際統計分類協力センター活動の実施 

  (4)医療の国際化の活動 

 6．医療関連団体との連携推進 

 7．国際モダンホスピタルショウ 

＊医業経営・税制委員会 

 ・医療法人会計基準 日医と四病協とが医療法人会計基準に関して打合せ 

 日医は一人医療法人の取り扱いに懸念 

 ・消費税対応分の検討 課税①ゼロ税率②軽減税率③一部負担金を即時窓口にて還付④本則課税 非

課税①診療報酬に上乗せ②確定申告による還付等 

 ・「医師・看護師等の紹介業に関する要望」をまとめる 

＊QI 委員会 

 ・2013 年度フィードバック説明会、意見交換会 2014 年度参加施設説明会 

 ・30 施設から始まった QI プロジェクトが 2014 年度は 300 施設以上に 

＊医療の安全確保推進委員会 

 ・日病会員病院の「医療安全に係る実態調査」を 2014 年度に施行 

 ・死因究明制度に関連した動き 

医療事故が発生した医療機関で院内調査をまず行う。第三者機関「医療事故調査・支援センター」 

を設立し、そこから紹介された専門医も加わったメンバーで構成される院内事故調での検証をする

ことによって公正性を担保する。 

 ・次期通常国会において医療法等改正案で法制化し、2 年以内に見直す 発効は H27.10 から 

＊看護職場環境委員会 

①看護師の確保対策 

②看護師の働きやすい職場環境への取り組みと離職防止 

 ③夜勤者の確保 H26 年度アンケート調査 日看協とは異なった視点で提言していきたい 

＊中医協森田朗会長から田村厚生労働大臣への答申書(平成 26 年度診療報酬改定について) 

 1．初再診料、時間外対応加算は引き続き検討 主治医機能の評価の影響、大病院の紹介率、逆紹介

率の調査・検証、外来医療の機能分化連携の推進は引き続き検討 

 2．入院医療の機能分化連携の推進 影響の調査・検証 

  (1)一般病棟入院基本料の見直し 

(2)特定集中治療室管理料の見直し 

  (3)総合入院体制加算の見直し 

  (4)有床診療所入院基本料の見直し 

  (5)地域包括ケア病棟入院料の創設 

 3．医療を提供しているが医療資源の少ない地域に配慮した評価の影響の調査・検証 検討 

 4．療養病棟、障害者病棟、特殊疾患病棟等における長期入院も含めた慢性期入院医療の在り方の検

討 

 5．在宅医療の適切な推進と介護保険との連携 以下の事項の調査検証 

  (1)機能強化型在宅療養支援診療所等の評価見直しの影響 

  (2)在宅不適切事例の適正化の影響 

  (3)歯科訪問診療の診療時間等 
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  (4)機能強化型訪問看護ステーションの実態 

  (5)在宅における薬剤や衛生材料等の供給体制 

 6．適正な向精神薬使用の推進 

 7．救急医療管理加算の見直し、廃用症候群に対するリハビリテーションの適正化 等 

 8．新薬創出・適応外薬解消等促進加算 

 9．DPC について 医療機関群、機能評価係数Ⅱの見直し等 引き続き調査・検証 

10．明細書の無料発行の促進の効果を含めた影響を調査・検証 

11．夜間の看護要員配置の評価、月平均夜勤時間 72 時間を満たさない場合の緩和措置、チーム医療 

  

の推進、医療従事者の負担軽減措置の影響を調査・検証 

 12．後発医薬品の使用促進策 

 13．残薬確認の徹底と外来医療の機能分化・連携の推進 

 14．医薬品や医療機器等の保険医療の評価に際して費用対効果の観点の導入 

 15．ICT を活用した医療情報の共有の評価の在り方の検討 

＊四病協から田村厚労大臣への「平成 26 年度診療報酬改定率について」意見書 

  消費税補填の透明性を求めたが、通常改定と消費税改定を一緒にしたものであった。あたかも診療

報酬改定率はネットで 0.1%プラスのように見えるが、消費税改定分を除外すると通常改定率は大幅

なマイナスとなるがその引き下げ率は記載されていない。消費税分補てん率の算出で従来の「消費

者物価への影響」による不透明な減算が行われず、1.36%という数値となったことは評価。 

＊万代中医協委員から診療報酬改定「短冊」に関しての説明 

 

○診療報酬改定に関する協議から 

＊内保連からの診療報酬評価に関する提案について 斉藤参与(前社保中央病院院長、内保連委員長) 

医療機関群の分類が外科系に主眼が置かれ、内科は評価しにくい部分があるにしても内科の評価も医

療機関群分類に考慮されるべき。この度、内保連(内科系学会社会保険連合)が内保連グリーンブック 

(Ver.1)を作成した。今後も特定内科疾病 28 の医療技術の評価を医療機関群Ⅱ群要件に加えるよう主 

張していきたい。 

＊今回の診療報酬改定では多くの病院でプラスになる点は極めて少ない。地域包括ケアシステムに関わ

る部分には特に在支診、在支病を含め在宅からの受け入れ態勢に重点的に加算されるようになってい

る。中小病院の急性期病院から亜急性期機能(在宅からの急変の受け入れ等の機能)を持った(慢性期)

病院へ転換させる政策誘導であることが読み取れる。中医協の診療側の委員には強い力で押し切られ        

 たという印象を持った委員もいるようである。特に 7：1、特定機能病院・地域医療支援病院の要件

見直し(強化)は財源捻出のために今後とも条件を強化してくるものと思われる。7：1 に関しては外

形基準さえ整えば 7：1 になったために、それぞれの病院の経営努力が 36 万床にまで至った経緯、す

なわち厚労省の見込み違いがあり、日病の常任理事会でも「梯子を外された」「7：1 を死守する」と

いう意見も聞かれた。重症度・看護必要度は重症度、医療・看護必要度となったが A 項目 B 項目の

見直しの議論には残念なことに病院団体からの意見は出せてはいない。多分日看協からの案を中心に

決められているものと思われるが、今後は一致して病院団体の意見を出していく必要があると思われ

る。しかし 7：1，10：1 での特定除外制度の問題、また短期滞在手術等を平均在院日数から除外する

ことは今後ともさらに平均在院日数での縛りを強め、かつ重症度、医療・看護必要度の条件も強化し

ていくものと考えている。病院団体も主張するなかで既得権益を守ると判断されれば理解されにくい

ことを留意し、医療提供者から見た今後の医療提供体制のあるべき姿を提言していくべきである。こ

れからの時代の医療提供体制の中で、自院が地域で求められている医療は何かを考えていく必要があ

るのではないかと感じている。 

それにしても実質マイナス 1.26%となる今回の改定は今後すべての病院にとってかなり堪えること 
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になって来るものと思われる。第二の医療崩壊の始まりと言われないようにしたいものである。 

（小牧市民病院 病院事業管理者兼院長） 

 

第６回 日本病院会愛知県支部定例理事会議事録 

日  時：平成 26 年 3 月 18 日（火） 15：00～16：10 

場  所：愛知県医師会館 8階 801 会議室 

出席理事：松本隆利、加藤万事、小林武彦、梶田正文、岡村正造、渡邊有三、石川 清、細井延行、 

加藤林也、小谷勝祥、黒川 剛 

出席監事：今村達雄、千木良晴ひこ 

出席参与：六鹿直視、渋谷正人、伊藤健一 

 

（定数の報告） 

・理事 15 名のうち 11 名の出席があり、理事会が成立していることを報告。 

（支部長挨拶） 

・診療報酬の改定については実質-1.26％となり、消費税の増税等を含めると厳しい内容となった。 

・今回の診療報酬の改定に伴い、新たに届出が必要なものがあるので注意をしていただきたい。 

・医療法等改正のうち、医療事故に係る調査については内容が二転三転しており法文化されるまでわからな

い。事故調査委員会の資料が裁判に使用されるかどうかも不明である。 

（協議事項） 

（１）愛知県支部規約細則について 

  ・今まで支部会費についての明確な規定がなく予算の決議により会費請求を行っていたが、根拠を明確

にするため細則を設ける。退会の場合に会費を返還しない項目を設けることが必要等の意見があり、次

回の理事会で再度検討することで保留。 

（２）平成 26 年度事業計画、収支予算等について 

  ・講演会を年 2 回開催したいと考えている。 

・平成 25 年度収支決算見込、平成 26 年度事業計画、平成 26 年度収支予算が承認された。 

（３）平成 26 年度定例総会について 

  ・開催日：平成 26 年 7 月 1 日 午後 4 時から 

  ・場所：名古屋観光ホテル 

  ・議題：平成 25 年事業報告、収支決算の承認等 

（４）特別講演 

・開催日：平成 26 年 7 月 1 日 午後 5 時から 

・場所：名古屋観光ホテル   

・講師・演題：伏 見 清 秀 氏 「DPC の今後の方向性について（仮題）」 

 

平成２６年度日本病院会愛知県支部事業計画 

１ 病院管理運営に関する事業 

２ 地域医療計画の進展に伴う病診、病病連携に関する事業 

３ 医療従事者に関する事業 

４ 学術、研究、広報等に関する事業 

５ 一般社団法人日本病院会との連携を密にした事業運営の協力・交流・親睦に関する事業 

６ 愛知県内の諸団体（特に愛知県医師会、愛知県病院協会、愛知県医療法人協会並びに全日本病院協会愛

知県支部）との連絡渉外等に関する事業 

７ 会員及び病院相互の親睦に関する事業 

８ その他本会の目的達成に必要な事業 
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平成２６年度 日本病院会愛知県支部収入支出予算書 

収入の部                                   単位=円 

科    目 本年度 

予算額 

前年度 

予算額 
予算差異 備   考 

款 項 

１会費  2,360,000 2,340,000 20,000  

１会費 2,360,000 2,340,000 20,000 118 会員 

２繰越金  3,995,818 4,158,698 △162,880  

１前年度剰余金 

繰越金 
3,995,818 4,158,698 △162,880 見込額 

３交付金  348,000 351,000 △3,000  

１本部交付金 348,000 351,000 △3,000 116 会員 

４雑収入  196,182 250,302 △54,120  

１雑収入 196,182 250,302 △54,120  

合    計 6,900,000 7,100,000 △200,000  

注：予算差異は対前年度比を示す。 

 

支出の部                                  単位：円 

科    目 本年度 

予算額 

前年度 

予算額 
予算差異 備   考 

款 項 

１事務費  1,600,000 1,600,000   

１人件費 1,000,000 1,000,000   

２需用費 300,000 300,000   

３通信費 100,000 100,000   

４交通費 200,000 200,000   

２会議費  2,400,000 2,400,000   

１会議費 1,100,000 1,100,000   

２総会費 1,300,000 1,300,000   

３事業費  2,000,000 2,400,000   

１学術研究費 800,000 800,000   

２その他の事業費 800,000 1,200,000 △400,000 会員名簿 

３渉外費 200,000 200,000   

４慶弔費 200,000 200,000   

４事務所費  200,000 200,000   

１事務所費 200,000 200,000   

５雑費     100,000 100,000   

１雑費 100,000 100,000   

６予備費  600,000 400,000 200,000  

１予備費 600,000 400,000 200,000  

合    計 6,900,000 7,100,000 △200,000  

注：予算差異は対前年度比を示す。 

 


